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1 澤田純明 田向遺跡Ⅱ P.206-
226

200903 八戸市田向遺跡から出土した近
世人骨について

2 ○熊谷晶子　○竹村眞理　○山下麻美
○市川茂子　○浅川明子　　澤田純明
平田和明
（○横浜創英短期大学看護学科）

横浜創英短期大学
紀要

5 p.73～
79

200903 看護基礎教育における解剖見学
実習の教育効果その１（平成20
年度）

3 長岡朋人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37  p.99
～104

200904 人骨の性別判定と死亡年齢推定

○Mayu Inokuchi　◇Junya Hiroi
○Soichi Watanabe　□Pung-Pung Hwang
○Toyoji Kaneko
（○University of Tokyo）
（◇解剖学）
（□Academia Sinica, Taiwan）

Journal of
Experimental
Biology

212 (7)
P.1003-
1010

200904 Morphological and functional
classification of ion-
absorbing mitochondria-rich
cells in the gills of
Mozambique tilapia.

5 ○佐々木浩代　　池森敦子　○菅谷健
山下佳代子　○横山健　◇小池淳樹
○佐藤武夫　○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇診断病理学）

Nephron Clin
Prac

112:Pc14
8-c156

200904 Urinary Fatty Acids and
Liver-type Fatty Acid
binding Protein inDiabetic
nephropathy

○Yi-Fang Wang　○Yung-Che Tseng
○Jia-Jiun Yan　◇Junya Hiroi
○Pung-Pung Hwang
（○Academia Sinica, Taiwan）
（◇解剖学）

American Journal
of Physiology -
Regulatory,
Integrative and
Comparative
Physiology

296 (5)
R1650-
R1660

200905 Role of SLC12A10.2, a Na-Cl
cotransporter-like protein,
in a Cl uptake mechanism in
zebrafish (Danio rerio).

○横山健　　池森敦子　○菅谷健
○星野誠子　○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

Am J Pathol 174:P209
6-2106

200906 Urinary Excretion of Liver
Type Fatty Acid Bindg
Protein Accurately Reflects
the Degree of
Tubuloinetrstitial Damage.

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

Endocrine
Pathology

20:
P.101-
107

200907 Small cell lung cancer:
sigmificance of RB
alteration and TTF-1
expression in its
carcinogenesis, phenotype
and biology.

9 長岡朋人　　平田和明 Anthropological
Science(Japanese
series)

117
p.23～30

200907 四肢長骨の骨頭・骨頚の周径に
基づく中世人骨の性別判定

7

解剖学（解剖学）　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(プロテオミクス研究部門)

4

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)

6

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)
マウス、L-FABP,腎疾患
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10 Tomohito Nagaoka　　Kazuaki Hirata Anatomical
Science
International

84
P.23-30

200908 Reliability of metric
determination of sex based
on long bone circumferences:
perspectives from Yuigahama-
minami, Japan.

11 ○高江正道　　伊藤正則　○高橋則行
◇石塚文平　　平田和明
（○産婦人科学）
（◇産婦人科学（産科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3/4) 200908 卵胞発育と成熟に対する
Androgenの影響～卵胞培養系を
用いた解析～

12 ○Koji Okudela　○Takuya Yazawa
◇Tetsukan Woo　○Masashi Sakaeda
○Jun Ishii　○Hideaki Mitsui
○Hiroaki Shimoyamada　□Hanako Sato
△Michihiko Tajiri　△Nobuo Ogawa
◇Munetaka Masuda　▽Takashi Takahashi
☆Haruhiko Sugimura
○Hitoshi Kitamura
（○Department of Pathology, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（◇Department of Surgery, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（□Department of Anatomy）
（△Division of Thoracic Surgery,
Kanagawa Cardiovascular and Respiratory
Disease Center Hospital）
（▽Division of Molecular
Carcinogenesis,  Center for
Neurological Diseases and Cancer,
Nagoya University School of Medicine）
（☆Department of Pathology , Hamamatsu
Medical University School of Medicine）

American
Jourrnal of
Pathology

175(2):P
.867-881

200908 Down-regulation of DYSP6
expression in lung cancer.
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13 ○Takuya Yazawa　◇Hanako Sato
○Hiroaki Simoyamada　○Koji Okudela
□Tetsukan Woo　△Michihiko Tajiri
▽Takashi Ogura　☆Nobuo Ogawa
○Takehisa Suzuki　○Hideaki Mitsui
○Jun Ishii　○Chie Miiyata
○Masashi Sakaeda　○Kazuya Goto
○Korehito Kashiwagi
□Munetaka Masuda　◎Takashi Takahashi
○Hitoshi Kitamura
（○Department of Pathology, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（◇Department of Anatomy）
（□Department of Surgery, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（△Division of Thoracic Surgery,
Kanagawa Prefectual Cardiovascular and
Respiratory Disease Center Hospital）
（▽Division of Respiratory Medicine,
Kanagawa Prefectual Cardiovascular and
Respiratory Disease Center Hospital）
（☆Division of Thoracic Surgery,
Kanagawa Cardiovascular and Respiratory
Disease Center Hospital）
（◎Division of Molecular
Carcinogenesis,  Center for
Neurological Diseases and Cancer,
Nagoya University School of Medicine）

American
Jourrnal of
Pathology

175(3):
P.976-
987

200909 Neuroendocrine cancer-
specific up-regulating
mechanism of insulin-like
growth factor binding
protein-2 in small cell lung
cancer.

14 ○瀧上舞　◇関雄二　　長岡朋人
□Juan Pablo Villaueva　△井口欣也
□Mauro Ordnez Livia
□Diana Aleman Paredes
□Daniel Morales  Chocano　▽向井人史
○米田穣
（○東京大学）
（◇国立民族学博物館）
（□ペルー・サンマルコス大学）
（△埼玉大学）
（▽国立環境学研究所）

Anthropological
Science

117
P.210

200910 ペルー北部地域における形成期
の遺跡間の食性差

15 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・オルドーニェス
◇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・サンマルコス大学）
（□埼玉大学）

Anthropological
Science

117
P.198

200910 ペルー北高地パコパンパ遺跡か
ら出土した人骨：調査報告

16 ○下田靖　○砂川昌信　○石田肇
平田和明　　長岡朋人　◇埴原恒彦
□米田穣　△天野哲也　△小野裕子
（○琉球大学）
（◇北里大学）
（□東京大学）
（△北海道大学）

Anthropological
Science

117
P.206

200910 オホーツク文化人骨と中世鎌倉
人骨における変形性脊椎関節症
について
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17 ○砂川昌信　○下田靖　○石田肇
平田和明　　長岡朋人　◇埴原恒彦
□米田穣　△天野哲也　△小野裕子
（○琉球大学）
（◇北里大学）
（□東京大学）
（△北海道大学）

Anthropological
Science

117
P.208

200910 オホーツク文化人骨と中世鎌倉
人骨における四肢の変形性関節
症

18 ○川久保善智　　澤田純明　◇百々幸雄
（○佐賀大学）
（◇東北大学）

Anthropological
Science
(Japanese
Series)

117 P.65
～87

200912 東北地方にアイヌの足跡を辿
る：発掘人骨頭蓋の計測的、非
計測的研究

19 ○Hitoshi Kitamura　○Koji Okudela
○Takuya Yazawa　◇Hanako Sato
○Hiroaki Simoyamada
（○Department of Pathology, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（◇Department of Anatomy）

Lung Cancer 66(3):
P.275-
281

200912 Cancer stem cell:
Implication in cancer
biology and therapy with
special reference to lung
cancer.

20 ○Koji Okudela　○Takuya Yazawa
○Jun Ishii　◇Tetsukan Woo
○Hideaki Mitsui　□Tomoyasu Bunai
○Masashi Sakaeda
○Hiroaki Simoyamada　△Hanako Sato
▽Michihiko Tajiri　▽Nobuo Ogawa
◇Munetaka Masuda　□Haruhiko Sugimura
○Hitoshi Kitamura
（○Department of Pathology, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（◇Department of Surgery, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）
（□Department of Pathology , Hamamatsu
Medical University School of Medicine）
（△Department of Anatomy）
（▽Division of Thoracic Surgery,
Kanagawa Prefectual Cardiovascular and
Respiratory Disease Center Hospital）

American
Jourrnal of
Pathology

175(6):
P.2646-
2656

200912 Down-regulation of FXYD3
expression in human lung
cancers: its mechanism and
potential role in
carcinogenesis.

21 ○Tomohito Nagaoka　◇Yuji Seki
□Juan Pablo Villanueva
△Walter Tosso Morales
▽Kinya Inokuchi
□Mauro Ordonez Livia
□Diana Aleman Paredes
□Daniel Morales Chocano
（○解剖学）
（◇国立民族学博物館）
（□ペルー・サンマルコス大学）
（△天野博物館）
（▽埼玉大学）

Anthropological
Science

117
P.137-
146

200912 Human skeletal remains from
the Pacopampa site in the
northern highlands of Peru.

22 ○Tomohito Nagaoka　◇Kazuhiro Uzawa
○Kazuaki Hirata
（○解剖学）
（◇東亜大学）

Anatomical
Science
International

84
P.170-
181

200912 Weapon-related traumas of
human skeletons from
Yuigahama Chusei Shudan
Bochi, Japan.
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23 長岡朋人　○嶋谷和彦　◇安部みき子
平田和明　□熊倉博雄
（○堺市埋蔵文化財センター）
（◇大阪市立大学）
（□大阪大学）

Anthropological
Science(Japanese
series)

117
P.89-97

200912 大阪府堺市から出土した近世人
頭蓋の計測的特徴

24 ○奥田逸子　◇宇田川晴司　○中島康雄
平田和明
（○放射線医学）
（◇国家公務員共済組合連合会虎の門病院
放射線診断科・聖マリアンナ医科大学　放
射線医学教室）

解剖学雑誌 85 201003 胸管走行は動脈硬化による大動
脈の蛇行とともに変位する？

○竹下彰　◇右高（五十嵐）潤子
□鯉渕典之　○竹内靖博
（○虎の門病院　内分泌代謝科）
（◇解剖学（機能組織））
（□群馬大学大学院応用生理学）

第82回日本内分泌
学会学術総会

200904 ミトタンはステロイドゼノバイ
オティク受容体SXRを介して
CYP3A4を誘導する

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

第98回日本病理学
会総会

200905 癌におけるインスリン様増殖因
子結合蛋白-2（IGFBP-2)および
IGFBP-4の発現減弱機構の解析

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

第98回日本病理学
会総会

200905 肺腺癌におけるTTF-1遺伝子プ
ロモーターのメチル化解析

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

第98回日本病理学
会総会

200905 ヒト肺腺癌におけるＶＥＧＦ-A
の発現機序におけるNAB2、egr-
1の役割の解明

5 ○奥寺康司　○矢澤卓也　○下山田博明
◇禹哲漢　　佐藤華子　□武内智康
○石井順　○榮田昌史　○後藤和哉
○宮田千恵　○柏木維人　□椙村春彦
○北村均
（○横浜市立大学大学院医学研究科　病態
病理学）
（◇神奈川県立循環器呼吸器病センター
呼吸器外科）
（□浜松医科大学　病理学第一）

第98回日本病理学
会総会

200905 がん細胞の異型性の分子基盤
（イオンチャンネル制御因子
FXYD3の関与）

6 ○横山健　　池森敦子　○菅谷健
○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第52回日本腎臓学
会総会

200906 葉酸腎症における新規バイオ
マーカーの検討

2

解剖学（解剖学）　学会発表

核内受容体、コアクチベーター、p450

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(培養研究部門)
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7 ○北村均　○矢澤卓也　○奥寺康司
○下山田博明　◇佐藤華子
（○横浜市立大学大学院医学研究科　病態
病理学）
（◇解剖学（解剖学））

喫煙とがん 200907 増殖シグナルにより発現誘導さ
れる増殖抑制遺伝子の肺癌発
生・進展におけるジェネティッ
ク・エピジェネティック変化お
よびその喫煙との関連性の検討

8 長岡朋人　　平田和明 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会

200907 下腸間膜動脈が欠損する破格2
例

9 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・オルドーニェス
◇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・サンマルコス大学）
（□埼玉大学）

第63回日本人類学
会大会

200910 ペルー北高地パコパンパ遺跡か
ら出土した人骨：調査報告

10 ○瀧上舞　◇関雄二　　長岡朋人
□Juan Pablo Villaueva　△井口欣也
□Mauro Ordnez Livia
□Diana Aleman Paredes
□Daniel Morales  Chocano　▽向井人史
○米田穣
（○東京大学）
（◇国立民族学博物館）
（□ペルー・サンマルコス大学）
（△埼玉大学）
（▽国立環境学研究所）

第63回日本人類学
会大会

200910 ペルー北部地域における形成期
の遺跡間の食性差

11 ○下田靖　○砂川昌信　○石田肇
平田和明　　長岡朋人　◇埴原恒彦
□米田穣　△天野哲也　△小野裕子
（○琉球大学）
（◇北里大学）
（□東京大学）
（△北海道大学）

第63回日本人類学
会大会

200910 オホーツク文化人骨と中世鎌倉
人骨における変形性脊椎関節症
について

12 ○砂川昌信　○下田靖　○石田肇
平田和明　　長岡朋人　◇埴原恒彦
□米田穣　△天野哲也　△小野裕子
（○琉球大学）
（◇北里大学）
（□東京大学）
（△北海道大学）

第63回日本人類学
会大会

200910 オホーツク文化人骨と中世鎌倉
人骨における四肢の変形性関節
症

13 ○横山健　　池森敦子　○松井勝臣
○菅谷健　○安田隆　○佐藤武夫
○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

American Society
of Nephrology
Renal Week

200910 Urinary Liver-Type Fatty
Acid Binding Protein Is a
Real Time Indicator for Both
Aucte and Chronic
Tubuloinetrstitial Damage.
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池森敦子　○菅谷健　◇田中逸　○安田隆
○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇内科学（代謝・内分泌内科））

American Society
of Nephrology
Renal Week

200910 Urinary Excretion of Liver-
Type Fatty Acid Binding
Protein (L-FABP) as a Useful
predictor of future renal
dysfunction in early stage
type 2 diabetic nephropathy

15 ○横山健　○松井勝臣　　池森敦子
○柴垣有吾　○安田隆　○佐藤武夫
◇長田圭三　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇内科学（循環器内科））

American Society
of Nephrology
Renal Week

200910 The Effect of the Cardiac
Resynchronization Therapy on
Renal Function

16 星野敬吾 第63回日本人類学
会発表(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢
｢ﾋﾄは人をなぜ助
けるか?高齢者扶
助行動の人類学的
接近?｣)

200910 結核の古病理学

17 澤田純明 第63回日本人類学
会大会

200910 縄文時代から初期農耕時代にか
けてのエナメル質減形成の出現
状況

18 澤田純明 第63回日本人類学
会大会

200910 同位体分析を利用した先史北海
道の授乳習慣の復元

19 ○関雄二　◇ディアナ・アレマン
長岡朋人　□鵜澤和宏　○荒田恵
△坂井正人　◇ダニエル・モラーレス
◇フアン・パブロ・ビジャヌエバ
◇マウロ・オルドーニェス
（○国立民族学博物館）
（◇ペルー・サンマルコス大学）
（□東亜大学）
（△山形大学）

第14回古代ｱﾒﾘｶ学
会研究大会

200912 パコパンパ遺跡における貴人墓
の発見

20 ○鵜澤和宏　　長岡朋人
◇フアン・パブロ
◇マウロ・オルドーニェス
◇ディアナ・アレマン
◇ダニエル・モラーレス　□関雄二
（○東亜大学）
（◇ペルー・サンマルコス大学）
（□国立民族学博物館）

第14回古代ｱﾒﾘｶ学
会研究大会

200912 パコパンパ遺跡から出土した人
骨および動物骨の人為的損傷

21 澤田純明 第13回動物考古学
研究集会

200912 石灰岩洞窟遺跡における旧石器
人の生活跡の調査と人骨の探求

○山田正三　◇右高（五十嵐）潤子
○井下尚子　□竹下彰
（○虎の門病院　間脳下垂体外科）
（◇解剖学（機能組織））
（□虎の門病院　内分泌代謝科）

第35回冲中記念成
人病研究所研究報
告会

201003 下垂体腫瘍におけるMGMT(6-
methylguanine DNA
methyltrasferase)発現の検討

糖尿病性腎症、尿L-FABP

14

下垂体腺腫、ＭＧＭＴ

22
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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

○竹下彰　○竹内靖博　◇鯉渕典之
□右高（五十嵐）潤子　△高橋秀依
△西山和沙
（○虎の門病院　内分泌代謝科）
（◇群馬大学大学院応用生理学）
（□解剖学（機能組織））
（△帝京大学薬学部）

第35回冲中記念成
人病研究所研究報
告会

201003 プラスチックラップ添加物、ア
セチルトリブチルクエン酸の核
内受容体ＳＸＲを介した環境ホ
ルモン作用の検討

○Akira Takeshita
◇Junko Igarashi-Migitaka
□Noriyuki Koibuchi
○Yasuhiro Takeuchi
（○虎の門病院　内分泌代謝科）
（◇解剖学（機能組織））
（□群馬大学大学院応用生理学）

14th
International
Congress of
Endocrinology

201003 Mitotane potentially causes
drug-drug interactions
through activation of
intestinal SXR/PXR

25 澤田純明 第115回日本解剖
学会･全国学術集
会

201003 縄文時代人と弥生時代人のエナ
メル質減形成

26 澤田純明 第115回日本解剖
学会･全国学術集
会

201003 青森県八戸市田向遺跡から出土
のした江戸時代人骨の古病理学
的研究

核内受容体、コアクチベーター、p450

24

核内受容体、コアクチベーター、p450

23
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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 東郷建 Biochem.
Biophys. Res.
Commun.

388(1)･
P.12-16

200910 Ca2+ regulates the
subcellular localization of
adenomatous polyposis coli
tumor suppressor protein

1 東郷建 第61回日本細胞生
物学会大会

200906 Disruption of the plasma
membrane stimulates
dissociation of adenomatous
polyposis coli tumor
suppressor protein from
microtubules

2 東郷建 第4回ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽTｶ
ﾌｪ

200912 日々傷つく細胞たち−細胞の損
傷と修復

解剖学（生物学）　誌上発表

解剖学（生物学）　学会発表
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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

1 明間立雄 人体機能生理学
(改訂5版)   南江
堂

pp. 577-
601

200900 生殖

2 明間立雄 ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ生理学
(原書3版).丸善

pp. 213-
252

200900 ホルモンによる身体の調節

○Furuta M　◇Mitsushima D
◇Shinohara K　◇Kimura F
◇Funabashi T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Physiology, Yokohama
City University Graduate School of
Medicine,）

Neuroendocrinolo
gy

91: 41-
47

200901 Food availability affects
orexin A/ hypocretin-1-
induced inhibition of
pulsatile luteinizing
hormone secretion in female
rats

2 ○Takita M　◇Izaki Y　○Kuramochi M
○Yokoi H
（○Cognition and Action Research
Group, National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Neuroreport 21: 68-
72

200901 Synaptic plasticity dynamics
in the hippocampal-
prefrontal pathway in vivo

3 ○Kajiyama Y　○Iijima Y　○Chiba S
◇Furuta M　○Ninomiya M　○Izumi A
○Shibata S　○Kunugi H
（○Department of Mental Disorder
Research, National Institute of
Neuroscience, National Center of
Neurology and Psychiatry）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Prog
Neuropsychopharm
acol Biol
Psychiatr

34: 159-
165

200902 Prednisolone causes anxiety-
and depression-like
behaviors and altered
expression of apoptotic
genes in mice hippocampus

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

Am J Physiol
Endocrinol Metab

296:
E1013-
1021

200903 Provision of a voluntary
exercise environment
enhances running activity
and prevents obesity in
Snark-deficient 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)

1

生理学（生理学）　著書

生理学（生理学）　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

5 ○Funabashi T　◇Furuta M
○Fukushima A　○Kimura F
（○Department of Physiology, Yokohama
City University Graduate School of
Medicine）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Neurosci Lett 471(3):1
57-61

200903 Age-and sex-specific changes
in naloxoue-induled
luteinizing hormone
secretion and Fos expression
in gonadotropin-releasing
hormone nearons of gonadec
to mized rats

6 ○Saito T　◇Fujiwara S　□Sasaki Y
△Niwa K　▽Nemoto T　○Kasuya E
○Sakumoto R　□Yamaguchi T
（○Phisiology and Genetic
RegulationDepartment,National Institute
of Agrobiological Scienses）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（□Graduate School of Health and
Engineering Yamagata University）
（△Reserch Institute for Electronic
Science,hokkaido University）
（▽School of Herlth Science,Faculty of
Medicine,Kanazawa University）

Jpn Agricult Res
Quart

43: 247-
254

200906 Measurement of hippocampal
neural activity by
radiotelemetry in
unrestrained piglets

藤原清悦　　明間立雄　　伊崎義憲 第24回生体･生理
工学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ論文
集165-166.

165-166 200909 覚醒下ラットにおける海馬およ
び前頭前野マルチプルユニット
活動の関係

○Adachi S　○Fujioka H　○Kakehashi C
◇Matsuwaki T　◇Nishihara M
○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Veterinary Physiology
Veterinary Medical Science, The
University of Tokyo）

J
Neuroendocrinol

21:
1029-
1037

200912 Possible involvement of
microglia containing
cyclooxygenase-1 in the
accumulation of
gonadotropin-releasing
hormone in the preoptic area
in female rats

○Furuta M　◇Bridges RS
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Biomedical Sciences,
Tufts University - Cummings School of
Veterinary Medicine）

Brain Res Bull 80: 408-
413

200912 Effects of maternal behavior
induction and pup exposure
on neurogenesis in adult,
virgin female rats.

藤原清悦　　明間立雄　　伊崎義憲 電気学会論文誌 130-C:
249-253

201002 前頭前野の神経活動を用いた行
動推定の基礎的検討

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)

9

実験動物飼育管理研究施設

10

実験動物飼育管理研究施設

7

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)

8
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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 ○Kurosaka M　○Naito H
◇Ichinoseki-Sekine N　□Ogura Y
○Kakigi R　○Katamoto S
（○Graduate School of Health and
Sports Science, Juntendo University）
（◇Institute of Health and Sports
Science Medicine）
（□Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

14th European
Collage of
Sports Science
(Oslo, Norway)

200906 Effects of different
intensity and duration of
endurance training on
satellite cell content in
rat skeletal muscle

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

36th
International
Congress of
Physiological
Sciences
(IUPS2009)

200907 Influence of rat prefrontal
spontaneous local field
potential powers before cue
presentation on reaction
time in operant
discrimination task

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

36th
International
Congress of
Physiological
Sciences
(IUPS2009)

200907 Effect of T-type Ca2+
channel blocker on Ca2+
handling of the junctional
sarcoplasmic reticulum (JSR)
in cardiac muscle of
hypertensive rat

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

36th
International
Congress of
Physiological
Sciences
(IUPS2009)

200907 Examination of multiple unit
activity-based cross-
correlogram as a possible
measure of rat hippocampus-
prefrontal functional
connectivity

○Ogura Y　◇Naito H　◇Kakigi R
◇Kurosaka M　○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Graduate School of Health and
Sports Science, Juntendo University）

36th
International
Congress of
Physiological
Sciences
(IUPS2009)

200907 Effects of exercise training
and aging on macroautophagy
in rat skeletal muscles

○Furuta M　◇Ninomiya M　◇Chiba S
◇Kajiyama Y　◇Shibata S　○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Mental Disorder
Research, National Institute of
Neuroscience, National Center of
Neurology and Psychiatry）

36th
International
Congress of
Physiological
Sciences
(IUPS2009)

200907 Anxiolytic and
antidepressant effects of
estrogen through estrogen
receptor a, but not b, in
postpartum rats after
weaning pups

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

実験動物飼育管理研究施設

3

実験動物飼育管理研究施設

4

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

生理学（生理学）　学会発表

実験動物飼育管理研究施設

2
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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

○Fujioka H　○Adachi S　○Sugiyama H
○Kakehashi C　◇Matsuwaki T
◇Nishihara M　○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Veterinary Physiology
Veterinary Medical Science, The
University of Tokyo）

36th
International
Congress of
Physiological
Sciences
(IUPS2009)

200907 Microglial cyclooxygenase-1
may be involved in the
accumulation of
gonadotropin-releasing
hormone in the preoptic area
in female rats

○Furuta M　◇Ninomiya M　◇Chiba S
◇Kajiyama Y　◇Shibata S　○Akema T
◇Kunugi H
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Mental Disorder
Research, National Institute of
Neuroscience, National Center of
Neurology and Psychiatry）

32nd Ann Meet
Japan Neurosci
Soc

200900 Anxiolytic and
antidepressant effects of
estrogen through estrogen
receptor a, but not b, in
postpartum rats after
weaning pups

9 ○田村好史　○櫻井裕子　○筧佐織
○池田真一　◇佐賀典生　　小倉裕司
□内藤久士　○綿田裕孝　○河盛隆造
（○順天堂大学医学部　代謝内分泌学講
座）
（◇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64回日本体力医
学会大会

200909 ヒトにおける高脂肪食負荷が，
骨格筋細胞内脂質蓄積とインス
リン抵抗性発生に与える影響と
その規定因子

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

第64回日本体力医
学会大会

200909 運動トレーニングに伴うラット
骨格筋aアクチニンアイソ
フォームの適応

小倉裕司 2nd Future
Expeditionary
Learning in
Tokyo (FELiT)

200909 骨格筋aアクチニンアイソ
フォームの可塑性

小倉裕司 第26回筋肉の会 200909 筋線維組成との関わりから見た
骨格筋aアクチニン3の適応性

小倉裕司 4th
BioPhysioMechani
cal Function
Expeditionary
Party

200909 Exercise modifies
macroautophagy proteins
expression in mammalian
muscle tissues

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)

13

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

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)

11

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)

12

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)

7

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)

8
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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

○藤谷博人　◇後藤勝正　　小倉裕司
○谷田部かなか　○菅恵里子　○寺脇史子
○河野照茂
（○スポーツ医学）
（◇豊橋創造大学）

第24回日本整形外
科基礎学術集会

200909 マイクロカレント（MENS）は損
傷後早期より筋衛星細胞を増加
させ筋再生能を高める

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

39th annual
meeting of the
Society for
Neuroscience
(Chicago, USA).

200910 Relation between rat
prefrontal evoked response
by hippocampal stimulation
and cross-correlogram based
on multiple unit activities

実験動物飼育管理研究施設

14

実験動物飼育管理研究施設

15
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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 ○S. Tsutsui　◇T. Hasegawa
Y. Takasu　◇N. Ogita　◇M. Udagawa
□Y. Yoda　△F. Iga
（○JASRI, SPrin8）
（◇GSIAS, Hiroshima Univ.）
（□JASRI, SPrin8, CREST）
（△ADSM, Hiroshima Univ.）

Journal of
Physics:
Conference
Series

176
p.012033

200907 149Sm nuclear resonant
inelastic scattering of SmB6

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

Journal of
ELECTRONIC
MATERIALS

38(7)
p.1516-
1520

200907 Off-Center Guest Vibrations
and Their Effect on Lattice
Thermal
Conductivity in n- and p-
Type b-Ba8Ga16Sn30

3 ○江原範重　　稲田陽一　　根本幸雄
（○放射線医学）

医学物理 29 Sup.
3
P. 209～
210

200909 画像診断部門ｼｽﾃﾑにおける時刻
同期の問題点－聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大
学病院での経験－

1 ○今村惠子　○小林和子　　根本幸雄
稲田陽一　○栗原泰之　○中島康雄
（○放射線医学）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 医療統計から推定されるﾌｨﾙﾑﾚｽ
運用の普及状況について

2 ○江原範重　　稲田陽一　　根本幸雄
（○放射線医学）

日本医学物理学会
第98回学術大会

200909 画像診断部門ｼｽﾃﾑにおける時刻
同期の問題点－聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大
学病院での経験－

3 高須雄一　○長谷川巧　○荻田典男
○宇田川眞行　◇M. A. Avila
◇末國晃一郎　◇高畠敏郎
（○広島大学大学院総合科学研究科）
（◇広島大学大学院先端物質科学研究科）

日本物理学会 第
65回年次大会

201003 I型クラスレート化合物
Ba8Ga16Ge30のoff-centerラッ
トリングとケージ振動

生理学（物理学）　誌上発表

生理学（物理学）　学会発表
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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

増子佳世　○村田三奈子　◇末松直也
○遊道和雄　□清水弘之　□別府諸兄
△中村洋　　加藤智啓
（○難病治療研究センター）
（◇生化学（化学））
（□整形外科学）
（△日本医科大学）

Open Access
Rheumatology
Research and
Reviews

1P.9-15 200904 A suppressive effect of
prostaglandin (PG) E2 on the
expression of
SERPINE1/plasminogen
activator inhibitor (PAI)-1
in human articular
chondrocytes – an in vitro
pilot study

2 ○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）

International
Journal of
Nanomedicine

4P.217-
225

200904 Water-soluble fullerene
(C60) inhibits the
development of arthritis in
the rat model of arthritis.

3 増子佳世　○村田三奈子　○遊道和雄
加藤智啓　◇中村洋
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）

International
Journal of
General Medicine
2009

2P. 77-
81

200905 Anti-inflammatory effects of
hyaluronan in arthritis
therapy : Not just for
viscosity

4 ○新谷奈津美　○佐藤知雄　　加藤智啓
○山野嘉久
（○難病治療研究センター）

血液･腫瘍科
(HEMATOLOGY &
ONCOLOGY)

58(6)P.6
31-639

200906 T細胞の分化・成熟機構

加藤智啓 日本脈管学会(別
刷)

49(1)P.3
9-43

200906 プロテオミクス/ペプチドミク
スによる血管炎関連自己抗原と
ペプチドの検索

6 増子佳世 日本臨床(別刷) 67(9)P.1
741-1747

200909 （特集：機能性身体症候群
（FSS))          膠原病・リ
ウマチ科診療における‘痛み’
とFSS

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）

International
Journal of
Nanomedicine

4P.233-
239

200910 Water-soluble fullerene
(C60) inhibits   the
osteoclast differentiation
and bone  destruction in
arthritis.

8 ○村田三奈子　　増子佳世
（○難病治療研究センター）

Current
Rheumatology
Reviews

5(4).P24
6-251

200910 A Potential Role of Diet in
Modulating Peroxisom
Proliferator-Activated
Receptor(PPAR)-Mediated
Signalling in Arthritis

9 ○嘉山真紀　　鈴木真奈絵　○上野宏樹
○熊谷悠太　◇千葉俊明　◇高田えりか
○上野聰樹　□田所衛　◇鈴木登
（○眼科学）
（◇免疫学・病害動物学）
（□診断病理学）

Ophthalmic
research

43P.79-
91

200910 Transfection with pax6 gene
of mouse embryonic stem
cells and subsequent cell
cloning induced retinal
neuron progenitors,
including retinal ganglion
cell-like cells, in vitro.

10 増子佳世　　加藤智啓 ﾘｳﾏﾁ科 42(6)P.6
74-678

200912 変形性関節症におけるIL-1βの
役割

生化学（生化学）　誌上発表

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(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)

5
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○金城永幸　◇向　陽　　永井宏平
鈴木真奈絵　　岡本一起　　有戸光美
増子佳世　□遊道和雄　○安田隆
△末松直也　○木村健二郎　　加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（□難病治療研究センター）
（△生化学（化学））

Rapid
Communications
in Mass
Spectormtry

23P.
3720-
3728

200912 Comprehensive analysis of
short peptides in sera from
patients with IgA
nephropathy

増子佳世　○遊道和雄　◇中村洋
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）

日本女性科学者の
会学術誌

10(1):P.
47-51

200912 Expression of Prostaglandin
E2 Receptors in
Chondrocytes: a Potential
Therapeutic Target in the
Treatment of Osteoarthritis?

初谷守朗　　鈴木真奈絵　○紅露剛史
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○伊東文生
加藤智啓
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇生化学（化学））

Journal of
Gastroenterology

45(5)P.4
88-500

201001 Protein profiles of
peripheral blood mononuclear
cells are useful for
differential diagnosis of
ulcerative colitis from
Crohn's disease

増子佳世　○村田三奈子　○遊道和雄
◇清水弘之　◇別府諸兄　□中村洋
加藤智啓
（○難病治療研究センター）
（◇整形外科学）
（□日本医科大学）

BMC research
notes

3(5) 201001 Prostaglandin E2 regulates
the expression of connective
tissue growth
factor(CTGF/CCN2)in human
osteoarthritic chondrocytes
via the EP4 receptor

15 ○熊谷悠太　　鈴木真奈絵　○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）
（◇慶應義塾大学）
（□京都大学）
（△秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究
センター）
（▽免疫学・病害動物学）

Cornea Epub 201002 Induction of Corneal
Epithelium-Like Cells From
Cynomolgus Monkey Embryonic
Stem Cells and Their
Experimental Transplantation
to Damaged Cornea.

○深澤雅彦　　岡本一起　○中村学
○三上公志　○島田園子　○田中康彦
永井宏平　　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））

Journal of
vestibular
research :
equilibrium &
orientation

19(3-
4):P.83-
94

201003 Proteomic analysis of the
rat cerebellar flocculus
during vestibular
compensation

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)

14

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)

16

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

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)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

13
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○向　陽　　鈴木真奈絵　◇菅家美恵
□高桑由希子　　加藤智啓
（○Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（◇三菱化学メディエンス）
（□内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

Methods in
molecular
biology
(Clifton, N.J.)

615P.259
-271

201003 Peptidomics: identification
of pathogenic and marker
peptides.

1 ○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
（○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））
（□東京医科大学医学総合研究所）

第53回ﾘｳﾏﾁ学会総
会･学術集会 第18
回国際ﾘｳﾏﾁｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200904 高安動脈炎の疾患特異的マー
カー

2 増子佳世　○村田三奈子　○遊道和雄
◇中村洋　□別府諸兄　　加藤智啓
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）
（□整形外科学）

第53回ﾘｳﾏﾁ学会総
会･学術集会 第18
回国際ﾘｳﾏﾁｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200904 変形性関節症における軟骨変性
と血管新生

3 ○村田三奈子　○遊道和雄　○唐澤里江
加藤智啓　◇千葉純司　□別府諸兄
△西岡久壽樹　　増子佳世
（○難病治療研究センター）
（◇東京女子医科大学）
（□整形外科学）
（△東京医科大学医学総合研究所）

第53回ﾘｳﾏﾁ学会総
会･学術集会 第18
回国際ﾘｳﾏﾁｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200904 関節軟骨におけるヒアルロン酸
レセプターLayilinについての
検討

4 ○川上雄起　　増子佳世　◇遊道和雄
□齋藤友行　　加藤智啓
（○横浜市立大学）
（◇難病治療研究センター）
（□横浜市立大学大学院医学研究科運動器
病態学）

第53回ﾘｳﾏﾁ学会総
会･学術集会 第18
回国際ﾘｳﾏﾁｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200904 関節軟骨細胞におけるアンギオ
テンシンⅡレセプターの発現

5 ○中村浩士　○松崎益徳　　加藤智啓
（○山口大学大学院医学系研究科器官病態
内科学）

第53回ﾘｳﾏﾁ学会総
会･学術集会 第18
回国際ﾘｳﾏﾁｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200904 拡張型心筋症の発症と進展機序
に関する抗心筋抗体の検討

岡本一起　　永井宏平　　有戸光美
鈴木真奈絵　　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）
（□大阪慈慶学園）

日本ﾋﾞﾀﾐﾝ学会第
61回大会

200905 ビタミンB6酵素の転写を促進す
る核内受容体コアクティベー
ター(MTI-II)のホモログタンパ
ク質（prothymsin）の活性

有戸光美　　鈴木真奈絵　　増子佳世
岡本一起　　永井宏平　○末松直也
加藤智啓
（○生化学（化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 「アセチル化」プロテオミクス
による関節リウマチ(RA )関連
分子の探索

生化学（生化学）　学会発表

先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

6

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)

7

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

17

- 18 -
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初谷守朗　　鈴木真奈絵　○紅露剛史
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○伊東文生
加藤智啓
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇生化学（化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 末梢血単核球のプロテオーム解
析による潰瘍性大腸炎クローン
病の鑑別診断

○飯塚進子　　岡本一起　　有戸光美
永井宏平　　鈴木真奈絵　　増子佳世
◇末松直也　○廣畑俊成　　加藤智啓
（○北里大学大学院医療系研究科　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7回大会

200907 中枢神経ループスにおける抗神
経細胞抗体の対応抗原の検出

○高桑由希子　　鈴木真奈絵　○大岡正道
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○尾崎承一
加藤智啓
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（◇生化学（化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 顕微鏡的多発血管炎患者血清ペ
プチドの網羅的探索

○深澤雅彦　　岡本一起　○中村学
永井宏平　　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））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 めまいモデルラット前庭代償期
における小脳片葉プロテオーム
解析

○金城永幸　○小板橋賢一郎　◇向　陽
永井宏平　　鈴木真奈絵　　岡本一起
有戸光美　　増子佳世　□遊道和雄
○安田隆　△末松直也　○木村健二郎
加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（□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7回大会

200907 血清ペプチドミクス解析による
IgA腎症の診断マーカーの探索

13 ○池上春香　◇園陽平　　永井宏平
□吉廣卓哉　□井上悦子　△小林直彦
△松橋珠子　△大谷健　□中川優
○森本康一　○松本和也
（○近畿大学生物理工学部）
（◇近畿大学医学部）
（□和歌山大学システムエンジニア部）
（△岐阜県畜産研究所）

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 ウシの経済形質に関与する新規
バイオマーカーAnnexin A5アイ
ソフォームの同定：畜産分野の
おける多検体プロテオームデー
タ解析を用いたバイオマーカー
の探索

14 永井宏平　○池上春香　◇木村創
□四ツ倉典滋　○森本康一
（○近畿大学生物理工学部）
（◇和歌山県水産試験場）
（□北海道大学北方生物圏フィールド科学
センター）

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 コンブ目海藻の高温耐性機構に
関わるプロテオーム解析　ーゲ
ノム未解読の生物へのプロテオ
ミクス・アプローチ

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)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

9

先端医学研究施設(分子生物学部門)

10

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

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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加藤智啓 日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 リウマチ性疾患におけるプロテ
オミクス解析

有戸光美　　鈴木真奈絵　　増子佳世
岡本一起　　永井宏平　○末松直也
加藤智啓
（○生化学（化学））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Acetyl-Proteomics for the
Investigation of
Pathological Molecules in
Rheumatoid Arthritis

永井宏平　○金城永幸　◇向　陽
鈴木真奈絵　　岡本一起　　有戸光美
増子佳世　□遊道和雄　○安田隆
△末松直也　○木村健二郎　　加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（□難病治療研究センター）
（△生化学（化学））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Comprehensive analysis of
short peptides in sera from
patients with IgA
nephropathy

○深澤雅彦　　岡本一起　○中村学
永井宏平　　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））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Proteomics of Cerebellar
Floccules during Vestibular
Compensation of A Rat
Vertigo Model

初谷守朗　　鈴木真奈絵　○紅露剛史
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○伊東文生
加藤智啓
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇生化学（化学））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Protein Profiles of
Peripheral Blood
Mononucleocytes are Useful
for Discrimination of
Ulcerative Colitis from
Crohn's Disease

○安藤敬　　永井宏平　○近田正英
岡本一起　　鈴木真奈絵　　増子佳世
有戸光美　◇末松直也　○小林俊也
加藤智啓　○幕内晴朗
（○外科学（心臓血管外科））
（◇生化学（化学））

第50回日本脈管学
会総会

200910 プロテオミクスによる腹部大動
脈瘤形成機序の解明

21 ○長田賢一　　増子佳世　◇竹鼻賢司
◇田中孝幸　◇安藤利彦　□松本美富士
加藤智啓　△西岡久壽樹
（○神経精神科学）
（◇味の素（株））
（□藤田保健衛生大学七栗サナトリウム）
（△東京医科大学医学総合研究所）

第1回日本線維筋
痛症学会

200910 血清アミノ酸成分解析による線
維筋痛症とうつ病の判別の検討

有戸光美　○松尾光祐　　鈴木真奈絵
永井宏平　　岡本一起　　増子佳世
◇末松直也　　加藤智啓
（○横浜市立大学）
（◇生化学（化学））

第82回日本生化学
会大会

200910 関節リウマチ関連分子アネキシ
ンA７の機能解析

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

20

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)

22

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)

17

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)

18

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)

19

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

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)

16

- 20 -



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

23 初谷守朗　　鈴木真奈絵　○紅露剛史
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○伊東文生
加藤智啓
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇生化学（化学））

第82回日本生化学
会大会

200910 末梢血単核球のプロテオーム解
析による潰瘍性大腸炎とクロー
ン病の鑑別診断

○高桑由希子　　鈴木真奈絵　○大岡正道
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○尾崎承一
加藤智啓
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（◇生化学（化学））

第82回日本生化学
会大会

200910 顕微鏡的多発血管炎患者血清ペ
プチドの網羅的探索

岡本一起　○末松直也　　増子佳世
鈴木真奈絵　　有戸光美　　永井宏平
◇遊道和雄　　加藤智啓
（○生化学（化学））
（◇難病治療研究センター）

第82回日本生化学
会大会

200910 新規の核内レセプター・コアク
ティベーター(MTI-II)の立体構
造と転写促進活性

○深澤雅彦　　岡本一起　○中村学
永井宏平　　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82回日本生化学
会大会

200910 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

永井宏平　○金城永幸　◇向　陽
鈴木真奈絵　　岡本一起　　有戸光美
増子佳世　□遊道和雄　○安田隆
△末松直也　○木村健二郎　　加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（□難病治療研究センター）
（△生化学（化学））

第82回日本生化学
会大会

200910 多変量解析OPLS-DAを用いたIgA
腎症の血清ペプチドマーカーの
検索

○高桑由希子　　鈴木真奈絵　○大岡正道
永井宏平　　有戸光美　　増子佳世
◇末松直也　　岡本一起　○尾崎承一
加藤智啓
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（◇生化学（化学））

American College
of Rheumatology.
71th scientific
meeting, 2009.

200910 Comprehensive Analyses of
Serum Peptides in
Microscopic Polyangiitis.

○飯塚進子　　岡本一起　○松下礼子
有戸光美　　永井宏平　　鈴木真奈絵
◇末松直也　　増子佳世　○廣畑俊成
加藤智啓
（○北里大学大学院医療系研究科　膠原病
感染内科学）
（◇生化学（化学））

American College
of Rheumatology.
71th scientific
meeting, 2009.

200910 Protomic analysis of
autoantigens in SLE patients
with CNS involvement

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)

28

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)

29

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

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

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)

27

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)

24
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30 増子佳世　○村田三奈子
（○難病治療研究センター）

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 新規ヒアルロン酸レセプター
Layilinの関節軟骨細胞におけ
る発現と機能

加藤智啓 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会ならびに平成
21年度評議委員
会･総会

200912 臨床検体のプロテオミクス

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)

31
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○増子佳世　◇村田三奈子　　末松直也
◇遊道和雄　□清水弘之　□別府諸兄
△中村洋　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇難病治療研究センター）
（□整形外科学）
（△日本医科大学）

Open Access
Rheumatology
Research and
Reviews

1P.9-15 200904 A suppressive effect of
prostaglandin (PG) E2 on the
expression of
SERPINE1/plasminogen
activator inhibitor (PAI)-1
in human articular
chondrocytes – an in vitro
pilot study

2 ○金城永幸　◇向　陽　□永井宏平
□鈴木真奈絵　□岡本一起　□有戸光美
□増子佳世　△遊道和雄　○安田隆
末松直也　○木村健二郎　□加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（□生化学（生化学））
（△難病治療研究センター）

Rapid
Communications
in Mass
Spectormtry

23P.
3720-
3728

200912 Comprehensive analysis of
short peptides in sera from
patients with IgA
nephropathy

3 ○初谷守朗　○鈴木真奈絵　◇紅露剛史
○永井宏平　○有戸光美　○増子佳世
末松直也　○岡本一起　◇伊東文生
○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

Journal of
Gastroenterology

45(5)P.4
88-500

201001 Protein profiles of
peripheral blood mononuclear
cells are useful for
differential diagnosis of
ulcerative colitis from
Crohn's disease

4 ○深澤雅彦　◇岡本一起　○中村学
○三上公志　○島田園子　○田中康彦
◇永井宏平　◇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））

Journal of
vestibular
research :
equilibrium &
orientation

19(3-
4):P.83-
-94

201003 Proteomic analysis of the
rat cerebellar flocculus
during vestibular
compensation

○岡本一起　○永井宏平　○有戸光美
○鈴木真奈絵　○増子佳世　　末松直也
◇遊道和雄　□礒橋文秀　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇難病治療研究センター）
（□大阪慈慶学園）

日本ﾋﾞﾀﾐﾝ学会第
61回大会

200905 ビタミンB6酵素の転写を促進す
る核内受容体コアクティベー
ター(MTI-II)のホモログタンパ
ク質（prothymsin）の活性

○有戸光美　○鈴木真奈絵　○増子佳世
○岡本一起　○永井宏平　　末松直也
○加藤智啓
（○生化学（生化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 「アセチル化」プロテオミクス
による関節リウマチ(RA )関連
分子の探索

3 ○初谷守朗　○鈴木真奈絵　◇紅露剛史
○永井宏平　○有戸光美　○増子佳世
末松直也　○岡本一起　◇伊東文生
○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 末梢血単核球のプロテオーム解
析による潰瘍性大腸炎クローン
病の鑑別診断

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

生化学（化学）　誌上発表

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

1

生化学（化学）　学会発表

先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

1
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4 ○飯塚進子　◇岡本一起　◇有戸光美
◇永井宏平　◇鈴木真奈絵　◇増子佳世
末松直也　○廣畑俊成　◇加藤智啓
（○北里大学大学院医療系研究科　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7回大会

200907 中枢神経ループスにおける抗神
経細胞抗体の対応抗原の検出

5 ○高桑由希子　◇鈴木真奈絵　○大岡正道
◇永井宏平　◇有戸光美　◇増子佳世
末松直也　◇岡本一起　○尾崎承一
◇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））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 顕微鏡的多発血管炎患者血清ペ
プチドの網羅的探索

○深澤雅彦　◇岡本一起　○中村学
◇永井宏平　◇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））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第7回大会

200907 めまいモデルラット前庭代償期
における小脳片葉プロテオーム
解析

○金城永幸　○小板橋賢一郎　◇向　陽
□永井宏平　□鈴木真奈絵　□岡本一起
□有戸光美　□増子佳世　△遊道和雄
○安田隆　　末松直也　○木村健二郎
□加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（□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7回大会

200907 血清ペプチドミクス解析による
IgA腎症の診断マーカーの探索

○有戸光美　○鈴木真奈絵　○増子佳世
○岡本一起　○永井宏平　　末松直也
○加藤智啓
（○生化学（生化学））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Acetyl-Proteomics for the
Investigation of
Pathological Molecules in
Rheumatoid Arthritis

○永井宏平　◇金城永幸　□向　陽
○鈴木真奈絵　○岡本一起　○有戸光美
○増子佳世　△遊道和雄　◇安田隆
末松直也　◇木村健二郎　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（△難病治療研究センター）

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Comprehensive analysis of
short peptides in sera from
patients with IgA
nephropathy

10 ○深澤雅彦　◇岡本一起　○中村学
◇永井宏平　◇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））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Proteomics of Cerebellar
Floccules during Vestibular
Compensation of A Rat
Vertigo Model

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

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

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)

6

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)

7
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11 ○初谷守朗　○鈴木真奈絵　◇紅露剛史
○永井宏平　○有戸光美　○増子佳世
末松直也　○岡本一起　◇伊東文生
○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

HUPO.8th Annual
World Congress,
Toronto 2009

200909 Protein Profiles of
Peripheral Blood
Mononucleocytes are Useful
for Discrimination of
Ulcerative Colitis from
Crohn's Disease

12 ○安藤敬　◇永井宏平　○近田正英
◇岡本一起　◇鈴木真奈絵　◇増子佳世
◇有戸光美　　末松直也　○小林俊也
◇加藤智啓　○幕内晴朗
（○外科学（心臓血管外科））
（◇生化学（生化学））

第50回日本脈管学
会総会

200910 プロテオミクスによる腹部大動
脈瘤形成機序の解明

13 ○有戸光美　◇松尾光祐　○鈴木真奈絵
○永井宏平　○岡本一起　○増子佳世
末松直也　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇横浜市立大学）

第82回日本生化学
会大会

200910 関節リウマチ関連分子アネキシ
ンA７の機能解析

14 ○初谷守朗　○鈴木真奈絵　◇紅露剛史
○永井宏平　○有戸光美　○増子佳世
末松直也　○岡本一起　◇伊東文生
○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

第82回日本生化学
会大会

200910 末梢血単核球のプロテオーム解
析による潰瘍性大腸炎とクロー
ン病の鑑別診断

15 ○高桑由希子　◇鈴木真奈絵　○大岡正道
◇永井宏平　◇有戸光美　◇増子佳世
末松直也　◇岡本一起　○尾崎承一
◇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82回日本生化学
会大会

200910 顕微鏡的多発血管炎患者血清ペ
プチドの網羅的探索

16 ○岡本一起　　末松直也　○増子佳世
○鈴木真奈絵　○有戸光美　○永井宏平
◇遊道和雄　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇難病治療研究センター）

第82回日本生化学
会大会

200910 新規の核内レセプター・コアク
ティベーター(MTI-II)の立体構
造と転写促進活性

17 ○深澤雅彦　◇岡本一起　○中村学
◇永井宏平　◇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82回日本生化学
会大会

200910 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

18 ○永井宏平　◇金城永幸　□向　陽
○鈴木真奈絵　○岡本一起　○有戸光美
○増子佳世　△遊道和雄　◇安田隆
末松直也　◇木村健二郎　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□Department of Rheumatology and
Immunology, University Hospital,Hubei
Uniersity for Nationalities）
（△難病治療研究センター）

第82回日本生化学
会大会

200910 多変量解析OPLS-DAを用いたIgA
腎症の血清ペプチドマーカーの
検索
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19 ○高桑由希子　◇鈴木真奈絵　○大岡正道
◇永井宏平　◇有戸光美　◇増子佳世
末松直也　◇岡本一起　○尾崎承一
◇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））

American College
of Rheumatology.
71th scientific
meeting, 2009.

200910 Comprehensive Analyses of
Serum Peptides in
Microscopic Polyangiitis.

20 ○飯塚進子　◇岡本一起　○松下
◇有戸光美　◇永井宏平　◇鈴木真奈絵
末松直也　◇増子佳世　○廣畑俊成
◇加藤智啓
（○北里大学大学院医療系研究科　膠原病
感染内科学）
（◇生化学（生化学））

American College
of Rheumatology.
71th scientific
meeting, 2009.

200910 Protomic analysis of
autoantigens in SLE patients
with CNS involvement
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1 竹村　弘

　○賀来 満夫 編
（○東北大学大学院）

ICDｽｷﾙｱｯﾌﾟの実践
ｶﾞｲﾄﾞ(ｹｱﾈｯﾄ)

p.22-23 201003 9. 感染性廃棄物の管理

1 中島秀喜　　竹村　弘 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

 
37(S)p.1
3-18

200907 基礎医学教育の現状と課題：微
生物学

2 ○Asai, D.　◇Tsuchiya, A.
□Kang, J.H.　△Kawamura, K.
▽Oishi, J.　☆Mori, T　◎Niidome, T.
○Shoji, Y.　○Nakashima, H.
※Katayama, Y.
（○Microbiology, CREST）
（◇CREST）
（□CREST, Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（△Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（▽Systems Life Scienceｓ Kyushu
Univ.）
（☆Applied Chemistry Faculty of
Engineering, Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（◎Systems Life Scienceｓ, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.,
PRESTO）
（※CREST, Systems Life Scienceｓ,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）

J. Gene Med. 11p.624-
632

200907 Inflammatory cell-specific
gene regulation system

beta activation

3 ○Das, S.　◇Kanamoto, T.　○Ge, X.
□Xu, P.　△Unoki, T.　△Munro, C.L.
□Kitten, T.
（○The Philips Institute of Oral and
Craniofacial Molecular Biology,
Virginia Commonwealth Univ.）
（◇Microbiology）
（□The Philips Inst. Oral and
Craniofacial Molecular Biology, Dept.
Microbiology and Immunology, Center for
the Study of Biological Complexity,
Virginia Commonwealth Univ.）
（△Dept. Adult Health Nursing,
Virginia Commonwealth Univ.）

J. Bacteriol. 191(13)
p.4166-
79

200907 Contribution of lipoproteins
and lipoprotein processing
to endocarditis virulence in
Streptococcus sanguinis

微生物学　著書

微生物学　誌上発表
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4 ○Turner, L. S.　◇T. Kanamoto
□T. Unoki　□C. L. Munro　△H. Wu
▽T. Kitten
（○The Philips Institute of Oral and
Craniofacial Molecular Biology,
Virginia Commonwealth Univ.）
（◇Microbiology）
（□Dept. Adult Health Nursing,
Virginia Commonwealth Univ.）
（△Pediatric Dentistry and
Microbiology, Schools of Dentistry and
Medicine）
（▽The Philips Inst. Oral and
Craniofacial Molecular Biology, Dept.
Microbiology and Immunology, Center for
the Study of Biological Complexity,
Virginia Commonwealth Univ.）

Infect Immun. 77(11)
p.4966-
75

200907 A comprehensive evaluation
of Streptococcus sanguinis
cell wall-anchored proteins
in early infective
endocarditis

5 ○Senty Turner L.　○S. Das
◇T. Kanamoto　□C. L. Munro
△T. Kitten
（○The Philips Institute of Oral and
Craniofacial Molecular Biology,
Virginia Commonwealth Univ.）
（◇Microbiology）
（□Dept. Adult Health Nursing,
Virginia Commonwealth Univ.）
（△The Philips Inst. Oral and
Craniofacial Molecular Biology, Dept.
Microbiology and Immunology, Center for
the Study of Biological Complexity,
Virginia Commonwealth Univ.）

Microbiology 155(pt8)
p.2573-
82

200908 Development of genetic tools
for in vivo virulence
analysis of Streptococcus
sanguinis

6 ○Chu, Q.　◇Satoh, K.　□Kanamoto, T.
□Nakashima, H.　□Terakubo, S.
△Wang, Q.　▽Sakagami, H.
（○The Fourth Military Medical
University, Meikai Univ.）
（◇Anatomy Sch. Med. Showa Univ.）
（□Microbiology）
（△The Fourth Military Medical
University）
（▽Pharmacology, Diagnostic
Therapeutic Sciences Meikai Univ. Sch.
Dentistry）

Anticancer Res. 29(8)p.3
211-9

200908 Antitumor potential of three
herbal extracts against
human oral squamous cell
lines

7 竹村　弘 Neuroinfection 14p.28-
33

200909 クォンティフェロンの基礎と臨
床

8 ○Kang, J.H.　◇Asai, D.　□Toita, R.
□Kitazaki, H.　△Katayama, Y.
（○Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（◇Microbiology）
（□Systems Life Scienceｓ, Kyushu
Univ.）
（△Systems Life Science, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.）

Carcinogenesis 30(11)
p.1927-
1931

200911 Plasma protein kinase C

the diagnosis of cancers
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9 ○Kang, J.H.　◇Toita, R.
◇Tomiyama, T.　□Oishi, J.
△Asai, D.　▽Mori, T.　☆Niidome, T.
◎Katayama, Y.
（○CREST, Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（◇Systems Life Scienceｓ, Kyushu
Univ.）
（□Systems Life Scienceｓ Kyushu
Univ.）
（△Microbiology, CREST）
（▽Applied Chemistry Faculty of
Engineering, Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（☆Systems Life Scienceｓ, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.,
PRESTO）
（◎CREST, Systems Life Science,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）

Bioorg. Med.
Chem. Lett.,

19
p.6082-
6086

200911 Cellular signal-specific
peptide substrate is
essential for the gene
delivery system responding
to cellular signals

10 ○河野みち代　◇坂上宏　□佐藤和恵
□塩田清二　　金本大成　　寺久保繁美
中島秀喜　△牧野徹
（○明海大学歯学部MPL）
（◇明海大学歯学部病態診断治療）
（□昭和大学医学部解剖学）
（△株式会社ヒューマラボ）

NEW FOOD
INDUSTRY

51(12)p.
1-10

200912 シイタケ菌糸体培養抽出物
（Ｌ・Ｅ・Ｍ）のリグニン様活
性

○Takahashi, K.　◇Miyoshi, H.
○Otomo, M.　○Osada, K.
○Yamaguchi, N.　◇Nakashima, H.
（○Neuropsychiatry）
（◇Microbiology）

Biochem.
Biophys. Res.
Commun.

391(1)p.
382-7

201001 Suppression of dynamin
GTPase activity by
sertraline leads to
inhibition of dynamin-
dependent endocytosis

○水庭宜隆　　三好　洋　◇佐々木千鶴子
□髙橋清文　○田中雄一郎　　中島秀喜
○橋本卓雄
（○脳神経外科学）
（◇大学院電子顕微鏡研究施設）
（□神経精神科学）

脳卒中 32 p48-
54

201001 ラットを用いた脳動脈瘤初期発
生段階におけるMMP-2,-9の解析

電子顕微鏡研究施設

11

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設

12

- 29 -



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 ○Asai, D.　◇Kuramoto, M.
○Shoji, Y.　□Kang, JH.
△Kodama, KB.　▽Kawamura, K.
☆Mori, T.　◎Miyoshi, H.
※Niidome, T.　○Nakashima, H.
*1Katayama, Y.
（○Microbiology, CREST）
（◇Systems Life Scienceｓ Kyushu
Univ.）
（□CREST, Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（△CREST）
（▽Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（☆Applied Chemistry Faculty of
Engineering, Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（◎Microbiology）
（※Systems Life Scienceｓ, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.,
PRESTO）
（*1CREST, Systems Life Scienceｓ,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）

J. Controlled
Release

141p.52-
61

201001 Specific transgene
expression in HIV-infected
cells using protease-
cleavable transcription
regulator

14 ○坂上宏　○周　麗　○河野みち代
○メイ・モウ・テツ　○長谷川秀夫
○田中庄二　○町野守　○天野滋
○黒下礼奈　○渡部茂　　金本大成
寺久保繁美　　中島秀喜　◇関根圭輔
□白瀧義明　△植沢芳広　△毛利公則
▽儲　慶　▽王　勤濤　☆北島まどか
☆大泉浩史　☆大泉高明
（○明海大学歯学部）
（◇横浜市立大学）
（□城西大学薬学部）
（△明治薬科大学）
（▽第四軍医大学口腔医学院）
（☆大和生物研究所）

New Food
Industry

52(2)
p.1-10

201002 クマザサ抽出液（ササヘルス）
の抗炎症作用に基づく口腔環境
改善効果の可能性

1 ○Asai, D.　◇Kuramoto, M.
□Kang, J.H.　△Niidome, T
▽Miyoshi, H.　▽Nakashima, H.
☆Katayama, Y.
（○Microbiology, CREST）
（◇Systems Life Science Kyushu Univ.）
（□CREST, Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（△Systems Life Scienceｓ,
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ., PRESTO）
（▽Microbiology）
（☆CREST, Systems Life Scienceｓ,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）

BIT Life
Sciences' 2nd
Annual Protein
and Peptide
Conference
(PepCon-2009)

200904 Specific transgene
expression in virus-infected
cells by a virus protease-
cleavable transcription
suppressor

微生物学　学会発表
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2 ○Asai, D.　◇Tsuchiya, A.
□Kang, J.H.,　△Niidome, T.
▽Nakashima, H　☆Katayama, Y.
（○Microbiology, CREST）
（◇CREST）
（□CREST, Engineering Kyushu Univ.）
（△Systems Life Scienceｓ, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.,
PRESTO）
（▽Microbiology）
（☆CREST, Systems Life Scienceｓ,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）

8th
International
Symposium on
Frontiers in
Biomedical
Polymers
(FBPS2009)

200905 Inflammatory signal-sensing
polymer responding to
Ikappa-B kinase beta
activation

3 ○Katayama, Y.　◇Kang, J.H.
□Toita, R　□Tomiyama, T.　△Asai, D.
▽Mori, T.　☆Nakashima, H.
◎Niidome, T.
（○CREST, Systems Life Scienceｓ,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（◇CREST, Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（□Systems Life Scienceｓ, Kyushu
Univ.）
（△Microbiology, CREST）
（▽Applied Chemistry Faculty of
Engineering, Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（☆Microbiology）
（◎Systems Life Scienceｓ, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.,
PRESTO）

8th
International
Symposium on
Frontiers in
Biomedical
Polymers
(FBPS2009)

200905 PKCalpha-responsive gene
regulator for cancer cell-
specific imaging and therapy

4 竹村　弘
　　寺久保繁美　　嶋田甚五郎
○金光敬二　◇賀来満夫　　中島秀喜
（○福島県立医大感染制御・臨床検査）
（◇東北大大学院）

第57回日本化学療
法学会総会

200906 イミペネム耐性緑膿菌に対する
シタフロキサシンの抗菌活性に
ついて

5 金本大成　　寺久保繁美　　浅井大輔
中島秀喜

第57回日本化学療
法学会総会

200906 HIVプロテアーゼ阻害能を示し
た低分子化合物
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6 ○Katayama, Y.　◇Kang, J.H.
□Toita, R.　□Tomiyama, T.
△Asai, D.　▽Mori, T.
☆Nakashima, H.　◎Niidome, T.
（○CREST, Systems Life Scienceｓ,
Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（◇CREST, Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（□Systems Life Scienceｓ, Kyushu
Univ.）
（△Microbiology, CREST）
（▽Applied Chemistry Faculty of
Engineering, Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（☆Microbiology）
（◎Systems Life Scienceｓ, Applied
Chemistry Faculty of Engineering,
Center Future Chemistry Kyushu Univ.,
PRESTO）

36th Annual
Meeting and
Exposition of
the Controlled
Release Society

200907 PKCalpha-responsive gene
regulator for cancer cell-
specific imaging and therapy

7 金本大成　○中村寛則　　寺久保繁美
浅井大輔　○桑田一夫　　中島秀喜
（○岐阜大人獣感染防御研究ｾﾝﾀｰ）

第66回神奈川県感
染症医学会学術集
会

200909 HIVプロテアーゼ阻害能を示す
低分子化合物

8 ○土谷享　○姜貞勲　　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）
（◇九州大学大学院工学研究院、未来化学
創造ｾﾝﾀｰ）

第24回生体機能関
連化学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200909 Rho kinase応答型遺伝子発現制
御システムの構築

9 ○土谷享　○成富友紀　○姜貞勲
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）
（◇九州大学大学院工学研究院、未来化学
創造ｾﾝﾀｰ）

第31回日本ﾊﾞｲｵﾏﾃ
ﾘｱﾙ学会大会

200911 細胞内シグナルを標的とした遺
伝子キャリアの創成

10 ○高橋清文　　三好　洋　○大友雅弘
○長田賢一　　中島秀喜　○山口　登
（○神経精神科学）

第19回日本臨床精
神神経薬理学会､
第39回日本神経精
神薬理学会､合同
年会

200911 SertralineはdynaminのGTPase
を抑制しendocytosisを阻害す
る
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11 ○Tsuchiya, A.　○Naritomi, Y.
○Kang, J.H.　◇Asai, D.　□Mori, T.
△Niidome, T.　▽Endo, Y.
☆Suzuki, R.　◎Negishi, Y.
※Maruyama, K.　△Katayama, Y.
（○Applied Chemistry Faculty of
Engineering Kyushu Univ.）
（◇Microbiology）
（□Applied Chemistry Faculty of
Engineering, Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（△Applied Chemistry Faculty of
Engineering,  Center Future Chemistry
Kyushu Univ.）
（▽Tokyo University of Pharmacy and
Life Sciences）
（☆Pharmaceutical Sciences, Teikyo
Univ.）
（◎School of Pharmacy, Tokyo
University of Pharmacy and Life
Sciences）
（※Biopharmaceutics,Pharmaceutical
Sciences, Teikyo Univ.）

The 2009
Material
Research
Community Fall
Meeting (The
2009 MRS Fall
Meeting)

200911 The combination of D-RECS
and sonoporation system for
effective and safe gene
delivery

12 ○高橋清文　　三好　洋　○大友雅弘
○長田賢一　　中島秀喜　○山口　登
（○神経精神科学）

第32回日本分子生
物学会年会

200912 Sertraline inhibits dynamin-
dependent endocytosis by
suppressing dynamin GTPase
activities

13 ○永松麻希　○高木妙子　○村上純子
○大柳忠智　　竹村　弘　◇大楠清文
（○臨床検査部）
（◇岐阜大大学院病原体制御学分野）

第21回日本臨床微
生物学会総会

201001 当院で分離されたPanton-
Valentineロイコシジン陽性の
市中感染型MRSAについて
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1 松本直樹 循環器臨床ｻﾋﾟｱ5
患者ｱｳﾄｶﾑからみ
た不整脈の薬物治
療

55-59 201002 不整脈の概日リズムと薬物治療

1 ○Satomi Nagashima　○Makiko Shimizu
○Hiroshi Yano　　熊井俊夫　　小林真一
◇F. Peter Guengerich
○Hiroshi Yamazaki
（○昭和薬科大学薬物動態研究室）
（◇Department of Biochemistry and
Center in Molecular Toxicology,
Vanderbilt University School of
Medicine.）

Drug Metab
Pharmacokinet.

24･3･
218-25

200906 Inter-individual variation
in flavin-containing
monooxygenase 3 in livers
from Japanese: correlation
with hepatic transcription
factors.

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

臨床薬理の進歩 30･12-20 200907 日本人小腸におけるチトクロー
ムP450mRNA発現パターンと遺伝
子多型との関係

○柳田洋平　　渡辺実　　武半優子
熊井俊夫　　松本直樹　　林幹人
◇Satoshi Suzuki
（○内科学（総合診療内科））
（◇HAB研究機構）

Biol. Pharm.
Bull.

32･8･
1422-
1426

200908 Potential of lansoprazole as
a novel probe for cytochrome
P450 3A activity by
measuring lansoprazole
sulfone in human liver
microsomes.

○都築慶光　　武半優子　　熊井俊夫
松本直樹　○水野将徳　◇村野浩太郎
□麻生健太郎　△高木正之　□山本仁
（○小児科学（新生児））
（◇小児科学）
（□小児科学（小児科））
（△診断病理学）

Life Sci. 85･609-
16

200910 Antenatal glucocorticoid
therapy increase cardiac α-
enolase levels in fetus and
neonate rats.

○田中政巳　◇Fozia J Shah
◇John E Nielsen　□Teruaki Iwamoto
小林真一　◇Niels E Skakkebæk
◇Kristian Almstrup
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇University Department of Growth and
Reproduction）
（□Center for infertility and IVF,
International University of Health and
Welfare Hospital）

Reprod Biol
Endocrinol.

7･130 200911 Gene expression profiles of
mouse spermatogenesis during
recovery from irradiation.

6 ○中野恵美　○原田智雄　○脇本博文
○長田圭三　○岸良示　　松本直樹
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

心電図 29･5･
319-331

200912 非虚血性心室流出路起源心室頻
拍におけるリエントリー回路の
電気生理学的検討

実験動物飼育管理研究施設

5

薬理学　誌上発表

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(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)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

3

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)

4

薬理学　著書
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○水野将徳　　武半優子　　松本直樹
○都築慶光　◇麻生健太郎　□高木正之
小林真一　◇山本仁
（○小児科学（新生児））
（◇小児科学（小児科））
（□診断病理学）

Circ J. 74･1･
171-80

201001 Antenatal glucocorticoid
therapy accelerates ATP
production with creatine
kinase increase in the
growth-enhanced fetal rat
heart.

8 ○小川竜一　◇岸良示　□高木正之
△I. Sakaue　○Ｈ. Takahashi
松本直樹　△K. Masuhara
◇中沢潔　　小林真一　◇三宅良彦
○H.  Echizen
（○明治薬科大学薬物治療学）
（◇内科学（循環器内科））
（□診断病理学）
（△聖マリアンナ医科大学病院薬剤部）

Int J Clin
Pharmacol Ther.

48･2･
109-19

201002 A novel microsatellite
polymorphism of sodium
channel beta1-subunit gene
(SCN1B) may underlie
abnormal cardiac excitation
manifested by coved-type ST-
elevation compatible with
Brugada syndrome in
Japanese.

○Yuri Tomita　○Shinichi Iwai
熊井俊夫　◇大沼繁子
○Chika Kurahashi　○Asayo Tsuboi
○Keiichiro Ohba　○Tomohiro Ono
○Yoshiomi Oka　○Jyunki Koike
小林真一　○Katsuji Oguchi
（○昭和大学薬理学）
（◇診断病理学）

Showa University
Journal of
Medical Sciences

22･1･27-
40

201003 Visceral Fat Accumulation is
Associated with Oxidative
Stress and Increased Matrix
Metalloproteinase-9
Expression in Atherogenic
Factor-overlapped Model
Rats.

10 ○Junzo Nagashima　◇武者春樹
○Hideomi Takada　○Kumiko Takagi
○Toshiharu Mita　○Takashi Mchida
○Takeshi Yoshihisa　○Yasushi Imagawa
松本直樹　○Narumi Ishige
□Rikiya Fujimaki　○Hiroyuki Nakajima
○Masahiro Murayama
（○横浜市スポーツ医科学センター）
（◇内科学（循環器内科））
（□おおたかの森フォレストクリニック総
合診療内科）

J Cardiol. 56･1･79-
84

201003 Three-month exercise and
weight loss program improves
heart rate recovery in obese
persons along with
cardiopulmonary function.

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82回日本内分泌
学会学術総会

200904 非アルコール性脂肪肝炎
（NASH)モデルの肝臓における
マクロファージの浸潤と病態と
の関係

○横見出　◇田中政巳　　小林真一
□須藤カツ子　△佐藤均
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□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）

第56回日本実験動
物学会総会

200905 CCIラットコロニーの麻酔症状
と骨髄細胞中の染色体異常

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

実験動物飼育管理研究施設

2

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)

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)

9
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3 松本直樹　○石川由香子　○岸良示
○龍祥之助　○西尾智　○渡邉義之
○南家俊彦　◇Yoshifumi Arai
◇Setsuo Hasegawa　□Mutsuo Kaneko
□Tatsuya Yoneyama　□Takashi Yamaki
△桜井庸晴　○原田智雄　○中野恵美
○松田央郎　▽中沢潔　○三宅良彦
小林真一
（○内科学（循環器内科））
（◇関野臨床薬理クリニック）
（□フクダ電子株式会社）
（△川崎市立多摩病院臨床検査部）
（▽麻生病院循環器内科）

第13回国際ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
会
第29回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会合同学術集
会

200906 Basic parameter analysis on
high inter-costal space ECG
of right precordeial leads
in healthy male volunteers.

松本直樹　○岸良示　○龍祥之助
○渡邉義之　○西尾智　○石川由香子
○山内正博　○武者春樹　○松田央郎
○中野恵美　○原田智雄　◇桜井庸晴
（○内科学（循環器内科））
（◇川崎市立多摩病院臨床検査部）

第24回日本不整脈
学会学術大会
第26回日本心電学
会学術集会

200907 ワーファリン治療における
VKORC１遺伝子多型と薬効、
ワーファリン血中濃度、VitK1
血中濃度等の検討

○水野将徳　　武半優子　◇麻生健太郎
○都築慶光　◇有馬正貴　□後藤健次郎
◇栗原八千代　□村野浩太郎　　小林真一
（○小児科学（新生児））
（◇小児科学（小児科））
（□小児科学）

第45回日本小児循
環器学会総会･学
術集会

200907 出生前グルココルチコイド投与
による胎仔および新生仔ラット
心筋のクレアチンキナーゼの増
加

熊井俊夫　　武半優子　　竹ノ下祥子
張本敏江　　林幹人　　木下雄一
松本直樹　　小林真一

第28回阿蘇九重ｶﾝ
ﾌｧﾚﾝｽ

200907 日本人小腸における各種ＣＹＰ
ｍＲＮＡ発言の個人差について

○佐々木国玄　　熊井俊夫　○村山典恵
○清水万紀子　◇舘田武志　　小林真一
○山崎浩史
（○昭和薬科大学薬物動態学）
（◇麻酔学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会

200907 全身性麻酔薬プロポフォールの
覚醒遅延、肝代謝と薬物代謝酵
素遺伝子多型の関連性

8 張本敏江　　竹ノ下祥子　　松本直樹
熊井俊夫　　小林真一

第9回CRCと臨床試
験のあり方を考え
る会議2009 in 横
浜

200909 臨床研究・試験におけるＣＲＣ
の有効な支援方法の検討

松本直樹　　渡辺実　　熊井俊夫
○田中政巳　　武半優子　　竹ノ下祥子
張本敏江　　林幹人　　木下雄一
◇岸良示　◇龍祥之助　◇三宅良彦
◇山内正博　◇髙橋英二　◇武者春樹
小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇内科学（循環器内科））

38th American
College of
Clinical
Pharmacology
Annual Meeting

200909 VKORC1 Polymorphism and
Other tests for Warfarin
Therapy in Japanese
Population.

医用生体工学研究施設

9

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)

5

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)

6

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)

7

医用生体工学研究施設

4
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林幹人　　木下雄一　　竹ノ下祥子
熊井俊夫　　松本直樹　　小林真一

38th American
College of
Clinical
Pharmacology
Annual Meeting

200909 Induvudual Differences of
CYP2C19 mRNA Expression and
CYP2C19 Genetic Polymorphism
in the Small Intestine of
Japanese.

11 ○草地信也　○小西敏郎　○青木達哉
○跡見裕　○福島亮治　○矢永勝彦
○小林真一　○小林寅喆　○炭山嘉伸
（○東京消化器外科サイクリング療法研究
会）

第58回日本感染症
学会東日本地方会
学術集会

200910 消化器外科領域のおけるサイク
リング療法の検討

○横見出　◇田中政巳　□須藤カツ子
△佐藤均
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□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）

第60回染色体学会
2009年度年会

200911 後肢麻痺CCIﾗｯﾄの骨髄に見出さ
れた染色体異常細胞

13 ○高田英臣　○長嶋淳三　　松本直樹
○石毛なるみ　◇赤池敦　○瀬尾理利子
◇清水邦明　○中嶋寛之
（○横浜市スポーツ医科学センター）
（◇整形外科学）

第20回日本臨床ｽ
ﾎﾟｰﾂ医学会学術集
会

200911 運動施設における事故調査

14 熊井俊夫　　松本直樹　　竹ノ下祥子
○中野重行　　小林真一
（○大分大学医学部創薬育薬医学）

第30回日本臨床薬
理学会

200911 CRCの教育に協力した模擬患者
(一般人)の治験意識の変化
ワークショップに参加した模擬
患者に対するアンケートをもと
に

松本直樹 第30回日本臨床薬
理学会

200911 ワルファリン治療と遺伝子多型
解析　ベッドサイドからの
フィードバック

武半優子　　熊井俊夫　　松本直樹
竹ノ下祥子　　林幹人　　木下雄一
張本敏江　　小林真一

第30回日本臨床薬
理学会

200911 肝細胞癌の癌細胞増殖に対する
IL-16産生の関与

渡辺実　　熊井俊夫　　松本直樹
○田中政巳　◇三谷康正　◇林崎義英
小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇理化学研究所（理研・横浜研究所））

第30回日本臨床薬
理学会

200911 SmartAmp法による抗凝固薬ワル
ファリンの薬効に関与するSNP
診断

医用生体工学研究施設

15

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)

16

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)

17

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)

10

実験動物飼育管理研究施設

12
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竹ノ下祥子　　林幹人　　張本敏江
武半優子　　渡辺実　　熊井俊夫
○田中政巳　◇朝倉武士　◇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30回日本臨床薬
理学会

200911 日本人小腸における薬物代謝酵
素CYP3A5mRNA発現に及ぼす遺伝
子多型(*3)の影響

張本敏江　　竹ノ下祥子　　林幹人
武半優子　　渡辺実　　熊井俊夫
○田中政巳　◇小泉哲　◇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30回日本臨床薬
理学会

200911 日本人小腸における薬物代謝酵
素CYP3A4蛋白発現と遺伝子多型
の影響

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　　張本敏江　　木下雄一
◇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30回日本臨床薬
理学会

200911 日本人小腸におけるCYP2C19遺
伝子多型とmRNA・蛋白発現・活
性の関係

木下雄一　　武半優子　　渡辺実
熊井俊夫　　松本直樹　　林幹人
小林真一

第30回日本臨床薬
理学会

200911 血中ランソプラゾールスルホン
体測定による新たなCYP3A活性
評価法の有用性

武半優子　○水野将徳　　松本直樹
○都築慶光　　小林真一
（○小児科学（新生児））

第74回日本循環器
学会総会

201003 Antenatal　Glucocorticoid
Administration　Attenuates
Rho A/Rho Kinase Associated
with Pulmonary Arterial
Hypertension in Preterm
Neonatal Lungs.

松本直樹　○山内正博　○髙橋英二
○岸良示　○龍祥之助　○渡邉義之
○西尾智　○石川由香子　　武半優子
○三宅良彦　○武者春樹　　小林真一
（○内科学（循環器内科））

第74回日本循環器
学会総会

201003 Benefit of VKORC1
Polymorphism Test Gets
Smaller When the Therapeutic
Range of Warfarin is Set Low
in Japanese Population.

渡辺実　　松本直樹　　熊井俊夫
○田中政巳　　張本敏江　　竹ノ下祥子
小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）

第83回日本薬理学
会年会

201003 Gender difference of
warfarinmain maintenance
dose and VKORC1(-
1639G>A)genotype.

医用生体工学研究施設

24

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)

21

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)

22

医用生体工学研究施設

23

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)

18

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)

19

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)

20
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○田中政巳　◇Iziru Yokomi
渡辺実　□Katsuko Sudo
△Hitoshi Satoh　▽Tsuneo Igarashi
▽Azusa Seki　　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83回日本薬理学
会年会

201003 Analysis of ossification
deficiency in spontaneously
cartilage calcification-
insufficient rats(CCI rats)

熊井俊夫　　渡辺実　　武半優子
松本直樹　○小池淳樹　　小林真一
（○診断病理学）

第83回日本薬理学
会年会

201003 Effect of pioglitazone on
the adiponectin receptor in
the blood vessels of life
style related disease model
rats.

武半優子　　熊井俊夫　　松本直樹
竹ノ下祥子　　小林真一

第83回日本薬理学
会年会

201003 Rho kinase inhibitor,
fasudil increases c-jun-NH2-
kinase(JNK)-mediated
apoptosis in human
hepatocellular carcinoma
cells.

熊井俊夫　　渡辺実　　武半優子
松本直樹　　竹ノ下祥子　　張本敏江
○小池淳樹　　小林真一
（○診断病理学）

14th
International
Congress of
Endocrinology

201003 The expression of MCP1 and
NFkB in the liver of non-
alcholic
Steatohepatitis(NASH)model.

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)

27

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)

28

実験動物飼育管理研究施設

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
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1 清水潤　　高井憲治　　鈴木登 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37 P.7～
11

200908 専門医制度と大学院改革の現状
と課題

○Maki Kayama　◇Manae S Kurokawa
Yuji Ueda　○Hiroki Ueno
○Yuta Kumagai　　Shummei Chiba
Erika Takada　○Satoki Ueno
□Mamoru Tadokoro　　Noboru Suzuki
（○眼科学）
（◇生化学（生化学））
（□診断病理学）

Ophthalmic
Research

43(2)
P.79～91

200910 Transfection with pax6 gene
of mouse ES cells and
subsequent cell cloning
induced retinal neuron
progenitors, including
retinal ganglion cell-like
cell, in vitro

○Atsushi Fujii　　Shunmei Chiba
Erika Takada　　Yuji Ueda
Jun Shimizu　○Moroe Beppu
Noboru Suzuki
（○整形外科学）

St. Marianna
Medical journal

37(5)
P.327～
336

200910 Generation of Spinal
Motoneurons from Mouse
Induced Pluripotent Stem
Cells

4 高井憲治 成人病と生活習慣
病

39(12)
P.1282～
1286

200912 生活習慣病にみられる進化のミ
スマッチと病原体進化（特集．
生活習慣病は進化病である－生
活習慣に対応できない身体－病
原体の進化による
疾病）

○Taizo Taniguchi　　Shunmei Chiba
○Keiichi Kadoyama　◇Daisuke Nagata
◇Syouji Tanaka　◇Tomokazu KawaKami
Noboru Suzuki　◇Eiji Sagara
○Shogo Matsuyama
（○愛媛獨協大学）
（◇兵庫医科大学）

The 56th Annual
Meeting of the
Japanese
Association for
Laboratory
Animal Science

200905 Parkinsonism in Tauopathy :
analysis of SJLB mice

Jun Shimizu　　Noboru Suzuki
○Fumio Kaneko　◇Sakae Kaneko
（○福島医科大学）
（◇島根大学）

The 9th Worla
Congress on
Inflammation

200907 Accelerated expression  of
interleukin-23 and SMAD2
mRNA in Behcet`sdisease

○Taizo Taniguchi　○Keiichi Kadoyama
○Mariko Takenokuchi
○Takaaki Nishimoto　　Shunmei Chiba
Noboru Suzuki　○Akira Matsumoto
○Shogo Matsuyama
（○愛媛獨協大学）

The 22nd
Biennial Meeting
of the ISN/APSN
Joint Meeting

200908 PARKINSONISM INDUCED BY
TAUOPATHY: ANALYSIS OF SJLB
MICE

Jun Shimizu　　Hideshi Yoshikawa
Noboru Suzuki　○Fumio Kaneko
◇Sakae Kaneko
（○福島医科大学）
（◇島根大学）

第39回日本免疫学
会総会･学術集会

200912 Accelerated expression of
TGF-beta receptor and Smad2
mRNA in Behçet's disease

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

3

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)

3

免疫学・病害動物学　学会発表

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

1

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

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

2
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鈴木登　　千葉俊明　　廣津千恵子 第9回日本再生医
療学会総会

201003 IGFIIを用いたマウスiPS細胞か
らの骨格筋細胞の分化誘導

○藤井厚司　　千葉俊明　　清水潤
○別府諸兄　　鈴木登
（○整形外科学）

第9回日本再生医
療学会総会

201003 マウス誘導多能性幹細胞からの
脊髄運動神経の分化誘導

千葉俊明　　高田えりか　　樋山梢
○谷口泰造　○角山圭一　◇田所衛
鈴木登
（○愛媛獨協大学）
（◇診断病理学）

第9回日本再生医
療学会総会

201003 認知症モデルマウスにおける移
植治療への検討

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

6

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)

5
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1 前田一郎 NEWｴｯｾﾝｼｬﾙ 病理
学 第6版/医歯薬
出版

P.421-
429

200904 著書

2 前田一郎 乳腺針生検病理診
断ｱﾄﾗｽ/文光堂

P.104-
114/p.15
4-156

200909 著書

1 ○中原一有　○片倉芳樹　◇伊澤直樹
□野口陽平　△足立清太郎　○小林美奈子
○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　　戸澤晃子　　干川晶弘
高木正之　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□生化学（生化学））
（△生理学（生理学））

Gastroenterologi
cal Endoscopy

51(1)p.9
28

200904 胃穿破部の生検にて診断が得ら
れた退形成性膵管癌の１例

2 ○小林慎二郎　○根岸宏行　○佐々木貴浩
○小泉哲　○渡邊泰治　○朝倉武士
○中野浩　　小池淳樹　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

肝臓 50(1)p.A
293

200904 自然破裂し発見された肉腫様変
化を伴う肝原発未分化癌の1例

3 ○小林稔　○鈴木通博　○池田裕喜
○高橋秀明　○山田典栄　○岡本賢
○松永光太郎　○松本伸行　○奥瀬千晃
小池淳樹　◇佐瀬茂　□前山史朗
○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇安西メディカル株式会社）
（□北柏リハビリ総合病院）

肝臓 50(1)p.A
378

200904 Xenon-CTを用いたNAFLDにおけ
るNASHのスクリーニングの試み

4 ○北川博昭　○青葉剛史　○濱野志穂
○古田繁行　○島秀樹　○脇坂宗親
◇安藤幸二　◇望月篤　　小池淳樹
○長江秀樹
（○外科学（小児外科））
（◇外科学（呼吸器外科））

日本小児外科学会
雑誌

45(2)p.2
65

200904 喘鳴で発症した乳児気管支原性
嚢胞の1例

5 ○青葉剛史　○北川博昭　○濱野志穂
○古田繁行　○島秀樹　○脇坂宗親
◇安藤幸二　◇望月篤　　小池淳樹
○川瀬弘一
（○外科学（小児外科））
（◇外科学（呼吸器外科））

日本小児外科学会
雑誌

45(2)p.2
62

200904 小児肺葉性肺気腫の1切除例

6 ○上條謙　◇山下寛高　○寺本りょう子
◇船窪正勝　○熊野玲子　○山内栄五郎
□阿部裕之　□北中陽介　□小野裕國
小泉宏隆
（○放射線医学）
（◇救急医学）
（□外科学（心臓血管外科））

Japanese Journal
of Radiology

27p.24 200904 腹部腫瘤で見付かった21歳男性
の血栓化上腸間膜動脈瘤症例

診断病理学　著書

診断病理学　誌上発表
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7 ○福島徹　○立澤夏紀　○黒木一典
○山口敏雄　　有泉泰
（○放射線医学）

Japanese Journal
of Radiology

27p.19 200904 骨格筋病変の生検により確定診
断されたｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽの１例

8 ○青葉剛史　　小池淳樹　○古田繁行
○脇坂宗親　◇岩渕啓一　□田中祐吉
高木正之　○北川博昭
（○外科学（小児外科））
（◇北里大学病理学）
（□神奈川県立こども医療センター）

日本小児外科学会
雑誌

45(3)p.4
23

200905 難治性腎腫瘍に対する治療戦略
小児腎芽腫Favorable
histologyの組織学的再検討改
訂分類における後腎芽細胞優位
型組織像の意義

9 ○野田顕義　◇牧角良二　◇根岸宏行
◇陣内祐二　◇戸部直孝　◇櫻井丈
◇四万村司　◇月川賢　　干川晶弘
小池淳樹　◇大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学（消化器・一般外科））

日本外科系連合学
会誌

34(3)p.5
29

200905 壁外性発育を示した巨大GISTの
1例

10 ○葉山優香　○井出尚史　○嘉山尚幸
○小林円　○木村純一　○椋本茂裕
◇名越温古　◇西尾有司　□村上富美子
小泉宏隆
（○眼科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□皮膚科学）

臨床眼科 63(6)p.9
67-972

200906 眼窩内に再発したマントル細胞
リンパ腫の1例

11 ○長江秀樹　○川瀬弘一　○北川博昭
◇斉藤寿一郎　□奥田順子　　小泉宏隆
（○外科学（小児外科））
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日本小児外科学会
雑誌

45(4)p.7
94-795

200906 小児に稀な卵巣膿瘍の1例

12 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　○太田智行
○岡本恭子　○印牧義英　○中島康雄
□岩谷胤生　□緒方晴樹　□太田智彦
□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））

日本乳癌検診学会
誌

18(21)p.
176-181

200906 当院の非浸潤性乳管癌(DCIS)に
おけるマンモグラフィ(MMG)お
よび超音波(US)の仮想検診感度
の比較

13 前田一郎　○岡崎寛子　○印牧義英
（○放射線医学）

Rad Fan 7(7)p.76
-79

200906 【乳房画像診断の進歩】画像診
断医の知っておくべき乳腺病理
病理医から画像診断医に求める
もの

14 ○中島久弥　◇北川泰之　　高木正之
□橘川薫　△別府諸兄
（○中島整形外科）
（◇日医大多摩永山病院整形）
（□放射線医学）
（△整形外科学）

日本整形外科学会
雑誌

83(6)p.S
969

200906 大腿に発生した悪性孤立性線維
性腫瘍の1例

15 ○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　○中村治彦
○横手薫美夫　　高木正之
（○外科学（呼吸器外科））
（◇外科学（消化器・一般外科））

肺癌 49(3)p.3
29

200906 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
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16 ○名古崇史　○和田康菜　○鈴木直
◇吉田彩子　○渡邊弓花　○吉岡範人
○大原樹　○近藤春裕　　戸澤晃子
干川晶弘　　高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○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(3)p.3
47

200906 診断、治療に苦慮した卵巣腫瘍
の1例

17 ○小林慎二郎　○朝倉武士　◇吉松美佐子
◇森本毅　　小池淳樹　○佐々木貴浩
○小泉哲　○中野浩　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇放射線医学）

膵臓 24(3)p.3
91

200906 MD-CTを用いた膵癌の術前進展
度診断についての検討

18 ○高木絢　○大川千絵　○星川咲子
小池淳樹
（○病院病理部）

医学検査 58(6)p.6
43

200906 小児の鞍上部に発生した
Germinomaの一例

19 ○草苅宏有　○小穴良保　○星川咲子
小池淳樹
（○病院病理部）

医学検査 58(6)p.6
30

200906 乳腺術中迅速標本の再評価　乳
腺断端およびセンチネルリンパ
節について

20 ○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
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇生化学（生化学））

日本消化器外科学
会雑誌

42(6)p.7
24

200906 皮膚筋炎に合併したEbvirus関
連胃癌の一例

21 ○北川博昭　○青葉剛史　○長江秀樹
小池淳樹
（○外科学（小児外科））

日本小児泌尿器科
学会雑誌

18(1)p.9
-15

200907 羊胎仔尿路閉塞モデルをもちい
た尿路閉塞に対する胎児治療の
有効性について

22 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））

神奈川医学会雑誌 36(2)p.3
17

200907 先天性母斑に伴う腰部と陰嚢部
の結節性病変

23 ○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）

日本臨床細胞学会
神奈川県支部会誌

14(1) 200907 幼児に認めた卵巣未熟奇形腫の
一例

24 ○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）

神奈川医学会雑誌 36(2)p.2
85

200907 上腕に発生した筋肉内粘液腫の
1例

25 ○上原悠也　○小林慎二郎　○佐々木貴浩
○櫻井丈　○牧角良二　○四万村司
○須田直史　○大坪毅人　　有泉泰
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

42(7)p12
42

200907 上行結腸に発生した腺扁平上皮
癌の1例

26 高木正之 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(1)p.2
1-24

200907 基礎医学教育の現状と課題　診
断病理学
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27 ○多賀谷理恵　○安藤幸二　○新明卓夫
○森田克彦　○望月篤　○栗本典昭
○中村治彦　　有泉泰　　高木正之
（○外科学（呼吸器外科））

気管支学 31(4)p.2
61

200907 胸腔鏡下に切除した胸壁発生ポ
リープ状気管支嚢腫の1例

28 ○横山卓剛　　小池淳樹
（○東京医科大外科第５講座）

東京医科大学雑誌 67(3)p.2
91-298

200907 Banff'05に基づく移植腎組織診
断の再検討　慢性抗体関連型拒
絶反応の診断と今後の展望

29 ○嶋崎美奈子　○佐々木浩代　○今井五郎
小池淳樹　○佐藤武夫　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

日本肝臓学会誌 51(6)p69
5

200908 血漿交換を含む積極的な治療に
より良好な転帰を得たChurg-
Strauss症候群に伴うRPGNの一
例

30 ○五十嵐岳　◇辻本文雄　○松本伸行
□宮崎賢澄　　小池淳樹　◇岡村隆徳
◇桜井正児　○岡本賢　○池田裕喜
○高橋英明　○松永光太郎　○片倉芳樹
○奥瀬千晃　□小泉哲　□朝倉武士
□中野浩　　高木正之　△中島康雄
◇信岡祐彦　□大坪毅人　○鈴木通博
○伊藤文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇臨床検査医学）
（□外科学（消化器・一般外科））
（△放射線医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3/4)p
.203-211

200908 Acoustic Radiation Force
Impulse(ARFI) を用いた非侵襲
的肝線維化測定法ならびに有効
性の検討

31 ○伊澤直樹　○澤田武　○平川麻美
○前畑忠輝　○渡邊嘉行　○喜多島聡
○安田宏　　干川晶弘　　高木正之
◇田中圭一　◇田中一郎　□森本毅
○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□放射線医学）

日本消化器病学会
雑誌

106p.A78
4

200909 著明な石灰化を来した胃低リス
クgastrointestinal stromal
tumor(GIST)の一例

32 ○土屋恭子　○緒方晴樹　○岩重玲子
○小池彩華　○上島知子　○浅川英輝
○志茂新　○速水亮介　○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））

日本癌治療学会誌 44(2)p.3
16

200909 癌化学療法及び放射線療法の病
理診断医の役割 術前化学療法
前検体のホルモン感受性・HER2
発現と、組織学的治療効果判定
の検討

33 ○赤埴由紀子　　小池淳樹　○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

45(2)p.5
72

200909 腎芽腫の細胞像と組織型分類の
比較検討

34 ○大熊克彰　◇吉田彩子　○吉岡範人
◇房間茂由　□早川智絵　　相田芳夫
○木口一成　◇石塚文平　　高木正之
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□病院病理部）

日本臨床細胞学会
雑誌

48(2)p.4
96

200909 不正出血を主訴に来院した90歳
の卵巣顆粒膜細胞腫の一例
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35 ○矢作奈美子　　戸澤晃子　○渡邊弓花
○大原樹　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　　小池淳樹　◇大川千絵
○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

48(2)p.5
95

200909 子宮体部癌肉腫16例における術
前細胞診・組織診の検討

36 ○佐田幸由　○方波見卓行　　舩津美恵子
○浅井志高　○小金井理江子　○太田明雄
小池淳樹　◇笹野公伸　○田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇東北大学病理診断学）

日本内分泌学会雑
誌

85(2)p.7
71

200909 画像診断と病理診断が乖離した
副腎疾患例 類似の画像所見を
呈した副腎神経節腫と副腎皮質
癌例

37 ○小澤俊一郎　○松本伸行　○山田典栄
○岡本賢　○小林稔　○高橋秀明
○松永光太郎　○石井俊哉　○鈴木通博
○伊東文生　　小池淳樹
（○内科学（消化器・肝臓内科））

肝臓 50(2)p.A
578

200909 肝細胞癌に対するRFAにおける
予後不良症例の検討

38 小池淳樹　○中野浩
（○外科学（消化器・一般外科））

大腸癌Frontier 2(3)p.20
2-206

200909 症例で学ぶ　大腸癌顕微鏡アト
ラス　化学療法後の肝

39 ○方波見卓行　○松井智也　○松井貴子
○佐藤智子　　舩津美恵子　◇中野浩
□笹野公伸　○田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□東北大学病理診断学）

ﾎﾙﾓﾝと臨床 57秋増刊
p.209-
218

200909 【内分泌病理学　最近の進歩
2008】 副腎　内分泌病理が診
断、治療方針の決定に重要で
あった症例の提示と解説　2度
の再発・転移を来した副腎外悪
性褐色細胞腫の1例　悪性褐色
細胞腫の診断法の現状と問題点

40 ○川井麻衣子　○平原沙弥花　○福島幸司
○白井正広　◇風間暁男　　大沼繁子
相田芳夫　　田所衛
（○相模原協同病院検査室）
（◇相模原協同病院検査科）

日本臨床外科学会
雑誌

48(2)p.6
53

200909 直腸肛門部悪性黒色腫の1例

41 ○石川由香子　○佐々木俊雄　○松田央郎
○藤田禎規　○中野恵美　○水野幸一
○原田智雄　　相田芳夫　○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

日本内科学会関東
地方会

566回
p.33

200910 再発時に著明な右心負荷所見を
呈し劇症型の経過をたどったウ
イルス性心筋炎の1例

42 ○根岸宏行　○田中一郎　○瀬上航平
○園部智子　○嶋田仁　○諏訪敏之
○田中圭一　○大坪毅人　　舩津美恵子
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.966

200910 食道癌肉腫の1例

43 ○根岸宏行　○小泉哲　○瀬上航平
○嶋田仁　○朝倉武士　○中野浩
○大坪毅人　　舩津美恵子
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.507

200910 原発巣の特定が困難であった
Inflammatory myofibroblastic
tumor(IMT)の1例

44 ○塩原紀久子　○堀内正浩　○長谷川泰弘
◇鈴木由布　　小池淳樹
（○内科学（神経内科））
（◇脳神経外科学）

臨床神経学 49(10)p.
668

200910 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
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45 ○岡崎寛子　○印牧義英　◇矢吹由香里
○奥田逸子　○岡本恭子　○嶋本裕
□後藤由香　□大橋冬美　□大矢慶美
□前里美和子　　前田一郎　◇緒方晴樹
◇太田智彦　◇福田護　○中島康雄
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□画像センター）

日本乳癌検診学会
誌

18(3)p.4
77

200910 当院におけるマンモトーム生検
(MMT)の実情　マンモグラフィ
(MMG)の石灰化所見と病理診断
の対比

46 ○河原太　○岩重玲子　○小池彩華
○上島知子　○土屋恭子　○本田朱麗
○浅川英輝　○志茂新　○速水亮介
○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））

日本乳癌検診学会
誌

18(3)p.5
06

200910 乳腺非浸潤性アポクリン癌の1
例　本邦報告例の考察と併せて

47 ○志茂新　○岩重玲子　○小池彩華
○上島知子　○土屋恭子　○浅川英輝
○速水亮介　○本田朱麗　○緒方晴樹
前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌検診学会
誌

18(3)p.5
42

200910 乳癌検診で発見され、センチネ
ルリンパ節生検を施行した副乳
癌の1例

48 ○志茂新　○岩重玲子　○小池彩華
○上島知子　○速水亮介　○河原太
○矢吹由香里　○川本久紀　○緒方晴樹
○福田護　　前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.572

200910 腋窩リンパ節転移を認めた
Ductal carcinoma in
situ(DCIS)の1例

49 ○土屋恭子　○緒方晴樹　○岩重玲子
○小池彩華　○上島知子　○志茂新
○浅川英輝　○速水亮介　○川本久紀
○河原太　○矢吹由香里　○太田智彦
○福田護　◇印牧義英　　前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.428

200910 臨床上、悪性と鑑別が困難であ
る良性乳腺疾患への、病理学的
診断に最適な組織採取法につい
ての検討

50 ○三浦和裕　○須田直史　○浜辺太郎
○上原悠也　○片桐秀元　○田中一郎
小池淳樹　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.749

200910 腹腔内出血をきたした巨大GIST
の1例

51 ○鈴木真波　◇小林憲昭　□依田卓
△堀内勁　　田所衛　○吉尾博之
▽山本仁
（○小児科学（新生児））
（◇こばやしこどもクリニック）
（□山王病院小児科）
（△小児科学）
（▽小児科学（小児科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5)p.3
37-349

200910 実験的新生児仮死モデル新生仔
豚における脳庇護薬エダラボン
の効果に関する検討

52 ○小川考平　○齊藤輔　○瀧本円
○西尾有司　○小杉成樹　○澁谷靖
○鈴木義則　○加藤雅之　○井上靖之
○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））
（◇東海大学病理診断学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5)p.3
59-369

200910 染色体転座t(11;14)(q13;q32)
を持つ多発性骨髄腫はcyclinD1
陽性で核不整な大型細胞がCD20
とp53を発現する
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53 有泉泰　　遠藤陽　○北島和樹
公文大輔　　土居正知　　前田一郎
舩津美恵子　　小池敦樹　　小泉宏隆
高木正之
（○腎泌尿器外科学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5)p.3
93-412

200910 高齢者に発生し、軟部軟骨腫と
の鑑別が困難だった石灰化腱膜
線維腫の１例

54 小池淳樹　　干川晶弘　　舩津美恵子
前田一郎　　有泉泰　　土居正知
高木正之

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5)p.4
05-412

200910 非Hodgkinリンパ腫の病理診断-
形態検索と免疫組織化学はどこ
まで迫れるのか

55 ○園部智子　○田中一郎　○根岸宏行
○嶋田仁　○諏訪敏之　○田中圭一
○大坪毅人　◇根岸龍二郎　◇紅露剛史
小池淳樹　　高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.765

200910 十二指腸内にGISTとカルチノイ
ド腫瘍の発生を認めた1例

56 ○濱谷昌弘　○山田恭司　○金子英彰
○戸部直孝　○川嶋八也　○本庄広大
○園部智子　　土居正知　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70増刊
p.579

200910 後腹膜脂肪腫の1例

57 ○OhtaTomohiko　○WuWenwen
○KoikeAyaka　○AsakawaHideki
KoizumiHirotaka　○FukudaMamoru
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

Breast Cancer 16(4)p.2
68-274

200910 Triple negative breast
cancer: Contemplating
chemosensitivity of basal-
like breast cancer based on
BRCA1 dysfunction

58 ○矢作奈美子　○栗林靖　○和田康菜
○大熊克彰　○水原浩　　相田芳夫
○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））

日本産婦人科学会
関東連合地方部会
誌

46(4)p.3
73-377

200911 境界悪性傍卵巣腫瘍の1例

59 ○多賀谷理恵　○栗本典昭　○中西聡
○新明卓夫　○安藤幸二　○望月篤
○中村治彦　　前田一郎　　小池淳樹
（○外科学（呼吸器外科））

気管支学 31(6)p.4
19

200911 EBUS-GS下生検で診断した盲腸
癌肺転移の1例

60 ○古田繁行　○北川博昭　○脇坂宗親
○島秀樹　○濱野志穂　○青葉剛史
◇木下俊明　◇近藤健介　◇大山亮
◇慶野大　　高木正之　　有泉泰
□五味弘道　△船窪正勝　□小川晋久
（○外科学（小児外科））
（◇小児科学（小児科））
（□放射線医学）
（△救急医学）

小児がん 46総会号
p.368

200911 動脈塞栓術後外陰部を含めて腫
瘍を摘出しえた巨大傍精巣横紋
筋肉腫の1例

61 ○青葉剛史　　小池淳樹　○濱野志穂
○古田繁行　○島秀樹　○脇坂宗親
高木正之　○北川博昭
（○外科学（小児外科））

小児がん 46総会号
p.214

200911 治療抵抗性腎芽腫の2例　腎腫
瘍改訂分類における後腎芽細胞
優位型腎芽腫の予後は?

62 ○桜井研三　○小林慎二郎　○西尾乾司
○佐々木貴浩　○櫻井丈　○渡邊泰治
干川晶弘　　小池淳樹　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70(12)p.
3777

200912 妊娠を契機に発見された巨大な
成人仙骨部嚢胞性奇形腫の1例
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63 ○鈴木直　　戸澤晃子　○樽見航
○吉岡範人　　小池淳樹　○木口一成
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(6)p.4
41-116

200912 難治性卵巣がんである卵巣明細
胞腺癌に対する新しい分子標的
治療の開発を目指した研究

64 ○近藤崇弘　◇三浦和裕　◇上原悠也
◇瀬上航平　◇小島啓夫　◇宮崎賢澄
◇片桐秀元　◇榎本武治　◇須田直史
舩津美恵子　◇田中一郎　◇大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（消化器・一般外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(6)p.4
66

200912 胃管再発をきたした食道癌の1
例

65 ○Okazaki Hiroko　◇TsujimotoFumio
Maeda Ichirou　○Ohta Tomoyuki
○Kanemaki Yoshihide　○Okamoto Kyoko
○ShimamotoHiroshi　□YabukiYukari
□OgataHaruki　□OhtaTomohiko
□FukudaMamoru　○NakajimaYasuo
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

Japanese Journal
of Radiology

27(10)p.
438-443

200912 Radiologic-pathological
correlation of punctate
hyperechoic foci by
ultrasound in stereotactic
vacuum-assisted breast
biopsy samples

66 ○小林通博　○芦川和広　◇本田朱麗
○本庄広大　○住吉賢　○青木一浩
○民上真也　○木村正之　○佐治攻
◇西川徹　○花井彰　○小森山広幸
高野俊史　　小泉宏隆
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

神奈川医学会雑誌 37(1)p.3
0-31

201001 虫垂粘液嚢胞腺腫の1例

67 ○Masanori Mizuno　○Yuko Takeba
◇Naoki Matsumoto
□Yoshimitus Tuszuki　△Kentaro Asoh
Masayuki Takagi　◇Shinichi Kobayashi
△Hitoshi Ymamoto
（○国立病院機構東京医療センター）
（◇薬理学）
（□小児科学（新生児））
（△小児科学（小児科））

Circulation
Journal

74(1)p.1
71-180

201001 Antenatal Glucocorticoid
Therapy Accelerates ATP
Production With Creatine
Kinase Increase in the
Growth-Enhanced Fetal Rat
Heart

68 Yasushi Ariizumi　　Masahiro Hoshikawa
Akiko Tozawa　　Yoshio Aida
○Yasunobu Hukuda　○Satoshi Baba
Hirotaka Koizumi　　Masayuki Takagi
（○内科学（消化器・肝臓内科））

J.St. Marianna
Univ.

1p.37-42 201001 A Rare Case of KIT Positive
Primary Malignant Melanoma
of the Esophagus

69 ○北島和樹　　小泉宏隆　　小池淳樹
高木正之
（○腎泌尿器外科学）

神奈川医学会雑誌 37(1)p.1
01

201001 敗血症を契機に発見された腎腫
瘤の一例

70 ○安藤亮　○新井猛　○倉持大輔
○重松辰祐　○天神和美　○ﾕﾝ･ｿﾆｮﾝ
○清水弘之　○別府諸兄　　高木正之
（○整形外科学）

神奈川医学会雑誌 37(1)p.8
6

201001 鏡視下手術が有用であった肘滑
膜性軟骨軟腫症の1例
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71 ○西尾乾司　○牧角良二　○上原悠也
○宮崎賢澄　○三浦和裕　○片桐秀元
○小林慎二郎　○櫻井丈　○四万村司
○須田直史　○月川賢　○大坪毅人
有泉泰　　干川晶弘　　高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））

神奈川医学会雑誌 37(1)p.2
4-25

201001 腹壁に発生した筋脂肪腫の1例

72 相田芳夫 神奈川医学会雑誌 37(1)p.1
03

201001 頭部皮下腫瘍の1例

73 ○崎村文子　○西ヶ谷順子　◇村山季美枝
○横道憲幸　○吉岡伸人　○名古崇史
◇森川香子　◇斉藤寿一郎　　干川晶弘
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日本産婦人科学会
神奈川地方部会会
誌

46(2)p.1
41

201001 子宮肉腫との鑑別が困難であっ
た7年目の卵巣癌再発の1症例

74 ○近藤健介　○長江千愛　○新井奈津子
○後藤建次郎　○斉藤陽　○曽根田瞬
○福田美穂　　小池淳樹　○瀧正志
○木下明俊
（○小児科学（小児科））

日本小児科学会雑
誌

114(2)p.
272

201002 当院で診断した組織球性壊死性
リンパ節炎26例の臨床的特徴お
よび診断後経過

75 ○安原和之　○笹益雄　○木ノ内秀和
○川名裕　○朝熊弘年　○田中達朗
○吉田典之　　干川晶弘　◇中島久弥
○別府諸兄
（○整形外科学）
（◇中島整形外科）

神奈川整形災害外
科研究会雑誌

22(49p13
4

201003 手指に発生したBPOPの2例

76 ○小金井理江子　○方波見卓行
○加藤浩之　○村上万里子　◇力石辰也
舩津美恵子　□笹野公伸　○太田明雄
○田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇腎泌尿器外科学）
（□東北大学病理診断学）

日本内分泌学会雑
誌

86(1)p.1
56

201003 治療抵抗性副腎外褐色細胞腫の
1例

77 遠藤陽　　小泉宏隆　　公文大輔
有泉泰　　土居正知　　前田一郎
小池淳樹　　高木正之

日本病理学会会誌 99(1)p.3
40

201003 乳腺転移を来たした直腸カルチ
ノイドの一例(会議録/症例報
告)

78 有泉泰　　土居正知　　舩津美恵子
前田一郎　　小池淳樹　　小泉宏隆
高木正之

日本病理学会会誌 99(1)p.2
94

201003 肺に発生したGlomus腫瘍の1例

79 ○北島和樹　　小池淳樹　　高木正之
（○腎泌尿器外科学）

日本病理学会会誌 99(1)p.3
45

201003 移植腎の尿細管上皮細胞におけ
るmatrix
metalloproteinase(MMP)-9の発
現に関する免疫組織化学的検討

80 土居正知　　有泉泰　　相田芳夫
高木正之

日本病理学会会誌 99(1)p.3
25

201003 Intraductal papillary
neoplasof the bile ductの1例

- 50 -



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

81 干川晶弘　○石田剛　◇田村浩一
高木正之
（○国立国際医療センター国府台病院）
（◇東京逓信病院 病理科）

日本病理学会会誌 99(1)p.2
92

201003 急激に増大した前縦隔の血管・
筋線維芽細胞増殖性腫瘤の2症
例

82 ○安藤亮　○田中雅尋　○別府諸兄
高木正之　◇井上肇
（○整形外科学）
（◇形成外科学）

日本手の外科学会
雑誌

27(1)p.3
12

201003 上腕骨外側上顆部の3次元組織
学的検討　上腕骨外側上顆炎の
病態との関係

83 ○早川智絵　◇古旗淳　○久保田学
○生澤竜　○太田理恵子　　相田芳夫
（○病院病理部）
（◇順天堂大学）

日本臨床細胞学会
雑誌

49(1)p.1
67

201003 貯留胆汁細胞診判定基準の有用
性についての検討

84 ○吉岡範人　　戸澤晃子　○鈴木直
○大原樹　◇大川千絵　　舩津美恵子
○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

49(1)p.3
08

201003 甲状腺乳頭癌根治術後約40年で
子宮体部、両側卵巣及び腹腔内
転移が認められた1例

85 ○成田真一　○小松明男　○徳田眞美
前田一郎　○坂本穆彦
（○多摩南部地域病院検査科）

日本臨床細胞学会
雑誌

49(1)p.2
60

201003 骨・軟骨化生を伴う乳癌の1例

86 前田一郎　○福島美由紀　○草苅宏有
○星川咲子　○生澤竜　○安田玲子
◇志茂新　◇緒方晴樹　◇福田護
高木正之
（○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

49(1)p.8
6

201003 穿刺生検の普及と乳腺穿刺吸引
細胞診　その有用性の再検討
穿刺吸引細胞診の「検体不適
性」と「鑑別困難」

87 ○郷田敦史　○草苅宏有　○星川咲子
舩津美恵子　　高木正之
（○病院病理部）

日本臨床細胞学会
雑誌

49(1)p.2
26

201003 穿刺吸引細胞診において推定し
得た耳下腺腺房細胞癌の1例

88 ○中原一有　○片倉芳樹　○佐藤義典
○中津智子　○高木麗　◇足立清太郎
○岡本賢　○池田裕喜　○高橋秀明
○松永光太郎　○松本伸行　○奥瀬千晃
小池淳樹　　高木正之　□中野浩
□大坪毅人　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇生理学（生理学））
（□外科学（消化器・一般外科））

日本消化器病学会
雑誌

107p.A45
0

201003 分枝型IPMN、慢性膵炎の経過観
察中に発症し、診断に難渋した
通常型膵管癌の1例

89 ○中澤緑　○馬場哲　○大石嘉恭
○服部伸洋　◇堀博志　○石郷岡晋也
○福田安伸　○長瀬良彦　□小泉哲
□大坪毅人　　高木正之　○鈴木通博
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇内科学（総合診療内科））
（□外科学（消化器・一般外科））

日本消化器病学会
雑誌

107p.A37
8

201003 集学的治療にて生存期間延長が
得られた胆管腺内分泌細胞癌の
一例

- 51 -



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

90 ○五十嵐岳　◇辻本文雄　○松本伸行
□宮崎賢澄　　小池淳樹　○岡本賢
○池田裕喜　○高橋秀明　○松永光太郎
○片倉芳樹　○奥瀬千晃　□小泉哲
□朝倉武士　□中野浩　　高木正之
△中島康雄　◇信岡祐彦　□大坪毅人
○鈴木通博　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇臨床検査医学）
（□外科学（消化器・一般外科））
（△放射線医学）

日本消化器病学会
雑誌

107p.A31
1

201003 Acoustic Radiation Force
Impulse(ARFI)を用いた非侵襲
的肝線維化測定法ならびに有用
性の検討

91 ○中野浩　　小池淳樹　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

大腸癌Frontier 3(1)p.58
-64

201003 【最新の大腸癌補助化学療法】
大腸癌肝転移切除成績の現状
術前化学療法後肝障害の組織学
的検討

92 ○浜辺太郎　○三浦和裕　○伊藤弘昭
○小林慎二郎　○小泉哲　○朝倉武士
○中野浩　　小池淳樹　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

71(3)p.8
95

201003 巨大後腹膜脂肪肉腫の1例

1 ○浅川英輝　○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））

第109回日本外科
学会総会

200904 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

2 ○平原沙弥花　○川井麻衣子　○福島幸司
○白井正広　◇風間暁男　　大沼繁子
相田芳夫　　高木正之　　田所衛
□中谷行雄
（○相模原協同病院検査室）
（◇相模原協同病院検査科）
（□千葉大学診断病理学）

第50回日本臨床細
胞学会総会春季大
会

200906 気管支擦過細胞診で確定診断に
至らなかった肺芽腫の1例

3 ○大川千絵　○福島美由紀　○星川咲子
前田一郎　　高木正之
（○病院病理部）

第50回日本臨床細
胞学会総会春季大
会

200906 乳腺Endcrine ductal
 carcinoma in situ(E-DCIS)
の細胞像

4 ○安田玲子　○久保泰子　○島田直樹
小泉宏隆　◇西川徹　　舩津美恵子
前田一郎
（○西部病院病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第50回日本臨床細
胞学会総会春季大
会

200906 男性乳房に発生した顆粒細胞腫
の1例

5 ○難波千絵　○小林陽一　○大原樹
○近藤春裕　○鈴木直　　戸澤晃子
前田一郎　　小池淳樹　◇星川咲子
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇病院病理部）

第50回日本臨床細
胞学会総会春季大
会

200906 子宮頸部 adenocarcinpma with
features of carcinoid tumor
の
1症例

診断病理学　学会発表
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6 ○谷正行　○鈴木隆文　○筑後千得子
◇佐々木八千代　　前田一郎　□布村眞季
□並木眞生
（○立川相互病院検査科）
（◇立川相互病院外科）
（□立川相互病院病理科）

第50回日本臨床細
胞学会総会春季大
会

200906 signet-ringの癌細胞が主体を
なす乳腺粘液癌の1例

7 ○青葉剛史　○脇坂宗親　　小池敦樹
○古田繁行　○長江秀樹　○濱野志穂
○佐藤英章　○川瀬弘一　　高木正之
○北川博昭
（○外科学（小児外科））

第46回日本小児外
科学会

200906 小児腎悪性腫瘍Favorable
histologyの組織学的再検討

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

第150回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200906 透析患者の胸壁に発生した
悪性線維性組織球腫の1切
除例

9 ○小林慎二郎　○根岸宏行　○佐々木貴浩
○櫻井丈　○小泉哲　○渡邊泰治
○朝倉武士　○中野浩　　小池淳樹
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 嚢胞性腫瘍の形態を示した
こと で転移とも考えられた
尿膜管癌を合併したIPMN
の1例

10 ○小林慎二郎　○小泉哲　○佐々木貴浩
○櫻井丈　○渡邊泰治　○朝倉武士
○中野浩　　有泉泰　　小池淳樹
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 硬化性胆管炎の3手術例

11 ○浅川英輝　○呉文文　○小池彩華
○福田護　　小泉宏隆　○太田智彦
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 術前化学療法効果予測因子
としてのBRCA1径路発現の
検討

12 ○上島知子　○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））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 切除生検で悪性腫瘍だった
が追加切除を施行しなかっ
た症例の検討

13 ○志茂新　○白英　○岩重玲子
○小池彩華　○上島知子　○土屋恭子
○浅川英輝　○速水亮介　○新明裕子
○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　◇岡本恭子　◇印牧義英
◇中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 当院における男性乳癌の治
療計画及び治療効果の検討

14 ○矢吹由香里　○緒方晴樹　○白英
○浅川英輝　○速水亮介　○河原太
○太田智彦　○福田護　◇岡崎寛子
◇中島康雄　　前田一郎　　田所衛
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 針生検にて診断し、ステロイド
投与が著効した肉芽腫性乳腺炎
の１例
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15 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　　前田一郎
○太田智行　○印牧義英　○岡本恭子
○嶋本裕　□矢吹由香里　□川本久紀
□河原太　□緒方晴樹　□太田智彦
□福田護　○中島康雄
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 ｽﾃﾚｵｶﾞｲﾄﾞ下ﾓﾝﾏﾄｰﾑ生検（MMT）
検査の超音波（US)による微細
石灰化抽出能の検討

16 ○田島信哉　　前田一郎　○印牧義英
○岡本恭子　○嶋本裕　○岡崎寛子
○中島康雄　◇緒方晴樹　◇福田護
高木正之
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 E-DCISおよびintraductal
papillomaの鑑別に関する組織
化学的検討

17 ○緒方晴樹　○小池彩華　○上島知子
○土屋恭子　○浅川英輝　○志茂新
○速水亮介　○河原太　○川本久紀
○矢吹由香里　○太田智彦　○福田護
◇印牧義英　　前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 非浸潤性乳管癌を疑う症例に
対する過小診断に陥らないた
めの工夫

18 前田一郎　○田島信哉　◇緒方晴樹
◇太田智彦　◇福田護　○印牧義英
○中島康雄　　高木正之
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 Endocrine DCISと乳管内乳頭腫
の鑑別におけるｻｲﾄｹﾗﾁﾝ
5/6,14,34βE12の有用性

19 ○土屋恭子　○緒方晴樹　○小池彩華
○上島知子　○浅川英輝　○志茂新
○速水亮介　○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））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 術前科学療法(NAC)後の
Pathological CR(pCR)症例にお
ける組織学的検討

20 ○岩重玲子　○小池彩華　○河原太
○上島知子　○土屋恭子　○川本久紀
○矢吹由香里　○緒方晴樹　○太田智彦
◇中島康雄　　前田一郎　○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 当院における管状癌4例の検討

21 ○安藤亮　○重松辰祐　○倉持大輔
○天神和美　○ﾕﾝ･ｿﾆｮﾝ　○新井猛
○清水弘之　○別府諸兄　　高木正之
（○整形外科学）

第137回神奈川整
形災害外科研究会

200910 鏡視下手術が有効であった肘滑
膜性骨軟骨腫症の1例

22 ○赤埴由紀子　　小池淳樹　○草苅宏有
○星川咲子　　前田一郎　　高木正之
（○病院病理部）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 腎芽腫の細胞像と組織型分類の
比較検討

23 ○大熊克彰　◇吉田彩子　○吉岡範人
◇房間茂由　□早川智絵　　相田芳夫
○木口一成　◇石塚文平　　高木正之
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□病院病理部）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 不正出血を主訴に来院した90歳
の卵巣顆粒膜細胞腫の1例
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24 ○矢作奈美子　　戸澤晃子　○渡邊弓花
○大原樹　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　　小池淳樹　◇大川千絵
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇病院病理部）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 子宮体部癌肉腫16例における術
前細胞診・組織診の検討

25 ○川井麻衣子　○平原沙弥花　○福島幸司
○白井正広　◇風間暁男　　大沼繁子
相田芳夫　　田所衛
（○相模原協同病院検査室）
（◇相模原協同病院検査科）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 直腸肛門部悪性黒色腫の1例

26 ○中西聡　○新明卓夫　○多賀谷理恵
○安藤幸二　○望月篤　○栗本典昭
高木正之　○中村治彦
（○外科学（呼吸器外科））

第151回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200911 中年女性に発生した肺原発
glomus腫瘍の1切除例

27 ○新明卓夫　○中西聡　○多賀谷理恵
○安藤幸二　○望月篤　○栗本典昭
○中村治彦　　高木正之　◇小林俊也
◇幕内晴朗
（○外科学（呼吸器外科））
（◇外科学（心臓血管外科））

152回･日本胸部外
科学会関東甲信越
地方会

201002 血栓性静脈炎を伴った縦隔
悪性胚細胞腫瘍の1切除例

28 ○根岸宏行　◇新明卓夫　◇多賀谷理恵
◇安藤幸二　◇望月篤　◇栗本典昭
□中村美保　□峯下昌道　□宮澤輝臣
高木正之　◇中村治彦
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学（呼吸器外科））
（□呼吸器・感染症内科）

第137回肺癌学会
関東支部会

201003 肺多発癌の診断にEGFR遺伝
子異常検索が有効であった
1例
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1 ○矢野栄二　◇Zhi-Ming Wang
□Xiao-Rong Wang　◇Mian-Zheng Wang
△高田礼子　▽神山宣彦　☆鈴木康之亮
（○帝京大学）
（◇Sichuan University）
（□The Chinese University of Hong
Kong）
（△予防医学）
（▽東洋大学）
（☆マウントサイナイ医科大学）

American Journal
of Industrial
Medicine

52(4)P.2
82-287

200904 Mesothelioma in a worker who
spun chrysotile asbestos at
home during childhood.

2 ○千葉啓子　◇高田礼子　□高野清子
□鶴見麻依　□山内　博
（○岩手県立大学盛岡短期大学部）
（◇予防医学）
（□北里大学）

労働の科学 64(4)P.2
25-229

200904 まさかの化学物質による健康障
害と対策　9 ヒ素．

3 ○高野（宮本）清子　◇高田礼子
○岩立有加　○鶴見麻依　○寺中彩葉
○鳥居佳介　□戸谷忠雄　△神山宣彦
◇網中雅仁　○山内　博
（○北里大学）
（◇予防医学）
（□労働安全衛生総合研究所）
（△東洋大学）

臨床環境医学 18(1)P.5
0-54

200906 FRAS4を用いた簡便な酸化スト
レス測定法.

4 ○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
（○予防医学）
（◇北里大学）
（□労働安全衛生総合研究所）
（△東洋大学）

Inhalation
Toxicology

21(9)P.7
39-746

200908 Forsterite exposure causes
less oxidative DNA damage
and lung injury than
chrysotile exposure in rats.

5 ○高田礼子
（○予防医学）

産業医学ﾚﾋﾞｭｰ 22(2)P.2
7-54

200908 石綿ばく露による健康障害とリ
スク評価の現状．

6 ○山内　博　◇高田礼子
（○北里大学）
（◇予防医学）

中毒研究 22(3)P.1
97-205

200909 近年のヒ素による健康障害と動
向．

7 ○高田礼子
（○予防医学）

日本胸部臨床 68(Suppl
) S63-
S72

200910 職業性呼吸器疾患．Ⅰ．総論
8．線維化・癌化のメカニズム
―酸化ストレスの役割．

8 ○戸谷忠雄　◇高田礼子　○小滝規子
○鷹屋光俊　○芹田富美雄　◇吉田勝美
□神山宣彦
（○労働安全衛生総合研究所）
（◇予防医学）
（□東洋大学）

Industrial
Health

48(1)P.3
-11

201001 Pulmonary ｔoxicity induced
by intratracheal
instillation of coarse and
fine particles of Cerium
dioxide in male rats.

9 ○高田礼子
（○予防医学）

日本医事新報 (4478)P.
85-89.

201002 Step Up 産業医⑯　ナノ材料と
公衆衛生．

予防医学（環境・保健）　誌上発表
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○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
（○予防医学）
（◇東京女子医科大学）
（□八戸大学）
（△北里大学）

第79回日本衛生学
会総会

200904 乳酸値から示唆された運動習慣
と酸化ストレスとの関連性

○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）
（◇予防医学）
（□労働安全衛生総合研究所）
（△（株）ノザワ）
（▽東洋大学）

第79回日本衛生学
会総会

200904  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
レス比較

○高田礼子　◇山内　博　□戸谷忠雄
○網中雅仁　△神山宣彦　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇北里大学）
（□労働安全衛生総合研究所）
（△東洋大学）

第79回日本衛生学
会総会

200904 繊維・粒子状物質研究会企画
セッション２　 アスベスト無
害化処理材料の生体影響評価

○鈴木進一　○臼田　寛　○河野公一
◇堀江　裕　□近藤雅雄　△網中雅仁
▽工藤吉郎
（○大阪医科大学）
（◇済生会江津総合病院）
（□東京都市大学）
（△予防医学）
（▽聖マリアンナ医大）

第36回ﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ研
究会

200904 急性間欠性ポルフィリン症
（AIP）、異型ポルフィリン症
（VP）の２家系について

○鈴木進一　○臼田　寛　○河野公一
◇堀江　裕　□近藤雅雄　△網中雅仁
▽工藤吉郎
（○大阪医科大学）
（◇済生会江津総合病院）
（□東京都市大学）
（△予防医学）
（▽聖マリアンナ医大）

第36回ﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ研
究会

200904 急性間欠性ポルフィリン症
（AIP）及び赤芽球性ポルフィ
リン症（EPP）家系の発がんに
ついての比較

6 ○高田礼子
（○予防医学）

第98回日本病理学
会総会

200905 アモサイトとその焼成処理材料
のラット気管内投与による酸化
的DNA損傷

○網中雅仁　○高田礼子　◇山内　博
□戸谷忠雄　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇北里大学）
（□労働安全衛生総合研究所）

第82回日本産業衛
生学会総会

200905 5-アミノレブリン酸を用いた新
たな中皮腫診断法の確立：光線
力学診断法とポルフィリンクリ
アランス

51･臨時増刊･298

7

64･2･290

3

抄録集・12

4

抄録集・13

5

予防医学（環境・保健）　学会発表

64･2･415

1

64･2･616

2
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○戸谷忠雄　◇高田礼子　□山内　博
□高野（宮本）清子　□鶴見麻依
□鳥居佳介　◇網中雅仁　△山下喜世次
▽神山宣彦
（○労働安全衛生総合研究所）
（◇予防医学）
（□北里大学）
（△（株）ノザワ）
（▽東洋大学）

第82回日本産業衛
生学会総会

200905 クリソタイルとその焼成ナノ材
料のラット腹腔内投与による酸
化ストレスの比較

○高田礼子　◇戸谷忠雄　□山内　博
□高野（宮本）清子　□岩立有加
□寺中彩葉　○網中雅仁　△山下喜世次
▽神山宣彦　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇労働安全衛生総合研究所）
（□北里大学）
（△(株）ノザワ）
（▽東洋大学）

第82回日本産業衛
生学会総会

200905 アモサイトとクリソタイルの焼
成無害化処理材料のラット気管
内投与による肺傷害と酸化的
DNA損傷の比較

10 ○鶴見麻依　○鳥居佳介　○岩立有加
○寺中彩葉　◇伊藤俊弘　◇吉田貴彦
□高田礼子　○山内　博
（○北里大学）
（◇旭川医科大学）
（□予防医学）

第82回日本産業衛
生学会総会

200905 無機ヒ素のメチル化に対するス
ルフォラファンの効果

○網中雅仁　○高田礼子　◇田中　徹
◇井上克司　□戸谷忠雄　△山内　博
（○予防医学）
（◇（株）アラプロモ）
（□労働安全衛生総合研究所）
（△北里大学）

第18回日本臨床環
境医学会総会

200907 中皮腫診断を目的とした5-
Aminolevulinic Acidによる
Photodynamic Diagnosisの検討

○鳥居佳介　○鶴見麻依　○岩立有加
○寺中彩葉　○高野（宮本）清子
◇戸谷忠雄　□網中雅仁　□高田礼子
△神山宣彦　○山内　博
（○北里大学）
（◇労働安全衛生総合研究所）
（□予防医学）
（△東洋大学）

第18回日本臨床環
境医学会総会

200907 クリソタイルとアモサイトの焼
成無害化処理物のラット気管内
一回投与による酸化的DNA損傷
に関する研究　尿中8-OHdGの動
態

○寺中彩葉　○岩立有加
○高野（宮本）清子　○鳥居佳介
○鶴見麻依　◇戸谷忠雄　□網中雅仁
□高田礼子　△神山宣彦　○山内　博
（○北里大学）
（◇労働安全衛生総合研究所）
（□予防医学）
（△東洋大学）

第18回日本臨床環
境医学会総会

200907 クリソタイルとアモサイトの焼
成無害化処理物のラット気管内
一回投与による酸化的DNA損傷
に関する研究　肺中8-OHdG

抄録集･59

11

抄録集･64

12

抄録集･63

13

51･臨時増刊･532

8

51･臨時増刊･533

9
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14 ○鶴見麻依　○鳥居佳介　○岩立有加
○寺中彩葉　◇伊藤俊弘　◇吉田貴彦
□高田礼子　○山内　博
（○北里大学）
（◇旭川医科大学）
（□予防医学）

第18回日本臨床環
境医学会総会

200907 機能性食品（ブロッコリースプ
ラウト）を用いた無機ヒ素のメ
チル化に関する研究；1）尿中
メチル化ヒ素の動態

15 ○岩立有加　○寺中彩葉　○鶴見麻依
○鳥居佳介　○高野（宮本）清子
◇伊藤俊弘　◇吉田貴彦　□高田礼子
○山内　博
（○北里大学）
（◇旭川医科大学）
（□予防医学）

第18回日本臨床環
境医学会総会

200907 機能性食品（ブロッコリースプ
ラウト）を用いた無機ヒ素のメ
チル化に関する研究：2）酸化
的ストレスと抗酸化力

○高田礼子　◇山内　博　□戸谷忠雄
◇鳥居佳介　◇鶴見麻依　○網中雅仁
△山下喜世次　▽神山宣彦
（○予防医学）
（◇北里大学）
（□労働安全衛生総合研究所）
（△(株）ノザワ）
（▽東洋大学）

第50回大気環境学
会

200909 尿中8-OHdGを指標としたクリソ
タイルとアモサイトの焼成無害
化処理材料の生体影響の比較

17 ○森永謙二　○多賀洋輔　◇篠原也寸志
□神山宣彦　△高田礼子　▽三浦溥太郎
（○環境再生保全機構）
（◇労働安全衛生総合研究所）
（□東洋大学）
（△予防医学）
（▽横須賀市立うわまち病院）

第16回石綿･中皮
腫研究会

200910 石綿救済法による医療費認定患
者のアンケート結果について

○高田礼子　○網中雅仁　◇山内　博
□神山宣彦
（○予防医学）
（◇北里大学）
（□東洋大学）

第68回日本公衆衛
生学会総会

200910  活性酸素自動分析装置
（FRAS4）を用いたアスベスト
焼成無害化処理品の酸化ストレ
ス評価

○網中雅仁　◇渡辺尚彦　□吉田　稔
□渡辺英次　○高田礼子　△山内　博
（○予防医学）
（◇東京女子医科大学）
（□八戸大学）
（△北里大学）

第68回日本公衆衛
生学会総会

200910 運動による乳酸値と抗酸化能と
の関連性

20 ○高田礼子
（○予防医学）

日本産業衛生学会
関東産業医部会

200910 ナノ物質の安全対策

21 ○高田礼子
（○予防医学）

第48回日本臨床細
胞学会秋期大会

200910 アスベストによる中皮腫の誘
発・実験的アプローチ

講演要旨集・380

16

抄録集･632

18

抄録集･163

19
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1 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

Handbook of
Research on
Information
Technology
Management and
Clinical Data
Administration
in Healthcare
Vol.2

P827-837 200905 Interactive communication
tool for health education

2 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

Handbook of
Disease Burdens
and Quality of
Life Measures

P1702-
1715

200909 Burden of disease and years
lived with disability
associated with
musculoskeletal pain

1 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

東京都予防医学協
会年報2008年版

38P.74-
78

200904 定期健康診断の実施成績

2 ○須賀万智　○吉田勝美　◇松田晋哉
（○予防医学）
（◇産業医科大学）

J Occup Environ
Health

51P.456-
461

200904 Effect of annual health
checkups on medical
expenditures in Japanese
middle-aged workers

3 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

Clin J Pain 25P.313-
319

200904 The national burden of
musculoskeletal pain in
Japan: projections to the
year 2055

4 ○中原慎二　◇SAINT Saly　□SANN Sary
□PHY Radian　△市川政雄　▽木村昭夫
□ENG Lychen
（○予防医学）
（◇カンボジア結核研究センター）
（□カンボジア保健省）
（△筑波大学）
（▽国立国際医療センター）

World Journal of
Surgery

33(4)874
-85

200904 Evaluation of Trauma Care
Resources in Health Centers
and Referral Hospitals in
Cambodia.

5 ○須賀万智
（○予防医学）

肥満と糖尿病 8P.719-
720

200909 夫婦の医療費は似ていますか？

6 ○須賀万智
（○予防医学）

臨床婦人科産科 63P.1181
-1185

200909 日本の乳癌発生の動向

7 ○黒木識敬　◇冨尾淳　○山本豊
○田辺孝大　○杉山和宏　○石井桂輔
○明石暁子　○三上学　○岡田昌彦
○濱邊祐一
（○東京都立墨東病院救命救急センター）
（◇予防医学）

第38回日本救急医
学会総会･学術集
会雑誌

20(8)P.6
55

200910 救命救急センターに搬送された
自殺企図者の過去20年間の傾向

8 ○須賀万智
（○予防医学）

総合健診 36P.445-
451

200911 健診受診者を対象とした腰痛の
予防的介入の費用対効果

予防医学（健康・疫学）　著書

予防医学（健康・疫学）　誌上発表
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9 ○須賀万智　◇谷内麻子　□工藤芳子
◇佐藤准子　○吉田勝美　◇石塚文平
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））
（□岡山理科大学）

Menopause 17P.166-
173

201001 Self-assessed health and
menopausal symptoms among
50-year-old Japanese women;
cross-sectional surveys in
Northern Kawasaki in 1998
and 2008

10 ○池田若葉　◇稲葉裕　□吉田勝美
△竹下達也　▽御輿久美子　☆岡本和士
（○順天堂大学衛生学）
（◇実践女子大公衆衛生学）
（□予防医学）
（△和歌山県立医大公衆衛生学）
（▽奈良県立医大健康政策医学）
（☆愛知県立看護大）

日本衛生学雑誌 65(1)P.6
0-74

201001 日本衛生学会評議員を対象とし
た科学者の行動規範に関する意
識調査

1 ○須賀万智　○吉田勝美　◇松田晋哉
（○予防医学）
（◇産業医科大学）

American
Occupational
Health
Conference

200904 Annual health checkups
reduce medical expenses in
Japanese workers

2 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

American
Occupational
Health
Conference

200904 Repeated fatigue complaints
as a predictor of sickness
absence

3 ○松下知彦　○長谷川太郎　○中野勝
◇岩本晃明　□吉岡和子　△小中弘之
△高栄哲　△並木幹夫　▽田中利明
▽吉田勝美
（○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）
（□国際医療福祉大学病院予防医学ｾﾝﾀｰ）
（△金沢大学泌尿器科）
（▽予防医学）

第97回日本泌尿器
科学会総会

200904 メタボリックシンドロームの臨
床的研究：人間ドック受診者の
遊離テストステロンレベルと下
部尿路症状（LUTS)との関連に
ついて

4 ○池田若葉　◇稲葉裕　□吉田勝美
△竹下達也　▽御輿久美子　☆岡本和士
（○順天堂大学衛生学）
（◇実践女子大公衆衛生学）
（□予防医学）
（△和歌山県立医大公衆衛生学）
（▽奈良県立医大健康政策医学）
（☆愛知県立看護大）

第79回日本衛生学
会総会

200904 日本衛生学会評議員を対象とし
た科学者の行動規範に関する意
識調査

5 ○中原慎二　◇SAINT Saly　□SANN Sary
□PHY Radian　△市川政雄　▽木村昭夫
□ENG Lychen
（○予防医学）
（◇カンボジア結核研究センター）
（□カンボジア保健省）
（△筑波大学）
（▽国立国際医療センター）

第24回日本外傷学
会

200905 カンボジアにおける外傷診療シ
ステム

予防医学（健康・疫学）　学会発表
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6 ○須賀万智　◇浜田直美　○吉田勝美
◇石塚文平
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））

European
Congress of
Rheumatology

200906 Changes in prevalence of
musculoskeletal pain among
community-dwelling middle-
aged Japanese women, 1998-
2008

7 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

European
Congress of
Rheumatology

200906 Estimated reduction in the
national burden of low back
pain in Japan: media
campaign vs. educational
booklet

8 ○冨尾淳　◇佐藤元　□水村容子
（○予防医学）
（◇東京大学大学院医学系研究科公衆衛生
学教室）
（□東洋大学ライフデザイン学）

5th
Mediterranean
Emergency
Medicine
Congress

200909 Disaster Preparedness Status
among Rheumatoid Arthritis
Patients in Japan

9 ○関田康慶　○佐藤美喜子　◇吉田勝美
◇須賀万智
（○東北大学）
（◇予防医学）

第25回日本健康科
学学会

200910 生活習慣病予防のための健康管
理支援と健康産業振興支援シス
テムの設計

10 ○佐藤美喜子　○関田康慶　◇吉田勝美
◇須賀万智
（○東北大学）
（◇予防医学）

第25回日本健康科
学学会

200910 生活習慣病予防のための健康管
理支援情報システムの設計

11 ○須賀万智　◇谷内麻子　□工藤芳子
◇佐藤准子　○吉田勝美　◇石塚文平
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））
（□岡山理科大学）

第24回日本更年期
医学会

200910 地域在住50歳女性における自覚
的健康感と更年期障害の関係

12 ○五十嵐豪　○谷内麻子　○新橋成直子
○代田琢彦　◇工藤芳子　○佐藤准子
□須賀万智　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇岡山理科大学）
（□予防医学）

第24回日本更年期
医学会

200910 川崎市北部在住50歳女性の更年
期症状の10年間における変化

13 ○須賀万智　○吉田勝美
（○予防医学）

第47回日本医療･
病院管理学会

200910 既存資料を活用した保健施策の
導入効果のシミュレーション:
3種類の腰痛対策の比較検討

14 ○須賀万智　◇谷内麻子　○吉田勝美
◇石塚文平
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））

第68回日本公衆衛
生学会総会

200910 地域在住50歳女性における自覚
的健康感と更年期障害の関係:
10年前との比較

15 ○田中利明　○吉田勝美　◇岩本晃明
（○予防医学）
（◇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68回日本公衆衛
生学会総会

200910 下部尿路症状(LUTS)によるQOL
低下の要因
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16 ○冨尾淳　◇豊川智之　□谷原真一
◇小林廉毅
（○予防医学）
（◇東京大学大学院医学系研究科公衆衛生
学教室）
（□福岡大学医学部衛生学教室）

第68回日本公衆衛
生学会総会

200910 縦覧レセプトデータを用いた外
来糖尿病患者の医療費分析

17 ○須賀万智　◇池田俊也　□平尾智広
△杉森裕樹　▽田倉智之　☆佐藤敏彦
（○予防医学）
（◇国際医療福祉大学）
（□香川大学）
（△大東文化大学）
（▽大阪大学）
（☆北里大学）

第20回日本疫学会 201001 医療技術評価のあり方に関する
文献的考察

18 ○須賀万智
（○予防医学）

第38回日本総合健
診医学会

201001 健診受診者を対象とした腰痛の
予防的介入の費用対効果

19 ○山本豊　○田辺孝大　○杉山和宏
◇冨尾淳　○濱邊祐一
（○東京都立墨東病院救命救急センター）
（◇予防医学）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 当院における院外心肺停止蘇生
後患者の脳低温療法治療成績
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1 ○原修一　　向井敏二　○黒崎久仁彦
○栗岩ふみ　○遠藤任彦
（○東京医科大学）

Toxicology (264)
p.69～73

200907 Involvement of extracellular
ascorbate and iron in
hydroxyl radical generation
in rat striatum in carbon
monoxide poisoning.

2 竹下裕史　　鷺盛久　　千葉正悦
井川亨　　平田理恵　　一場一江
向井敏二

法医学の実際と研
究

(52)
p.127～
132

200907 オーラルケア製品使用後に検出
される呼気中エタノールの鑑別

1 千葉正悦　　井川亨　　竹下裕史
一場一江　　鷺盛久　　向井敏二

第93次日本法医学
会学術全国集会

(63)
p.72

200905 法医学的薬物動態におけるトラ
ンスポーターの役割（第１報）
有機アニオントランスポーター
（OAT1）の薬物輸送

2 ○原修一　　向井敏二　○水上創
○栗岩ふみ　○荒川礼二郎　○遠藤任彦
（○東京医科大学）

第93次日本法医学
会学術全国集会

(63)
p.85

200905 一酸化炭素暴露によるラット線
条cAMPの増加とヒドロキシルラ
ジカル生成

3 千葉正悦　　井川亨　　竹下裕史
平田理恵　　一場一江　　鷺盛久
向井敏二

日本法中毒学会第
28年会

p.52～53 200906 ヒト有機アニオントランスポー
ター１（hOAT１）を介したベン
ゾジアゼピン系薬剤の輸送に関
する検討

法医学　誌上発表

法医学　学会発表
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1 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

ﾏﾘｱﾝﾅ筋力ｱｯﾌﾟ教
室のとりくみ

3P90-91 200903 運動と栄養の処方科学

2 河野照茂　　藤谷博人　　谷田部かなか
菅恵理子　　寺脇史子　○糟谷里美
◇水村真由美
（○昭和音楽大学）
（◇お茶の水女子大学）

ﾊﾞﾚｴにおける外
傷･障害(第2報)

58(6)P76
6

200912 体力科学

3 藤谷博人　　河野照茂　　谷田部かなか
菅恵理子　　寺脇史子　　立石圭祐

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ選手
における頭部ﾒﾃﾞｨ
ｶﾙﾁｪｯｸ(MRI､CT)の
有用性とその限界

58(6)P76
1

200912 体力科学

4 寺脇史子　　河野照茂　　藤谷博人
谷田部かなか　　菅恵理子

立位および歩行時
の足圧変化がｼﾝｽ
ﾌﾟﾘﾝﾄ発症に関連
するか

58(6)P76
7

200912 体力科学

5 ○Haruhito Aoki　◇Terushige Kohno
◇Hiroto Fujiya　□Haruyasu Kato
◇Kanaka Yatabe　△Tsuguo Morikawa
▽Jun Seki
（○Dept. of Orthopaedic Surgery, FIFA
Medical Centre of Excellence at
Kawasaki）
（◇FIFA Medical Centre of Excellence,
Kawasaki/St.Marianna University School
of Sports Medicine, Japan）
（□FIFA Medical Centre of Excellence,
Kawasaki）
（△Orthopaedic Surgery, Kawasaki Steel
Company Hospital）
（▽Orthopaedic Surgery, Nishi-Omiya
Hospital）

Incidence of
Injury Among
Adolescent
Soccer Players.
A Comparative
Study of
Artificial and
Natural Grass
Turfs.

20(1) 201001 Clinical Journal of Sports
Medicine

スポーツ医学　誌上発表
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研    究    題    目

1 亀谷学 第103回 医師国家
試験問題解説書

P.94P.14
4P.417～
418
P.424

200904 B問題　医学総論/長文問題　一
般総論103B-12、C問題 必修の
基本的事項　必修一般103C-5,H
問題 必修の基本的事項　必修
一般103H-1,103H-2,103H-9

2 田所浩 Philip
Buttaravoli著 ﾏｲ
ﾅｰｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ

P239～
292P733
～753

200908 第6部　消化器管領域　「事例
58～68」補足事項「A~F」　翻
訳

3 大橋博樹 Philip
Buttaravoli著 ﾏｲ
ﾅｰｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ

P457～
535

200908 第9部　筋・骨格系領域　「事
例109～127」　翻訳

4 亀谷学 CBT こあかり 2.
ｵｰﾙﾁｪｯｸ 予想問題
集

P.728～
745

200911 E 診療の基本　3基本的診療技
能　（5）身体診察：問題820-
834

5 大橋博樹 新家庭医ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹ
ｱ医入門-地域で求
められる医師をめ
ざして

P.29～31
P.38～41

201001 専門医療と家庭医療―3．患者
さんから「これまでの診療所と
どう違うのか｣と聞かれたら，
家庭医療のためのキャリアパス
―5．学生実習／初期研修中に
学びたいこと

1 鳥飼圭人　　石井修　　根本隆章
武岡裕文　　秋山佳子　　村中将洋
土田浩生　　中谷信一　　成田信義
松田隆秀

日本内科学会雑誌 98P.204 200904 当大学病院における総合診療内
科の役割（入院症例の検討）

2 小宮山純 ENTONI 102P.60 200905 「訴えからみためまいの見分け
方」脳神経症状を伴う中枢性め
まい

3 鳥飼圭人　　成田信義　　松田隆秀
○信岡祐彦　◇原正寿　◇三宅良彦
（○臨床検査医学）
（◇内科学（循環器内科））

日本老年医学会雑
誌

46P.40 200906 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
本健康診査における）

4 櫛笥永晴　　田所浩　　森洋平　　亀谷学 JIM 19(8)P.6
00～604

200908 「マイナー・エマージェンシー
診療所外来の救急疾患」[胸部]
①胸を打撲した,②喘息が悪く
なった,③しゃっくりが止まら
ない

5 鳥飼圭人　　成田信義　　武岡裕文
松田隆秀　○戸兵雄子　○原正寿
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

日本臨床生理学会
雑誌

39(5)P.7
6

200909 老人保健基本健康診査における
性別による健診結果の比較検討

内科学（総合診療内科）　著書

内科学（総合診療内科）　誌上発表
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6 ○児玉貴光　　土田知也　○船窪正勝
○藤谷茂樹
（○救急医学）

救急医学 33(10)P.
1389～
1392

200909 「内科エマージェンシー病態生
理の理解と診療の基本」泌尿器
系疾患　腎盂腎炎

7 亀谷学 月刊保団連 1013P.46
～49

200910 　期待される医師・歯科医師が
連携した臨床研究

8 崎山武志 日本小児科学雑誌 113(10)P
.1509～
1518

200910 東洋医学用語編纂に携わって-
日本漢方と中医学

9 田所浩 増刊ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾉｰﾄ
日常診療での薬の
選び方･使い方 日
頃の疑問に答えま
す

11-
Suppl.P.
63～66

200910 第2章　循環器系　6.抗凝固薬
と抗血小板薬の中断と再開のタ
イミングを教えて下さい

10 亀谷学 川崎市多摩区医師
会会報

43P.3 200911 地域医療連携重視の態勢

11 小宮山純 東京都保険医新聞 - 200912 体位変換で治すめまい診療テク
ニック

12 鳥飼圭人　　稲村祥代　　柳田洋平
石井修　　松田隆秀

検査と技術 38(1)P.7
3～74

201001 リウマチ性多発筋痛症

13 小宮山純 診療研究 455P.1～
11

201003 BPPVを中心とするめまい診療の
実践

14 崎山武志 小児科診療 3P.353～
360

201003 小児の漢方療法ーエキスを使い
こなそう　Ⅰ.診断と治療　小
児疾患の漢方的診かたー四診と
症候からの診かた

1 鳥飼圭人　　石井修　　根本隆章
武岡裕文　　秋山佳子　　村中将洋
土田浩生　　中谷信一　　成田信義
松田隆秀

第106回日本内科
学会総会

200904 当大学病院における総合診療内
科の役割（入院症例の検討）

2 村中将洋　　萩庭一元　　崎山武志
松田隆秀

第60回日本東洋医
学会学術集会

200906 聖マリアンナ医科大学における
漢方医学に関する意識調査

3 鳥飼圭人　　成田信義　　松田隆秀
○信岡祐彦　◇原正寿　◇三宅良彦
（○臨床検査医学）
（◇内科学（循環器内科））

第51回日本老年医
学会学術集会

200906 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
本健康診査における）

4 ○伊藤誠　◇加茂力　○加藤一徳
○櫻田幸子　○秋谷裕子　　亀谷学
（○川崎市立多摩病院　医療情報部）
（◇内科学（神経内科））

第11回日本医療ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総
会

200906 入院診療における病院受診経路
別地理的患者動態の分析

内科学（総合診療内科）　学会発表
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5 ○中山美奈　○小口由美　○杉山和夫
◇西木戸修　　松田隆秀
（○臨床検査部）
（◇麻酔学）

第58回日本医学検
査学会

200907 交感神経ブロック治療における
サーモグラフィの評価

6 伊藤龍登　　鳥飼圭人　○小林秀俊
◇信岡祐彦　　柳田洋平　　土田浩生
中谷信一　　石井修　　成田信義
松田隆秀
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇臨床検査医学）

第32回日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ
ｹｱ学会

200908 問診より診断し得た急性腹症の
一例

7 清水裕子　　石井修　○萩原悠太
○小島和晃　　稲村祥代　　武岡裕文
秋山佳子　◇井上健男　　中川禎介
松田隆秀
（○初期臨床研修センター）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ
ｹｱ学会

200908 　喫煙習慣の変化が原因と思わ
れた急性好酸球性肺炎の一例

8 ○福田尚志　　根本隆章　○岩藤元夫
土田浩生　　鳥飼圭人　　村中将洋
松田隆秀
（○初期臨床研修センター）

第32回日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ
ｹｱ学会

200908 感染性大動脈瘤術後食道窄通を
きたした１例

9 大橋博樹　○藤原靖士　◇田原正夫
□高橋賢史
（○奈良市立月ヶ瀬診療所）
（◇大阪赤十字病院）
（□出雲家庭医療学センター）

ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ関連学
会連合学術会議

200908 シンポジウム『中堅医師と若手
医師の悩みと楽しみ〜明るい未
来に向けて〜』

10 大橋博樹 日本家庭医療学会
第20回医学生･研
修医のための家庭
医療学夏期ｾﾐﾅｰ

200908 超家庭医入門〜家庭医ってどん
なお医者さん？〜

11 亀谷学 第24回日本救命医
療学会総会･学術
集会

200909 イブニングセミナー「総合診療
と救急医療」

12 ○仲島麻里可　◇堀越健　　松本享
森洋平　　櫛笥永晴　　田所浩　　亀谷学
（○川崎市立多摩病院　内科）
（◇初期臨床研修センター）

第565回日本内科
学会関東地方会

200909 腹痛・嘔吐を繰り返す遺伝性血
管神経性浮腫の一例

13 小宮山純 横浜市医師会第3
回総合診療研究会

200909 高齢者のめまい・ふらつき

14 鳥飼圭人　　成田信義　　武岡裕文
松田隆秀　○戸兵雄子　○原正寿
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

第46回日本臨床生
理学会総会

200910 老人保健基本健康診査における
性別による健診結果の比較検討

15 土田知也　○若竹春明　○藤谷茂樹
（○救急医学）

第566回日本内科
学会関東地方会

200910 BLNARによる成人発症性骨膜炎
の1例
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16 大橋博樹　○小澤幸子　◇大原昌樹
□佐藤勝
（○佐久総合病院）
（◇綾川町国民健康保険陶病院）
（□哲西町診療所）

地域医療の未来を
みんなで考えるｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ

200910 家庭医・総合医を地域で共同し
て育てるには

17 亀谷学 生田八日会第3回
例会

200910 最近の健康問題

18 根本隆章　○山崎行敬　　鳥飼圭人
◇宮本哲　　石井修　□藤谷茂樹
松田隆秀
（○初期臨床研修センター）
（◇整形外科学）
（□救急医学）

第58回日本感染症
学会東日本地方会
学術集会

200910 複数の人工関節置にMRSA感染症
を発症し保存的治療で成功した
一例

19 小宮山純 東京保険医協会中
央講習会

200911 体位変換で治すめまい診療テク
ニック

20 亀谷学 第48回全国自治体
病院学会

200911 管理分科会　病院紹介『川崎市
立多摩病院-指定管理者による
公設民営病院の運営-」

21 亀谷学 第48回全国自治体
病院学会

200911 臨床医学分科会　シンポジウム
「小児救急への工夫」-小児科
と総合診療科の協力態勢-

22 ○伊藤誠　◇加茂力　○櫻田幸子
○秋谷裕子　　亀谷学
（○川崎市立多摩病院　医療情報部）
（◇内科学（神経内科））

第48回全国自治体
病院学会

200911 予定入院と緊急入院における
DPCの問題点

23 ○櫻田幸子　◇加茂力　○伊藤誠
○秋谷裕子　　亀谷学
（○川崎市立多摩病院　医療情報部）
（◇内科学（神経内科））

第48回全国自治体
病院学会

200911 DPC準備病院における医師に対
するDPC研修活動

24 ○加茂力　◇井上ふみ子　◇澤口陽子
◇関浩治　◇加藤一徳　　亀谷学
（○内科学（神経内科））
（◇川崎市立多摩病院　医療情報部）

第48回全国自治体
病院学会

200911 開院後3年間における医療相談
センターの使命とその成果と課
題

25 ○井上ふみ子　◇加茂力　○岡田みちよ
○下平和代　○三谷美星　○伊藤誠
□鈴木まち子　　亀谷学
（○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　副院長）

第48回全国自治体
病院学会

200911 Patient Flow Management
Clinical Path導入による診療
効率の改善

26 ○岡田みちよ　◇加茂力　○井上ふみ子
○下平和代　○三谷美星　□鈴木まち子
亀谷学
（○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　副院長）

第48回全国自治体
病院学会

200911 当院における市民健康講座への
取り組みと研修効果〜市民の嚥
下性肺炎予防の知識普及に向け
て〜
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27 ○澤口陽子　◇加茂力　○鶴田光子
○安藤加奈　○高橋杏子　○武田優
亀谷学
（○川崎市立多摩病院　医療相談セン
ター）
（◇内科学（神経内科））

第48回全国自治体
病院学会

200911 川崎市北部医療圏における介護
環境の変化に対する転院支援の
課題

28 ○加藤一徳　◇加茂力　○関浩治
○伊藤誠　　亀谷学
（○川崎市立多摩病院　医療相談セン
ター）
（◇内科学（神経内科））

第48回全国自治体
病院学会

200911 開院後3年間における病院受診
経路別地理的患者動態の推移

29 ○桑島規夫　○坪田由紀子　○福田羽衣
○松隈愛子　○伊東みなみ　○山中努
○松浦賢　◇奥瀬千晃　□月川賢
松田隆秀
（○メディカルサポートセンター）
（◇内科学（消化器・肝臓内科））
（□外科学（消化器・一般外科））

第56回聖ﾏﾘｱﾝｱ医
科大学医学会

200912 がん患者・家族へのソーシャル
ワーク支援ー個別支援から患
者・家族との協働へー

30 ○宮内雅利　　根本隆章　　秋山佳子
土田浩生　　石井修　　松田隆秀
（○初期臨床研修センター）

第1回日本病院総
合診療学会学術集
会

201002 身体診察および問診が診断に有
用であった遺伝性出血性毛細血
管拡張の1例

31 ○山崎行敬　　土田浩生　○村田俊輔
稲村祥代　　清水裕子　　根本隆章
石井修　　中川禎介　　松田隆秀
（○初期臨床研修センター）

第570回日本内科
学会関東地方会

201003 SLE患者に発症したアロプリ
ノールによる非典型薬剤性過敏
症症候群（DIHS)の一例

32 土田知也　　田所浩　　櫛笥永晴
○滝沢知世子　　森洋平　　亀谷学
（○川崎市立多摩病院　内科）

第570回日本内科
学会関東地方会

201003 インフルエンザB型感染後にA群
β溶連菌菌血症を呈した1例

33 ○井上ふみ子　◇加茂力　□鈴木まち子
亀谷学
（○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　副院長）

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
学会第9回神奈川
支部学術集会

201003 外来から入院診療までの流れを
管理したクリニカルパスが病棟
看護師の入院時業務の効率化に
及ぼす影響
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1 ｸｴｽﾁｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ看護
師国家試験問題解
説2010

第10
版:p593
～619

200904 クエスチョン・バンク看護師国
家試験問題解説2010－女性生殖
器疾患－

内科学（呼吸器・感染症内科）　著書

○荒瀬康司　◇糸井隆夫　□稲田恵
□井本邦子　□竹縄直子　△海老沢睦
△宗村弥生　△三浦美奈子　△原美鈴
△尾岸恵三子　△太田美帆　▽岡美智代
☆岡本充史　◎小田嶋晋　※落合卓
*1片山一朗　*2河田幸道　*3北浜真理子
*4腰原公人　*5小山達也　*6﨑山快夫
*7白澤千晶　*8鈴木直　*9関保
*10高橋智子　*10原美鈴　*10竹内千鶴子
*11竹内正人　*12土田里香
*13長坂不二夫　*14松延美由紀
*15宮崎伸一　*16武者芳朗　*17山田康
*18渡邉亮一　*19和藤幸弘
（○虎ノ門病院）
（◇東京医科大学病院消化器内科）
（□医療法人社団大和会聖和看護専門学校）
（△東京女子医科大学看護学部成人看護学）
（▽群馬大学医学部保健学科）
（☆北里大学医学部衛生学公衆衛生学）
（◎社会保険労務士）
（※東京女子医科大学病院脳神経センター脳神経
外科）
（*1大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学講座）
（*2岐阜大学）
（*3東京女子医科大学付属膠原病リウマチ痛風セ
ンター）
（*4東京医科大学病院感染制御部）
（*5東京女子医科大学看護学部精神看護学）
（*6自治医科大学さいたま医療センター神経内
科）
（*7白澤歯科医院）
（*8産婦人科学（婦人科））
（*9たまがわ眼科クリニック・昭和大学医医学部
眼科）
（*10東京女子医科大学看護学部成人看護学、）
（*11産科医・東峯ヒューマナイズドケアセン
ター）
（*12東京医科歯科大学発生発達病態学小児科）
（*13島村記念病院）
（*14訪問看護ステーションつばさ）
（*15高月病院精神科）
（*16東邦大学第2整形外科教室）
（*17秋葉原ガーデンクリニック）
（*18自治医科大学看護学部）
（*19金沢医科大学救急医学）
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2 第103回医師国家
試験問題解説

p18～
19.25～
27.46～
47.104.1
63～
164.177.
187～
188.217
～
218.297
～
298.330.
362.427.
461.464.
469～
472.491
～492

200905 第103回医師国家試験問題解説○安部正敏　◇荒瀬康司　□板垣英二
△糸井隆夫　▽岩男暁子　☆岩坂壽二
◎大泉弘幸　※大友康博　*1岡住慎一
*2岡田忠雄　*3岡田忠　*4岡田充史
*5尾島俊之　*6春日井邦夫　*7兼板佳孝
*8河田幸道　*9苅田典生　*10木下澄仁
*11木下良正　*12草壁秀成　*13香坂俊
*14児玉貴光　*15小林浩　*16今田恒夫
*17近藤健二　*18近藤哲　*19斎藤伸二郎
*20崎山快夫　*21下屋浩一郎　*22鈴木直
*23関保　*24瀬戸口靖弘　*25田勢長一郎
*26田中祐司　*27田中良哉　*28土田里香
*29富木雄一　*30長坂不二夫
*31中田雅彦　*32中屋重直　*33中山昌樹
*34西浦博　*35樋上哲哉　*36平田幸一
*37平野勉　*38藤井英紀　*39細井温
*40本間敏明　*41前田明彦　*42益子邦洋
*43松原英俊　*44三上さおり　*45水口雅
*46水谷隆史　*47三角和雄
*48宮越重三郎　*49宮崎伸一
*50宮良高維　*51森一博　*52矢島知治
*53山下智也　*54山田宣夫　*55山本秀樹
*56吉田和彦　*57和田秀穂　*58渡邉重行
*59和藤幸弘
（○群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学）
（◇虎ノ門病院肝臓科）（□杏林大学医学部第３内科）
（△東京医科大学病院消化器内科）
（▽埼玉社会保険病院健康管理センター）
（☆関西医科大学内科学第２講座）
（◎山形大学医学部外科学第２講座）
（※東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野）
（*1東邦大学医療センター佐倉病院外科）
（*2北海道大学病院小児外科）
（*3愛知医科大学医学部生理学第１講座）
（*4北里大学医学部衛生学公衆衛生教室）
（*5浜松医科大学健康社会医学）
（*6愛知医科大学医学部消化器内科）
（*7日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）（*8岐阜大学）
（*9神戸大学大学院医学研究科内科学講座神経内科学分野）
（*10熊本市立熊本市民病院耳鼻咽喉科）
（*11宗像水光会総合病院脳神経外科）（*12くさかべ皮フ科）
（*13慶應義塾大学病院循環器内科）（*14救急医学）
（*15奈良県立医科大学産婦人科学）
（*16山形大学医学部内科第１講座）
（*17東京大学医学部付属病院耳鼻咽喉科聴覚音声外科）
（*18北海道大学医学部研究科腫瘍外科学）
（*19山形市立病院済生館脳神経外科）
（*20自治医科大学さいたま医療センター）
（*21川崎医科大学産婦人科）（*22産婦人科学（婦人科））
（*23たまがわ眼科クリニック・昭和大学医医学部眼科）
（*24東京医科大学内科学第１講座）
（*25福島県立医科大学救急科）
（*26防衛医科大学校内科３部門）
（*27産業医科大学第１内科学）
（*28東京医科歯科大学発生発達病態学小児科）
（*29順天堂大学医学部下部消化管外科学）
（*30田中脳神経外科病院）
（*31山口大学医学部付属病院周産母子センター）
（*32岩手医科大学）（*33関東労災病院産婦人科）
（*34ユトレヒト大学理論疫学）
（*35札幌医科大学外科学第２講座）
（*36独協医科大学内科学（神経）
（*37昭和大学医学部糖尿病代謝内分泌内科学）
（*38東京慈恵会医科大学附属病院整形外科）
（*39杏林大学医学部心臓血管外科）
（*40帝京大学ちば総合医療センター第３内科学）
（*41高知大学医学部小児科）
（*42日本医科大学千葉北総合病院救命救急医療センター）
（*43滋賀医科大学医学部付属病院総合診療部）
（*44東京医科歯科大学医学部付属病院救命救急センター）
（*45東京大学大学院医学系研究科発達医科学教室）
（*46南永田診療所）（*47千葉西総合病院）
（*48地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター血液内科）
（*49高月病院精神科）
（*50近畿大学医学部呼吸器アレルギー内科）
（*51徳島市民病院小児科）
（*52慶應義塾大学医学部消化器内科）
（*53神戸大学医学部付属病院循環器内科）
（*54大曾根クリニック）
（*55岡山大学大学院環境研究科生命環境学先行
人間生体学講座国際保健学分野）
（*56東京慈恵会医科大学外科学講座）
（*57川崎医科大学内科学）
（*58水戸協同病院筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター）
（*59金沢医科大学救急医学教室）
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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

3 卵巣癌診療ﾊﾝﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ

p176～
183

200910 ９．治療フローチャート３）再
発癌の治療方針

○杉山徹　○熊谷晴介　○庄子忠宏
○村井正俊　○竹内聡　○小見英夫
◇中路重之　□横山良仁　△西田敬
▽小宮山慎一　▽長谷川清志
▽宇田川、康博　☆松元隆　◎渡利英道
※桜木範明　*1富樫かおり　*1中本裕士
*2玉井賢　*2小山貴　*3寺井義人
*4藤原潔　*4竹島信宏　*5滝沢憲
*6寒河江悟　*7津田浩史　*7進伸幸
*7青木大輔　*8岡本愛光　*8山田恭輔
*8矢内原臨　*8新美茂樹　*8落合和徳
*9喜多恒和　*10大田俊一郎　*10牛嶋公生
*11寺内文敏　*12鈴木直　*12大原樹
*12小林陽一　*12木口一成　*13渡部洋
*13星合昊　*14伊藤公彦　*15田畑務
*16藤原恵一　*16長尾昌二　*17細川健一
*18恩田貴志　*19波多江正紀
*20竹原和宏　*21高野政志　*22嶋田宗昭
*23紀川純三　*24松本光史　*25高野忠夫
*26有賀拓郎　*26戸板崇文　*26村山貞幸
*11藤村雅樹　*27谷口秀一　*27小林裕明
（○岩手医科大学医学部産婦人科）
（◇弘前大学大学院医学研究科社会医学）
（□弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学）
（△大分県済生会日田病院）
（▽藤田保健衛生大学医学部産婦人科学）
（☆国立病院機構四国がんセンター婦人科）
（◎北海道大学病院婦人科）
（※北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌・腫瘍学）
（*1京都大学大学院医学研究科放射線医学）
（*2京都大学医学部付属病院放射線部）
（*3大阪医科大学産婦人科学）
（*4癌研究会有明病院婦人科）
（*5癌研究会有明病院レディースセンター長）
（*6JR札幌病院副院長）
（*7慶應義塾大学医学部産婦人科学）
（*8東京慈恵会医科大学産婦人科学）
（*9帝京大学医学部産婦人科学）
（*10久留米医科大学産婦人科学）
（*11東京医科大学産科婦人科学）
（*12産婦人科学（婦人科））
（*13近畿大学医学部産婦人科学）
（*14関西労災病院産婦人科）
（*15三重大学医学部産科婦人科学）
（*16埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）
（*17京都府立医科大学医学部産婦人科学）
（*18国立がんセンター中央病院婦人科）
（*19鹿児島市立病院産婦人科）
（*20国立病院機構呉医療センター・
 中国がんセンター婦人科）
（*21防衛医科大学校病院婦人科）
（*22鳥取大学医学部産婦人科学）
（*23鳥取大学医学部付属病院がんセンター長）
（*24兵庫県立がんセンター腫瘍内科医長）
（*25東北大学病院婦人科）
（*26琉球大学医学部放射線医学分野）
（*27九州大学病院産科婦人科学）
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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

4 不妊治療のための
卵子学

p43～47 201001 排卵のメカニズム（排卵に必要
な条件・主席卵胞の構造・ゴナ
ドトロピンサージ・排卵のメカ
ニズム）

○鈴木秋悦　◇倉沢滋明　□佐藤英明
□星野由美　△横尾正樹　▽北井啓勝
☆森本義晴　◎久保晴美　※高野昇
*1佐藤嘉兵　*2石塚文平　*3高橋則行
*4沖津摂　*5間壁さよ子　*6片寄治男
*6柳田薫　*7菅沼亮太　*8林章太郎
*9河野康志　*9楢原久司　*10東口篤司
*11岩田京子　*11見尾保幸　*12佐藤節子
☆中岡義晴　*13鈴木直　☆橋本周
*14細井美彦　*15大月純子　*16桑山正成
*17荒木康久　*17荒木泰行　*18阿部宏之
*19詠田由美　*20福田愛作　*21石川孝之
*21京野廣一　*22堀内俊孝　*23菅原延夫
*24大塩達弥　*25藤井俊史　*26蔵本武志
*27福田淳　*28古井憲司　*29John Smitz
*30山下正紀　*30岩山広　*31乾裕昭
*31水野仁二　*31赤石一幸　*31渡邉百合
（○生殖バイオロジー東京シンポジウム）
（◇銀座ウィメンズクリニック）
（□東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野）
（△秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科）
（▽稲城市立病院産婦人科）
（☆IVFなんばクリニック）
（◎NPO法人日本不妊予防協会付設渋谷橋レディースクリニッ
ク）
（※ポートスクエア柏戸クリニック婦人科）
（*1日本大学生物資源科学部応用生物学科）
（*2産婦人科学（産科））
（*3産婦人科学）
（*4三宅医院生殖医療センター）
（*5神田第二クリニック）
（*6国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）
（*7福島県立医科大学医学部産婦人科）
（*8福島赤十字病院産婦人科）
（*9大分大学医学部産科婦人科）
（*10斗南病院生殖内分泌科）
（*11矢野産婦人科）
（*12横田マタニティホスピタル）
（*13産婦人科学（婦人科））
（*14近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）
（*15永井クリニック）
（*16加藤レディースクリニック）
（*17高度生殖医療技術研究所）
（*18山形大学大学院理王学研究科物質科学工学分野）
（*19IVF詠田クリニック）
（*20IVF大阪クリニック）
（*21京野アートクリニック）
（*22県立広島大学生命環境学部生命科学科）
（*23いわき婦人科）
（*24東京ベイレディースクリニック）
（*25前大城クリニック）
（*26蔵本ウィメンズクリニック）
（*27市立秋田総合病院産婦人科）
（*28クリニックママ）
（*29ベルギー自由大学）
（*30山下レディースクリニック）
（*31乾マタニティクリニック）
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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

5 不妊治療のための
卵子学

p161～
167

201001 卵巣組織凍結保存法の現状（近
年の若年癌患者の特色・癌の治
療と卵巣機能不全・卵巣組織凍
結の臨床応用ーヒトにおける成
功例・カニクイザルを用いた新
しい卵巣組織凍結保存法の開
発・卵巣組織凍結の展望

1 駒瀬裕子　　山口裕礼　　森田あかね
石橋令臣　　池原瑞樹　　山本崇人
○向井秀人　○波多野智宏　○平本千佳子
（○横浜市旭区薬剤師会）

喘息 22巻1号
p71-p77

200904 横浜市西部地域における病薬診
連携の効果（第5報）薬局にお
ける処方箋の解析

2 峯下昌道　　石田敦子　　宮澤輝臣 医学書院 呼吸と
循環

第57巻5
号507-
511

200905 膿胸の治療

○鈴木秋悦　◇倉沢滋明　□佐藤英明
□星野由美　△横尾正樹　▽北井啓勝
☆森本義晴　◎久保晴美　※高野昇
*1佐藤嘉兵　*2石塚文平　*3高橋則行
*4沖津摂　*5間壁さよ子　*6片寄治男
*6柳田薫　*7菅沼亮太　*8林章太郎
*9河野康志　*9楢原久司　*10東口篤司
*11岩田京子　*11見尾保幸　*12佐藤節子
☆中岡義晴　*13鈴木直　☆橋本周
*14細井美彦　*15大月純子　*16桑山正成
*17荒木康久　*17荒木泰行　*18阿部宏之
*19詠田由美　*20福田愛作　*21石川孝之
*21京野廣一　*22堀内俊孝　*23菅原延夫
*24大塩達弥　*25藤井俊史　*26蔵本武志
*27福田淳　*28古井憲司　*29John Smitz
*30山下正紀　*30岩山広　*31乾裕昭
*31水野仁二　*31赤石一幸　*31渡邉百合
（○生殖バイオロジー東京シンポジウム）
（◇銀座ウィメンズクリニック）
（□東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野）
（△秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科）
（▽稲城市立病院産婦人科）
（☆IVFなんばクリニック）
（◎NPO法人日本不妊予防協会付設渋谷橋レディースクリニッ
ク）
（※ポートスクエア柏戸クリニック婦人科）
（*1日本大学生物資源科学部応用生物学科）
（*2産婦人科学（産科））
（*3産婦人科学）
（*4三宅医院生殖医療センター）
（*5神田第二クリニック）
（*6国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）
（*7福島県立医科大学医学部産婦人科）
（*8福島赤十字病院産婦人科）
（*9大分大学医学部産科婦人科）
（*10斗南病院生殖内分泌科）
（*11矢野産婦人科）
（*12横田マタニティホスピタル）
（*13産婦人科学（婦人科））
（*14近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）
（*15永井クリニック）
（*16加藤レディースクリニック）
（*17高度生殖医療技術研究所）
（*18山形大学大学院理王学研究科物質科学工学分野）
（*19IVF詠田クリニック）
（*20IVF大阪クリニック）
（*21京野アートクリニック）
（*22県立広島大学生命環境学部生命科学科）
（*23いわき婦人科）
（*24東京ベイレディースクリニック）
（*25前大城クリニック）
（*26蔵本ウィメンズクリニック）
（*27市立秋田総合病院産婦人科）
（*28クリニックママ）
（*29ベルギー自由大学）
（*30山下レディースクリニック）
（*31乾マタニティクリニック）

内科学（呼吸器・感染症内科）　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

3 ○深谷真理子　◇横山有里　◇横山仁志
◇大森圭貢　◇笠原酉介　◇下田志麻
駒瀬裕子　□笹益雄
（○横浜市旭区薬剤師会）
（◇西部病院リハビリテーション部）
（□整形外科学）

理学療法ｼﾞｬｰﾅﾙ 5巻p457-
461

200905 間質性肺炎患者における運動誘
発性低酸素血症の予測指標

4 Makoto Hoshino　　Hiroshi Handa
Teruomi Miyazawa

Allergology
International

58:No3
357-363

200905 Effects of salmeterol and
fluticasone propinate
combination versus
fluticasone propinate on
airway function and
eosinophilic inflammation in
mild asthma.

5 ○Noriaki Kurimoto
○Haruhiko Nakamura
Teruomi Miyazawa
（○外科学（呼吸器外科））

J Med Ultrasound 17(1)31-
43

200905 Overview of Endobronchial
Ultrasonography in Chest
Medicine depth diagnosis
EBUS-TBNA, endobrochial
ultrasonography(EBUS),guide
sheath, transbronchial
needle aspiration (TBNA)

6 宮澤輝臣　○丹羽宏　○棚橋雅幸
○近藤丘　○大崎熊伸　○岡田克彦
○佐藤滋樹　○鈴木栄一　○千場博
○藤野昇三　○小林紘一
（○日本呼吸器内視鏡学会）

気管支学 第31巻 200905 ２００６年アンケート調査から
みた国内における気管支鏡の実
態

7 宮澤輝臣 呼吸と循環 Vol57No6 200906 呼吸器疾患治療の進捗：薬物療
法と非薬物療法COPDの非薬物療
法

8 駒瀬裕子 呼吸器ｹｱ 7巻7号
P697-
P702

200907 CaseStudy子宮ケアにつなげる
患者アセスメント気管支喘息

9 宮澤輝臣　　西根広樹　　木田博隆
古屋直樹　　峯下昌道

呼吸 Vol28No8
p771-
p776

200908 COPDにおける気管支鏡インター
ベンション

10 宮澤輝臣　　西根広樹　　木田博隆
半田寛　　古屋直樹　　峯下昌道

呼吸 ﾚｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝﾌｧ
ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

28巻8号
p771-
p776

200909 COPDにおける気管支鏡インター
ベンション

11 宮澤輝臣　○栗本典昭　　大重雅寛
藤田佳嗣　　松岡由香　　井上健男
西根広樹　　木田博隆　　半田寛
古屋直樹　　石川文月　　中村美保
佐治淳子　　石田敦子　　延山誠一
白川妙子　　峯下昌道　○中村治彦
（○外科学（呼吸器外科））

呼吸と循環 医学書院
第57巻第
9号

200909 高度の診断的気管支鏡の可能性

12 石田敦子　　宮澤輝臣 CLINICAL
ONCOLOGY 腫瘍内
科

Vol.4No.
3p199-
p203

200909 気道狭窄・喀血
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13 石田敦子　　中村美保　　石川文月
松岡由香　　古屋直樹　　木田博隆
半田寛　　西根広樹　　大重雅寛
佐治淳子　　藤田佳嗣　　延山誠一
白川妙子　　峯下昌道　　井上健男
○森田克彦　◇栗本典昭　　宮澤輝臣
（○岩国みなみ病院外科）
（◇外科学（呼吸器外科））

気管支学 Vol31巻
p328-
p333

200909 胸腔鏡

14 宮澤輝臣 新臨床腫瘍学(が
ん薬物療法専門医
のために) 改定第
2版

南江堂
p209-
p213

200910 呼吸器（内視鏡診断）

15 駒瀬裕子　　石田明　　森田あかね
石橋令臣　○奥平毅　○平野恭子
◇波多野智宏　◇深谷真理子
◇平本千佳子　◇向井秀人
（○西部病院薬剤部）
（◇横浜市旭区薬剤師会）

呼吸器ｹｱ 7巻10号
P1035-
P1040

200910 患者指導シートを使ってすぐ出
来る吸入療法の効果的な指導ポ
イント　喘息・COPD患者への吸
入指導の注意と指導

16 駒瀬裕子　　森田あかね　　石田明
山口裕礼　　池原瑞樹　　山本崇人
○石橋令臣　○飛鳥井祥子　○岡田孝弘
○橋場友則　○香山秀之　○藤井隆人
◇大矢清　◇真鍋隆弘
（○横浜市医師会）
（◇上白根病院）

ｱﾚﾙｷﾞｰ免疫 16(1)179
0-1796

200910 病診連携による喘息治療の変化
と今後の問題点　特に吸入ステ
ロイド薬の使用量

17 駒瀬裕子 EBMｱﾚﾙｷﾞｰ疾患の
治療

P2010-
2011

200910 GINAでは患者教育、コメディカ
ルとの連携の有用性が強調され
ているがその効果の検証として
のエビデンスは？

18 古屋直樹　　宮澤輝臣 Respiratory
Medhicine 呼吸器
科

Vol16No4
p346-
p350

200910 肺癌の気道狭窄に対する治療

19 Atsuko Ishida　　Fuzuki Ishikawa
Miho Nakamura　　Yuka Miyazu
Masamichi Mineshita
Noriaki Kurimoto　○Jyunki Koike
◇Takashi Nishisaka
Teruomi Miyazawa　□Phillip　Astoule
（○病院病理部）
（◇県立広島病院臨床検査科）
（□St.Marguerite Hospital University）

Respiration 78:432-
439

200911 Narrow Band Imaging Applied
to Pleuroscopy　for the
Assesｓment　of　Vascular
Pattern of the Pleura

20 宮澤輝臣 気管支学 31巻6号
p367-
p368

200911 呼吸器インターベンションセミ
ナー

21 峯下昌道　　宮澤輝臣 Asthma&COPD p42-p46 200911 COPDにおける治療抵抗性呼吸困
難の管理のための肺容量減量手
術
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22 山本崇人　○斉藤春洋　○近藤哲郎
◇伊藤宏之　○尾下文浩　○坪井正博
○中山治彦　○横瀬智之　○亀田陽一
駒瀬裕子　　宮澤輝臣　○山田耕三
（○神奈川県立がんセンター呼吸器科）
（◇麻酔学）

臨床放射線 P2010-
2012

201001 肺野型小型扁平上皮癌のthin-
sectionCT画像・病理所見およ
び臨床像の検討

23 駒瀬裕子 今日の治療指針 P656-656 201001 血清病

24 Mizuki Ikehara　　Yuko　Komase
Akane Morita　　Hiromichi Yamaguchi
Takahito Yamamoto

J Infect
Chemother

16P49-
P52

201001 Paragonimiasis in a person
whose symptoms were shown
22years after emigratioing
to Japan from Laos

25 宮澤輝臣 医学書院 今日の
治療指針 私はこ
う治療している

p277-
p278

201001 血痰・喀痰

26 宮澤輝臣　　西根広樹　　半田寛 呼吸器 p275 201001 気管支鏡による慢性閉塞性肺疾
患治療の進歩

27 木田博隆　　宮澤輝臣 呼吸器疾患最新の
治療2010-2012

p189-
p192

201001 気道異物吸引

28 ○斉藤寿一郎　◇近藤春裕　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

産科と婦人科 76(s):p2
95～301

200904 【産婦人科手術療法マニュア
ル】内視鏡手術　子宮鏡下手術

29 ○井槌慎一郎
（○産婦人科学（産科））

産科と婦人科 76(s):p1
4～19

200904 【産婦人科手術療法マニュア
ル】羊水補充療法

30 ○高江正道　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科治療増刊 98(53):p
493～498

200904 【知っておきたい今日のホルモ
ン療法】不妊治療に関わる血中
ホルモン-最近の話題「抗
ミューラー管ホルモン」－

31 ○鈴木直　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

脳神経外科ｼﾞｬｰﾅﾙ
別冊

18(5):p3
61～366

200905 抗癌剤による化学療法が若年女
性癌患者の妊孕性に及ぼす影響
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32 ○Daisuke Aoki　◇Yoshinao Oda
□Satoshi Hattori　△Ken-ichi Taguti
▽Yoshihiro Ohishi　☆Yuji Basaki
◎Shinji Oie　※Nao Suzuki
*1Suminori Kono　*2Masazumi Tsuneyoshi
*3Ｍ　Ｏｎｏ　*4Takashi Yanagawa
*5Michiko　Kuwano
（○Department of Obstetrics and Gynecology,
School of Medicine, Keio University）
（◇Department of Applied Biological Sciences,
Saga University,）
（□Endocrinology and Metabolism, Tsunemicho
Hospital, Ashikaga）
（△Russell H. Morgan Department of Radiology and
Radiological Sciences, Johns Hopkins University
School of Medicine）
（▽Department of Advanced Material Science,
University of Tokyo）
（☆Department of Pharmaceutical Oncology,
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu
University）
（◎Department of Pharmacy, Yamaguchi University
Hospital）
（※Department of Obstetrics and Gynecology,St
Marianna University School of Medicine）
（*1First Department of Medicine, Hamamatsu
University School of Medicine）
（*2Department of Anatomic Pathology, Graduate
School of Medical Sciences, Kyushu University）
（*3School of Agriculture, Tokai University）
（*4Department of Orthopaedic Surgery, Gunma
University School of Health Science, Gunma
University Graduate School of Medicine）
（*5Graduate School of Agricultural and Life
Sciences, University of Tokyo）

Clin Cancer
Research

15:p1473
-1480

200905 Overexpression of Class Ⅲ-
Tubulin Predicts Good
Response to Taxane-based
Chemotherapy in Ovarian
Clear Cell Adenocarcinoma

33 ○Wataru Tarumi　◇Nao Suzuk
◇Noriyuki Takahash　◇Yoichi Kobayash
◇Kazushige Kiguch　○Kahei Sato
◇Bunpei Ishizuka
（○Department of Bioresource Science,
Nihon University）
（◇Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）

J. Obstet
.Gynaecol. Res

35(3):p4
14-420

200906 Ovarian toxicity of
paclitaxel and effect on
fertility in the rat

34 ○Yoichi Kobayash　◇Tatsuru Ohara
◇Yasuna Wada　◇Yoshiko Okuda
◇Haruhiro Kondo　◇Yoshiaki Okuma
◇Nao Suzuk　□Hiromichi,Gomi
◇Kazushige Kiguch　△Bunpei ishizuka
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□Departments of
Radiology,St.Marianna University,School
of Medicine）
（△産婦人科学（産科））

J. Obstet
.Gynaecol. Res

35(3):p4
90～494

200906 Concurrent chemoradiotherapy
with nedaplatin after
radical hysterectomy in
patients with stage ⅠΒand
Ⅱcervical cancer

35 ○吉田彩子　◇大原樹　◇細沼信示
◇矢作奈美子　◇和田康菜　○津田千春
◇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））

日本産科婦人科学
会 関東連合地方
部会誌 第117回学
術集会抄録号

46(2):p1
57

200906 当院における婦人科癌脳転移7
症例の検討
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36 ○村山季美枝　○森川香子　◇西ヶ谷順子
◇速水麻紀　○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））

日本産科婦人科学
会 関東連合地方
部会誌 第117回学
術集会抄録号

46(2):p1
95

200906 胎児の短腸症候群により臍帯潰
瘍を合併し自然分娩に至った一
症例

37 ○大熊克彰　○西島千絵　○吉岡範人
◇長田まり絵　◇房間茂由　○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））

日本産科婦人科学
会 関東連合地方
部会誌 第117回学
術集会抄録号

46(2)p:2
11

200906 腟式子宮全摘術への生理的食塩
水バソプレシン使用の比較検討

38 ○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 63(6):p8
52-855

200906 【HRTの新ガイドラインを読み
解く】【HRTの適応】卵巣摘出
後、早期閉経

39 ○鈴木直　○吉岡範人　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

血液ﾌﾛﾝﾃｨｱ 19(7):p5
5-61

200907 外科手術後の静脈血栓塞栓症
（VTE）に対する新しい抗凝固
薬の有用性

40 ○森川香子　◇小林陽一　◇西ヶ谷順子
◇大原樹　◇鈴木直　◇木口一成
□戸澤晃子　□田所衛
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□診断病理学）

日本婦人科腫瘍学
会雑誌

27(3):別
刷

200907 有茎性槳膜下腫瘍として発育し
た低悪性度子宮内膜間質肉腫の
一例

41 ○高江正道　◇伊藤正則　□高橋則行
○石塚文平　◇平田和明
（○産婦人科学（産科））
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3-
4):p213
～223

200908 卵胞発育と成熟に対する
Androgenの影響―単一卵胞培養
系を用いた解析―

42 ○杉下陽堂　◇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））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3-
4):p249
～259

200908 卵におけるneurofilament
heavy chain　の発現－そのリ
ン酸化と卵変性の関連性

43 ○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3-
4):287～
298

200908 卵巣がん診療の最前線

44 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本生殖内分泌学
会雑誌

14:p48～
50

200909 早発卵巣不全（早発閉経
〔premature ovarian
failure;POF〕）とその関連遺
伝子群

45 ○Norihito YOSHIOKA　○Nao SUZUKI
○Atsushi UEKAWA　○Kazushige KIGUCH
◇Bunpei ISHIZUKA
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

HUMAN CELL 22(4):p9
4-100

200910 POU6F1 is the transcription
factor that might be
involved in cell
proliferation of clear cell
adenocarcinoma of the ovary

46 ○斉藤寿一郎　○森川香子　◇近藤春裕
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

産婦人科の実際 58(11):p
1773-
1779

200910 【不妊治療ハンドブック】　治
療　子宮今日
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47 ○石山めぐみ　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 58(11):p
1716-
1720

200910 【不妊治療ハンドブック】　治
療　高プラクチン血症の取り扱
い

48 ○新橋成直子　○代田琢彦　○五十嵐豪
○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本更年期医学会
雑誌

17(2):p1
66-170

200910 アゼリア（更年期）が医ら期に
おけるマンモグラフィーの検討

49 ○矢作奈美子　○栗林靖　○和田康菜
○大熊克彰　○水原浩　◇相田芳夫
○鈴木直　○小林陽一　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

日本産科婦人科学
会関東連合地方部
会誌

46(4):p3
73-377

200911 境界悪性傍卵巣腫瘍の1例

50 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

日本産科婦人科学
会誌

61(11):p
2042-
2053

200911 難治性卵巣がんに対する新たな
分子標本的治療の開発を目指し
た基礎的研究ー基礎から臨床へ

51 ○鈴木直　◇高江正道　◇五十嵐豪
◇杉下陽堂　◇奥津由記　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 63(11):p
1373-
1377

200911 卵巣組織凍結保存・自家移植の
現状

52 ○鈴木直　◇戸澤晃子　□樽見航
○吉岡範人　◇小池淳樹　○木口一成
△石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□日本大学生物資源科学部）
（△産婦人科学（産科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(06):p
441-446

200912 難治性卵巣がんである卵巣明細
胞腺癌に対する新しい分子標的
治療の開発を目指した研究

53 ○田村みどり　○石山めぐみ　○津田千春
◇大原樹　○新橋成直子　○森川香子
○五十嵐豪　◇近藤春裕　◇鈴木直
○斉藤寿一郎　○石塚文平　□田中幹夫
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□太田西ノ内病院産婦人科）

日本産科婦人科内
視鏡学会雑誌

25(2):p4
28-431

200912 腹腔鏡手術中の患者低体温に対
するガス加湿・加湿装置の効果

54 ○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））

癌と科学療法 36(13)別
冊

200912 再発卵巣癌に対するIrinotecan
＋Cisplatin療法の有用性

55 ○Nao Suzuki　○Norihito Yoshioka
○Atsushi  Uekawa　◇Noriomi Matsumura
○Akiko Tozawa　□Jyunki Koike
◇Ikuo Konish　○kazushige Kiguchi
△Bunpei Ishizuka
（○産婦人科学（婦人科））
（◇Department of Obstetrics and
gynecology,School of Medicine,Kyoto
University）
（□診断病理学）
（△産婦人科学（産科））

Int J Gynecol
Cancer. 2010
Feb;20(2):212-9

2010
Feb;20(2
):p212-9

210002 Transcription factor POU6F1
is important for
proliferation of clear cell
adenocarcinoma of the ovary
and is a potential new
molecular target.
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56 ○橋本周　◇鈴木直　□石塚文平
○森本義晴
（○IVFなんばクリニック）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 59(3):p3
67-374

201003 生殖：生殖細胞保存の有用性－
妊孕性の温存を目的とした生殖
細胞の腸急速凍結保存－

57 ○田中宏明　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本医事新報 4483:p75
-77

201003 更年期障害のホルモン補充療法
（HRT)の概要

1 田口篤　　延山誠一　　斉藤善光
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

第128回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200904 7年の経過中2度のステント入れ
替え術を行った気管結核の一例

2 森田あかね　　駒瀬裕子　　田中洋軸
山口裕礼

第83回日本感染症
学会総会

200904 H20年度と過去4年間のインフル
エンザ流行期における当院従業
員の職種別ワクチン接種率と罹
患率の検討

3 西根広樹　　平本雄彦　　井上健男
半田寛　　古屋直樹　　木田博隆
石川文月　　中村美保　　大重雅寛
佐治淳子

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 気道内圧測定による気管支狭窄
病変の評価

4 半田寛　　峯下昌道　　古屋直樹
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
延山誠一　　宮澤輝臣

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 呼吸器インターベンションに対
するIOSの有用性の検討

5 木田博隆　　峯下昌道　　宮澤輝臣
西根広樹

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 健常者におけるVRI 所見；
Heliox 吸入の影響について

6 石田敦子　　藤田佳嗣　　井上健男
延山誠一　　宮澤輝臣

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 胸腔鏡

7 石川文月　○栗本典昭　　石田敦子
中村美保　　佐治淳子　　大重雅寛
藤田佳嗣　　宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））

第33回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 NBIを用いた気道病変の血管形
態の検討

8 西根広樹 第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 気道ステントにおける呼吸生理
学

9 峯下昌道 第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 喫煙者においては肺内気流分布
と肺機能が相関するVRIによる
検討

10 西根広樹 第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 圧一圧曲線による気道狭窄の評
価

内科学（呼吸器・感染症内科）　学会発表
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11 木田博隆 第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 健常人におけるVRI所見：振動
強度分布の性差，Heliox吸入前
後VRI所見について

12 半田寛　　峯下昌道　　佐治淳子
西根広樹　　木田博隆　　宮澤輝臣

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 中枢気道狭窄に対する呼吸器イ
ンターベンションの術前評価項
目としてのIOSの有用性につい
ての検討

13 佐治淳子　　峯下昌道　　木田博隆
半田寛　　西根広樹　　石川文月
中村美保　　大重雅寛　　石田敦子
藤田佳嗣　　延山誠一　　井上健男
白川妙子　　宮澤輝臣

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 気管支喘息患者および健常者に
おけるvri（Vibration
ResponseImaging)を用いた呼吸
生理学検討

14 ○山口裕礼　○東憲孝　○谷口正実
○小野恵美子　○三田晴久　　駒瀬裕子
宮澤輝臣　○秋山一男
（○国立病院機構相模原病院臨床研修セン
ター）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 喘息重症度別からみた尿中
Lipoxin(LX)及び
15epiLipoxin(15epiLX)濃度の
検討

15 池原瑞樹　○斉藤春洋　○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
（○神奈川県立がんセンター呼吸器科）
（◇麻酔学）

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 径20ｍｍ以下充実型肺腺癌のＴ
ｈｉｎ-sectionCT画像所見と予
後の検討

16 石橋令臣　　駒瀬裕子　　森田あかね
山口裕礼　　池原瑞樹　　山本崇人
宮澤輝臣　○波多野智弘　○向井秀人
森田あかね
（○横浜市旭区薬剤師会）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 気管支喘息患者の吸入指導に関
する検討

17 ○福富友馬　◇中川武正　○谷口正美
○渡辺淳子　　駒瀬裕子　○中村裕之
□赤澤晃　○秋山一男
（○国立病院機構相模原病院臨床研修セン
ター）
（◇(財）白浜医療福祉財団　川添診療所
）
（□国立成育医療センター小児科）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 静岡県藤枝市における成人喘息
有病率の経念的変化1985、1999
年、2006年の比較

18 駒瀬裕子　　森田あかね　　池原瑞樹
山本崇人　　山口裕礼　　石橋令臣
○真鍋隆宏　◇中島宏昭
（○上白根病院）
（◇昭和大学横浜市北部病院呼吸器セン
ター）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 非専門医療機関での救急受診の
実態調査

19 宮澤輝臣 第150回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200906 Airway Stentology stents and
stunts

20 峯下昌道 宮前区学術講演会 200906 COPDスクリーニングとその後の
治療
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21 永倉顕一　　井上健男　　星野誠
白川妙子　　宮澤輝臣　　宮澤輝臣
峯下昌道　　長倉顕一　　石田敦子
石川文月　　中村美保　　渋川健太郎
木田博隆　　半田寛　　西根広樹
大重雅寛　　佐治淳子　　延山誠一

日本呼吸器内視鏡
学会関東支部会

200906 座位にて気道ステント留置術を
行った転移性肺癌の一例

22 ○山口裕礼　○東憲孝　○谷口正実
○小野恵美子　○三田晴久　○梶原景一
駒瀬裕子　◇中川武正　　宮澤輝臣
○秋山一男
（○国立病院機構相模原病院臨床研修セン
ター）
（◇(財）白浜医療福祉財団　川添診療所
）

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春季臨床大会

200906 アスピリン喘息（AIA)と非アス
ピリン喘息（ATA)における尿中
Lipoxin(LX)及び
15epiLipoxin(15epiLX)濃度の
検討

23 駒瀬裕子　○奥平毅　○平野恭子
◇向井秀人　◇波多野智弘　◇関谷真理子
◇平本千香子
（○西部病院薬剤部）
（◇横浜市旭区薬剤師会）

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春季臨床大会

200906 アレルギー診療におけるチーム
医療横浜市西部地域における病
院薬局と開業薬局の連携

24 森田あかね　　駒瀬裕子　　池原瑞樹
山本崇人　　石田明　　石橋令臣
○山内五郎　○熊野玲子　◇河野国
◇藤森賢　◇古屋智晴
（○放射線医学）
（◇公立学校虎ノ門病院呼吸器外科）

第129回日本呼吸
器内視鏡学会関東
地方会

200906 気管支動脈塞栓術後、コイルが
喀出され出により改善し得た気
管支動脈廔の一例

25 Yuko Komase　　Akane Morita
Atsuko Ishida　　Hiromichi Yamaguchi
Noriomi Ishibashi　　Mizuki Ikehara
Takashi Yamamoto

第19回国際喘息学
会日本･北ｱｼﾞｱ部
会

200907 Collaboration in asthama
Treatment In Western
Yokohama City Focused On
Hospital Pharmagy And
Hospital-Clinic Cooperation

26 Teruomi Miyazawa TOKYO ASIA COPD
YMPOSIUM
2009(Tokyo)

200908 COPDの内視鏡的診断・治療

27 Hiroki Nishine European
Respiratory
Society 2009
(Vienna)

200909 Assessment of
tracheobronchial stenosis
using pressure-pressure
curves by airway catheter

28 Hiroshi Handa European
Respiratory
Society 2009
(Vienna)

200909 Evaluation of the Central
Airway Stenosis using
impulse oscillometry system

29 Masamichi Mineshita European
Respiratory
Society 2009
(Vienna)

200909 Vibration response
comparing non-smokers and
smokers
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30 石橋令臣　　池原瑞樹　　本間千絵
森田あかね　　藤田佳嗣　　山本崇人
石田明　　山口裕礼　　駒瀬裕子
○小倉高志　◇武村民子
（○神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）
（◇日赤医療センター病理部）

第156回日本結核
病学会関東支部
会･第186回日本呼
吸器学会関東地方
会 合同学会

200909 多彩な陰影を呈し病理所見で
IgG4の沈着を認めた慢性C型肝
炎1例

31 宮澤輝臣 第3回熊本大学病
院内視鏡ｾﾐﾅｰ

200909 呼吸器内視鏡インターベンショ
ン

32 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　　井上健男　　白川妙子
峯下昌道　○栗本典昭　　宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））

第130回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200910 Tmstentにより気管軟化症およ
び慢性気道感染が軽快した１例

33 井上哲平　　石田明　　森田あかね
本間千絵　　駒瀬裕子

第566回日本内科
学会関東地方会

200910 小脳梗塞を合併した上気道症状
を伴い限局型Wegener 肉芽腫症
疑いの１症例

34 石田明　　駒瀬裕子　　池原瑞樹
森田あかね　　石橋令臣　　本間千絵
宮澤輝臣

第19回日本呼吸ｹｱ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会総
会

200910 COPD連携パスをどのように進め
るか調剤薬局との連携を中心に

35 石田明　　駒瀬裕子　　森田あかね
本間千絵

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200910 コメディカルの役割を検証、今
後の展開勤務医の立場から

36 石田明　　駒瀬裕子　　池原瑞樹
森田あかね　　石橋令臣　　本間千絵
宮澤輝臣

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200910 気管支喘息診断と管理気管支喘
息患者の吸気流速と呼吸機能に
関するする検討

37 Hirotaka Kida CHEST2009(Sandie
go)

200911 Variation of The Vibration
Response Imaging findings
with heliox

38 Taeko Shirakawa CHEST2009(Sandie
go)

200911 Computerized Acoustic
Analysis of Lung Sound
Distribution in healthy
Japanese Ppulatiom

39 Inoue Takeo CHEST2009(Sandie
go)

200911 A new technique for
Endobronchial Ultrasound
Guided Transbronchial Needle
Aspiration for　improving
thediagnostic yield in
Patients with Mediastinal
and /or HilarLymphadenopathy

40 Teruomi Miyazawa CHEST2009(Sandie
go)

200911 Migration of the Choke
Pointin Relaspsing
Polychondritis After
Stenting
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41 Seiichi Nobuyama CHEST2009(Sandie
go)

200911 Endobronchial
Ultrasonography for the
Assessment of
Tracheobronchial Stenosis
During Stenting

42 宮澤輝臣 第50回日本肺癌学
会

200911 Interventional Tｈerapy

43 本間千絵　　駒瀬裕子　　石橋令臣
池原瑞樹　　森田あかね　　石田明
山本崇人　○矢崎俊二
（○内科学（神経内科））

第187回日本呼吸
器学会関東地方会

200911 労作業時呼吸困難を主訴に発症
した筋萎縮性側索硬貨症の1例
にて

44 Fuzuki Ishikawa　　Noriaki Kurimoto
Miho Nakamura　　Yuka Matsuoka
Teruomi Miyazawa

第14回 Congress
of the
APSR(Soul)

200911 Asssment Of Vascular
Patterns By Narrowband
Imaging InCentrally located
Entrally Located

45 Miho Nakamura
　　Noriaki Kurimoto
Fuzuki Ishikawa　　Takeo Inoue

○Rie Tagaya　　Teruomi Miyazawa.
（○外科学（呼吸器外科））

第14回 Congress
of the
APSR(Soul)

200911 Assesment Of Vascular
Pattens By Ssessment  Of
Vascular Patterns By
Narrowband Imaging In
Centrally Located Maging In
Centrally  Located Entrally
located Tracheobronchieal
lesions

46 Yuko Komase　　Atsuko Ishida
Akane Morita　　Hiromichi Yamaguchi
Noriomi Ishibashi

The XXI World
Allergy Congress
2009(Buenos
Aires,
Argentina)

200912 The Infuluence On Lung
Functions-the
InhalationVelocity Of Dry
Powderr　Inhaled
Corticosteoids On Asthmatic
Patients

47 ○田村みどり　○石山めぐみ
○新橋成直子　○津田千春　◇大原樹
◇近藤春裕　◇鈴木直　○斉藤寿一郎
□田中幹夫　◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□太田西ノ内病院産婦人科）

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 子宮内膜症の腹腔鏡手術経過後
に影響する因子の検討

48 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 難治性卵巣がんに対する治療戦
略の確立を志向した基礎的研究

49 ○高江正道　○井槌慎一郎　○村山季美枝
○吉田彩子　○杉下陽堂　○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））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 3次元超音波法を応用した胎児
胸水貯留例における肺低形成評
価の試－異なる経過を辿った2
症例の周産期管理の経験から－

50 ○名古崇史　◇高江正道　◇井槌慎一郎
◇杉下陽堂　◇奥津由記　◇五十嵐豪
◇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（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 当院での精神疾患合併妊娠管理
の変遷－無痛分娩導入の効果に
ついて－
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51 ○近藤春裕　◇斉藤寿一郎　◇森川香子
◇石山めぐみ　◇津田千春　○西ヶ谷順子
◇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61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 腹腔鏡手術におけるアルゴンプ
ラズマ凝固法の有用性について

52 ○五十嵐豪　◇鈴木直　○長田まり絵
○高江正道　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 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

53 ○小林陽一　◇清野研一郎　○細沼信示
○大原樹　○鈴木直　○木口一成
□石塚文平　△板持広明　△紀川純三
▽礒西成治　☆菊池 義公
（○産婦人科学（婦人科））
（◇難病治療研究センター）
（□産婦人科学（産科））
（△鳥取大女性健診科）
（▽慈恵医大青戸病院）
（☆大木記念女性のための菊池がんクリ
ニック）

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 卵巣癌培養細胞中の癌幹細胞の
存在と抗癌」剤感受性との関連
性

54 ○吉岡範人　○鈴木直　○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61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 婦人科手術前後における静脈血
栓塞栓症に関わる危険因子の抽
出

55 ○小宮山慎一　◇西島義博　◇三上幹夫
□近藤春裕　□木口一成　△新井宏治
○長谷川清志　○宇田川康博
（○藤田保健衛生大学医学部産婦人科学）
（◇東海大）
（□産婦人科学（婦人科））
（△国立病院機構東京医療センター）

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 本邦における原発性腹膜癌84例
の臨床病理学的検討―4施設に
よる共同研究―

56 ○伊藤正則　◇高橋則行　□杉下陽堂
□高江正道　□石塚文平
（○解剖学（解剖学））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（産科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 ラット卵母細胞はメラトニン合
成する

57 ○高橋則行　◇伊藤正則　□杉下陽堂
□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 卵巣が機能を持つ時期を探る

58 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

15th World
Congress on
IVF/4th World
Congress on IVM

200904 Etiological Factors and
Clinical Course in Patients
with Premature Ovarian
Failure
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59 ○和田康菜　○鈴木直　○細沼信示
○渡邊弓花　○矢作奈美子　◇津田千春
○大原樹　□戸澤晃子　○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））
（□診断病理学）

第11回神奈川婦人
科腫瘍研究会学術
講演会

200905 診断・治療に苦慮した卵巣腫瘍
の一例

60 ○村山季美枝　○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）

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 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

61 ○柴田みち　○川島由起子　◇谷内麻子
◇新橋成直子　□代田啄彦　◇石塚文平
△中村丁次
（○栄養部）
（◇産婦人科学（産科））
（□代田産婦人科）
（△神奈川県立保健福祉大学栄養部）

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 更年期外来患者におけるサプリ
メントの効果に関する検討

62 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 【カレントコンセプト】＜卵巣
の老化とその対策＞ Premature
Ovarian Failure の 病態とそ
の対策

63 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 【カレントコンセプト】＜メラ
トニンの効果－その基礎と応用
－＞メラトニンと生殖機能

64 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

岩手婦人科緩和ｹｱ
Workshop

200905 婦人科領域における緩和医療ー
聖マリアンナ医科大学における
取り組み

65 ○五十嵐豪
（○産婦人科学（産科））

第70回周産期救急
連絡会

200905 「突発性子宮動脈破裂により、
緊急帝王切開をおこなった1症
例」

66 ○横道憲幸　◇五十嵐豪　◇井槌慎一郎
○吉岡伸人　○渡部真梨　◇新橋成直子
◇石山めぐみ　◇中村真　◇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19回日本産婦人
科･新生児血液学
会

200906 当院における分娩周辺期の大量
出血に対する子宮動脈に対する
子宮動脈塞栓術の現状

67 ○西島千絵　○小林陽一　○大原樹
○近藤春裕　○鈴木直　◇戸澤晃子
◇前田一郎　◇小池淳樹　□星川咲子
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□病院病理）

第50回日本臨床細
胞学会総会8春季
大会)

200906 子宮頸部adenocarcinoma with
features of carcinoid tumor
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68 ○西島千絵　◇石山めぐみ　◇田村みどり
◇嶋田彩子　◇五十嵐豪　◇奥津由記
○渡部真梨　◇新橋成直子　◇中村真
◇井槌慎一郎　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第361回四水会 200906 母体搬に関する諸問題

69 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第7回 北海道･加
齢とﾎﾙﾓﾝ研究会

200906 卵巣機能不全の取り扱い方

70 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

第32回日本血栓止
血学会学術集会

200906 婦人科領域における周術期の静
脈血栓梗塞症予防対策

71 ○崎村文子　◇西ヶ谷順子　□村山季美枝
◇横道憲幸　◇吉岡伸人　◇名古崇史
□森川香子　□斉藤寿一郎　△千川晶弘
□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△西部病院病理診断科）

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 【悪性腫瘍】子宮肉腫と鑑別が
困難であった７年目の卵巣癌再
発の一症例

72 ○岸龍一　◇近藤春裕　◇小林陽一
◇細沼信示　◇渡邊弓花　◇矢作奈美子
◇和田康菜　◇大原樹　□津田千春
△戸澤晃子　◇鈴木直　◇木口一成
□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△診断病理学）

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 下血を契機に発見された卵巣腫
瘍の1例

73 ○鈴木碧　◇吉岡範人　□吉田彩子
◇大熊克彰　□房間茂由　□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 高熱を主訴に来院した膣内異物
の一例

74 ○上里忠英　◇五十嵐豪　□西島千絵
◇嶋田彩子　◇奥津由記　□渡部真梨
◇石山めぐみ　◇谷内麻子　◇中村真
◇井槌慎一郎　◇田村みどり　◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 妊娠36週で子宮動脈破裂をおこ
した1例

75 ○西島千絵　◇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（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 結合型エストロゲン（プレマリ
ン）服用後に急性膵炎を発症し
た1例

76 ○小林陽一　◇小野瀬亮　◇雨宮清
◇小山秀樹　◇角田新平　◇土居大祐
◇仲沢経夫　◇秦和子　◇林康子
◇林玲子　◇宮城悦子　◇村松俊成
◇横山和彦　◇三上幹夫　◇中山裕樹
◇八十島唯
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神奈川県産科婦人科医会　悪性腫瘍対
策部）

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 平成20年度神奈川県産科婦人科
医会　婦人科悪性腫瘍登録集計
報告
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77 ○森川香子　◇小林陽一　◇西ヶ谷順子
◇大原樹　◇鈴木直　◇木口一成
○石塚文平　□戸澤晃子　□田所衛
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□診断病理学）

第46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 有茎性槳膜下腫瘍として発育し
た低悪性度子宮内膜間質肉腫の
一例

78 ○近藤春裕　○小林陽一　○細沼信示
○矢作奈美子　◇津田千春　○和田康菜
○大原樹　□戸澤晃子　○鈴木直
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 画像診断より疑われたLEGHの検
討

79 ○矢作奈美子　○小林陽一　○大原樹
○細沼信示　◇津田千春　○和田康菜
○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46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 PS不良の進行婦人科癌に対する
WeeklyTC療法の有用性

80 ○名古崇史　○和田康菜　○鈴木直
◇吉田彩子　○渡邊弓花　○吉岡範人
○大原樹　○近藤春裕　□戸澤晃子
□干川晶弘　□高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 【病理症例検討会４】診断、治
療に苦慮した卵巣腫瘍の1例

81 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇西島千絵
○村山季美枝　◇細沼信示　○杉下陽堂
○高江正道　○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45回日本周産
期･新生児医学会
総会および学術集
会

200907 周産期大量出血で輸血を要した
症例に関する臨床的検討

82 ○村山季美枝　○五十嵐豪　○井槌慎一郎
◇西島千絵　◇細沼信示　○杉下陽堂
○高江正道　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第45回日本周産
期･新生児医学会
総会および学術集
会

200907 永久塞栓による子宮動脈塞栓術
後に妊娠し、出産に至った１例

83 ○西島千絵　◇五十嵐豪　◇井槌慎一郎
◇村山季美枝　◇高江正道　◇石塚文平
□青葉剛志　□正木宏　□堀内頸
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□小児科学（新生児））

第45回日本周産
期･新生児医学会
総会および学術集
会

200907 妊娠早期から羊水過少、後部尿
道弁症例に対し、反復羊水注入
により生児を得た１例

84 ○鈴木直　◇橋本周　□五十嵐豪
□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（婦人科））
（◇IVFなんばクリニック）
（□産婦人科学（産科））
（△イブバイオサイエンス）
（▽近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）

第8回生殖ﾊﾞｲｵﾛ
ｼﾞｰ東京ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200907 卵巣組織凍結保存に関する研究
と、その展望
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85 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第8回生殖ﾊﾞｲｵﾛ
ｼﾞｰ東京ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200907 【基調講演】早発閉経とART

86 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　○杉下陽堂
○奥津由記　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第23回日本産科婦
人科栄養代謝研究
会

200907 当院における過去3年間のGDM合
併妊娠に関する臨床検討

87 ○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 【シンポジウム】不妊治療にお
ける内視鏡施術の意義（子宮内
病変）

88 ○下井華代　○岡田英孝　○宮城博恵
◇石塚文平　□市川智彦　□岡田弘
□京野廣一　□堤治　□詠田由美
□峯岸敬　□吉澤緑　□森本義晴
□神崎秀陽　□佐藤英明
（○関西医科大学付属枚方病院生殖医療セ
ンター）
（◇産婦人科学（産科））
（□日本受精着床学会倫理委員会）

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 非配偶者間の生殖補助医療に関
する学会会員の意識調査

89 ○高江正道　○奥津由記　◇塚本早苗
○杉下陽堂　○森川香子　□高橋則行
○田村みどり　△伊藤正則　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□産婦人科学）
（△解剖学（解剖学））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 高アンドロステンジオン環境が
未熟卵胞体外培養系に与える影
響の検討

90 ○杉下陽堂　◇稲野まどか　◇塚本早苗
□渡部真梨　○石山めぐみ　△伊藤正則
○田村みどり　▽福田愛作　☆森本義晴
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□産婦人科学（婦人科））
（△解剖学（解剖学））
（▽IVF大阪クリニック）
（☆IVFなんばクリニック）

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 Prematue ovarian
failure(POF)症例に対するIVM
とIVFの検討

91 ○渡部真梨　◇杉下陽堂　□稲野まどか
○西島千絵　○吉岡伸人　◇五十嵐豪
◇新橋成直子　◇石山めぐみ　△伊藤正則
◇田村みどり　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□生殖医療センター）
（△解剖学（解剖学））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 Prematue ovarian
failure(POF)症例における染色
体異常について

92 ○高橋則行　◇伊藤正則　□高江正道
□杉下陽堂　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 思春期前ラット卵胞がゴナドト
ロピン感受性を獲得する時期を
探る

93 ○奥津由記　◇春木篤　□森本義晴
○石塚文平
（○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27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 PCOSの体外受精におけるリスク
因子の検討
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94 ○鈴木直　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 【教育講演】卵巣組織凍結の現
状とその展望ー若年婦人がん患
者のQOL工場を目指して＝

95 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

The 7th
Conference of
the Pacific Rim
Society for
Fertility and
Sterility &
Annual Meeting
of the Taiwanese
Society for
Reproductive
Medicine

200908 Melatonin and Ovarian
Function: Melatonin
Synthesis in Oocyte and its
Function

96 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

Korea-Japan ART
Conference 2009

200908 POF and ART

97 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

FertiLink 2009
Beijing/Key
Issues Facing
Fertility
Specialists in
Asia

200908 【Current Issues in
Researches on Reproduction】
Premature ovarian failure -
update

98 ○五十嵐豪　○田村みどり　○石山めぐみ
◇近藤春裕　◇鈴木直　○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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 内視鏡下および開腹手術に至っ
た卵巣腫瘍合併妊娠症例の検討

99 ○石山めぐみ　○田村みどり　○五十嵐豪
○新橋成直子　○津田千春　◇近藤春裕
○谷内麻子　◇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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 当院で経験した腹腔妊娠の３症
例

100 ○田村みどり　○石山めぐみ　○五十嵐豪
◇近藤春裕　◇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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 腹腔鏡下卵巣囊腫手術例に関す
る検討

101 ○近藤春裕　○鈴木直　○矢作奈美子
○大原樹　◇津田千春　○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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 子宮鏡下手術による若年性子宮
体癌に対する黄体ホルモン療法
の効果判定

102 ○森川香子　◇渡邊弓花　○村山季美枝
◇笹尾麻紀　◇西ヶ谷順子　○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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 子宮留血腫に対して子宮鏡検査
を行った一例
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103 ○渡邊弓花　○大原樹　○矢作奈美子
○和田康菜　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　○木口一成　◇土居正知
◇前田一郎　◇高木正之　□福島美由紀
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□大学病院病理）

第28回日本臨床細
胞学会神奈川県地
方部会学術集会

200909 卵巣yolk sac tumorの1例

104 ○秦ひろか　◇和田康菜　◇細沼信示
◇渡邊弓花　◇大原樹　□戸澤晃子
◇近藤春裕　◇鈴木直　◇小林陽一
◇木口一成
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□診断病理学）

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 子宮体部に発生した腺肉腫の一
例

105 ○井上瑤子　◇奥津由記　□西島千絵
◇五十嵐豪　□渡部真梨　◇石山めぐみ
◇中村真　◇田村みどり　◇井槌慎一郎
◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 胎便性腹膜炎の1例

106 ○梶ヶ谷真理　◇大熊克彰　□吉田彩子
◇吉岡範人　□房間茂由　□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 外陰部に発生した
Angiomyofibroblastomaの1例

107 ○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387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 妊娠15週で原田病を発症した1
例

108 ○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387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 妊娠悪阻による嘔吐症状がげん
いんと考えられる縦隔気腫の1
例

109 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇西島千絵
○嶋田彩子　○奥津由記　◇渡部真梨
○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387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 他院かかりつけの夜間産科救急
患者についての検討

110 ○横道憲幸　○吉岡伸人　◇村山季美枝
○名古崇史　◇森川香子　○西ヶ谷順子
◇笹尾麻紀　◇斉藤寿一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 分娩期・産褥期に視覚異常を生
じた3症例

111 ○五十嵐豪
（○産婦人科学（産科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 周産期大量出血で輸血を要した
症例に関する臨床的検討
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112 ○鈴木直　○細沼信示　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○大原樹　◇津田千春
○和田康菜　□戸澤晃子　○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））
（□診断病理学）

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 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の
使用開始時期に関する検討

113 ○大原樹　○小林陽一　○渡邊弓花
○細沼信示　○矢作奈美子　◇津田千春
○近藤春裕　□戸澤晃子　○鈴木直
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 再発子宮頚癌に対するCPT-11＋
プラチナ製剤併用療法の有用性

114 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 卵巣明細胞腺癌に対する新たな
分子標本的治療の開発を施行し
た基礎的研究

115 ○大熊克彰　◇吉田彩子　○吉岡範人
◇房間茂由　□早川智恵　□相田芳夫
○木口一成　◇石塚文平　□高木正之
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 不正出血を主訴に来院した90歳
の卵巣顆粒膜細胞の一例

116 ○矢作奈美子　◇戸澤晃子　○渡邊弓花
○大原樹　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　◇小池淳樹　□大川千絵
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□病院病理部）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 子宮体部癌肉腫16例における術
前細胞診・組織診の検討

117 ○上野友美　○藤井康弘　○内山成人
◇田口誠　□野崎雅裕　△高松潔
▽石塚文平　☆久保田俊郎　◎水沼英樹
※太田博明　*1麻生武志
（○大塚製薬佐賀栄養製品研究所）
（◇田口産婦人科内科）
（□九州大学大学院医学研究院生殖病態生
理学）
（△東京歯科大学市川総合病院産婦人科）
（▽産婦人科学（産科））
（☆東京医科歯科大学大学院. 医歯学総合
研究科・生殖機能協関学 教授）
（◎弘前大学医学部産科婦人科学教室）
（※東京女子医科大学教授）
（*1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科教授. 器官システム制御学系生体調節
制御学、生殖機能協関学専攻(産科婦人科
学)）

第24回日本更年期
医学会

200911 日本女性の更年期症状に対する
エクオール含有大豆胚芽発酵食
品の改善効果　エクオール10ｍ
ｇ摂取による有効性の検証試験

118 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇西島千絵
○奥津由記　◇渡部真梨　○石山めぐみ
○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118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 分娩周辺期の大量出血に対して
永久塞栓物質（NBCA:nーbutyl
cyanoacrｙlate)を用いた子宮
動脈塞栓術の現状
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119 ○西島千絵　◇奥津由記　◇五十嵐豪
○渡部真梨　◇新橋成直子　◇石山めぐみ
◇中村真　○鈴木直　◇田村みどり
◇井槌慎一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 臨床的羊水塞栓症の１例

120 ○細沼信示　○鈴木直　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○和田康菜　○大原樹
◇戸澤晃子　○近藤春裕　○小林陽一
○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

第118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 子宮頸部円錐切除術後、12年を
経て子宮頚癌を発症した1例

121 ○吉岡伸人　◇森川香子　◇村山季美枝
○横道憲幸　○名古崇史　○西ヶ谷順子
○笹尾麻紀　○飯田智博　◇斉藤寿一郎
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 経口避妊薬内服中に生じた子宮
外妊娠の1例

122 ○小林陽一　○細沼信示　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○和田康菜　○大原樹
◇戸澤晃子　○近藤春裕　○鈴木直
○木口一成　□石塚文平　△五味弘道
△滝澤謙治
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））
（△放射線医学）

第47回日本婦人科
腫瘍学会

200911 Neoadjuvant chemotherapyとし
て動注療法を併用したCCRT

123 ○滝澤謙治　○吉松美佐子　○五味弘道
○阿部達之　○中島康雄　◇木口一成
◇小林陽一　◇鈴木直　◇近藤春裕
◇大原樹　◇和田康菜
（○放射線医学）
（◇産婦人科学（婦人科））

第47回日本婦人科
腫瘍学会

200911 卵巣癌を中心とする再発婦人科
癌のIVR手技

124 ○小林陽一　○細沼信示　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○和田康菜　○大原樹
◇戸澤晃子　◇戸澤晃子　○鈴木直
○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

第32回日本婦人科
手術学会

200911 頚管閉塞予防における胎児用
シャントチューブの使用経験

125 ○高江正道　◇高橋則行　◇岡本直樹
□塚本早苗　○奥津由記　△伊藤正則
○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□生殖医療センター）
（△解剖学（解剖学））

第54回日本生殖医
学会

200911 アンドロステンジオン添加が未
熟卵胞体外培養系に与える影響

126 ○高橋則行　◇伊藤正則　□杉下陽堂
□高江正道　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第54回日本生殖医
学会

200911 思春期ラット卵胞のゴナドトロ
ピン感受性獲得時期を探る
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127 ○杉下陽堂　◇稲野まどか　◇塚本早苗
□渡部真梨　○奥津由記　○石山めぐみ
○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□産婦人科学（婦人科））

第54回日本生殖医
学会

200911 Premature Ovarian Failure 症
例に対する採卵至適時期の検討

128 ○稲野まどか　◇杉下陽堂　□高橋則行
△伊藤正則　◇石塚文平
（○生殖医療センター）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学）
（△解剖学（解剖学））

第54回日本生殖医
学会

200911 早発卵巣機能不全の卵巣予備機
能評価における抗ミュラー管ホ
ルモンの有用性について

129 ○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）
（△イブバイオサイエンス）
（▽近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）

第54回日本生殖医
学会

200911 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

130 ○大原樹　○鈴木直　○吉岡範人
○細沼信示　○渡邊弓花　○矢作奈美子
○和田康菜　◇戸澤晃子　○近藤春裕
○小林陽一　○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

第32回日本婦人科
手術学会

200911 当院における婦人科疾患手術後
の合併症対先－静脈血栓塞栓症
発症予防に関して－

131 ○Nao Suzuki　◇Shu Hashimot
□Suguru Igarashi　□Seido Takae
◇Yoko Tsuji　△Sei Ohta
△Takayuki Yamoch　△Makoto Takenoshit
△Yoshihiko Hosoi
◇Yoshiharu Morimoto
□Bunpei Ishizuka
（○産婦人科学（婦人科））
（◇IVF Namba Clinic）
（□産婦人科学（産科））
（△Department of Genetic
Engineering,Kinki University,）

World Congress
on Fertility
Preservation

200912 HETEROTOPIC
AUTOTRANSPLANTATION OF
OVARIAN CORTEX IN CYNOMOLGUS
MONKEYS

132 ○S.Hashimoto　◇N.Suzuki　○Y.Tsuji
○M.Yamanaka　○H.Matsumoto
□S.Igarashi　□S.Takae　△S.Ohta
△M.Takenoshita　△T.Yamochi
△Y.Hosoi　□B.Ishizuka　○Y.Morimoto
（○IVF Namba Clinic）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△Department of Genetic
Engineering,Kinki University,）

World Congress
on Fertility
Preservation

200912 ULTRA-RAPID VITRIFICATON
SUPPORTED FOLLICLE
MORPHOLOGIES OF CYNOMOLGUS
MONKEYS AFTER FREEZING
COMPARED TO CONVENTIONAL
VITRIFICATION AND SLOW
FREEZING

133 ○Suguru Igarash　◇Nao Suzuk
□Shu Hashimoto　○Seido Takae
□Yoshiharu Morimot　○Bunpei Ishizuka
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□IVF Namba Clinic）

World Congress
on Fertility
Preservation

200912 PRESERVATION OF OVEARIAN
FUNCTION FOLLOWING OVARIAN
CRYOPRESERVATION WITH
GNRHANALOGUE CO-TREATMENT
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134 ○斉藤寿一郎　◇西ヶ谷順子　○森川香子
◇名古崇史　◇渡邊弓花　◇吉岡伸人
○村山季美枝　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第31回日本ｴﾝﾄﾞﾒﾄ
ﾘｵｰｼｽ学会

201001 ジェノゲスト投与による子宮内
腔の変化と子宮鏡下手術

135 ○鈴木直　○細沼信示　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

神奈川婦人科腫
瘍･緩和医療講演
会

201001 婦人科領域における緩和医療ー
聖マリアンナ医科大学における
取り組み

136 ○鈴木直　◇渡邊潤一郎
（○産婦人科学（婦人科））
（◇横浜総合病院）

青葉区学術講演会 201001 ワクチン新時代～子宮頚癌HPV
ワクチンについて～

137 ○横道憲幸　○鈴木直　○吉岡範人
○矢作奈美子　○大原樹　○和田康菜
○近藤春裕　◇戸澤晃子　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）

第27回神奈川3大
学ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ講演会

201002 当院における静脈決選高速小の
術前管理について

138 ○西ヶ谷順子　◇村山季美枝　○吉岡伸人
○名古崇史　○渡邊弓花　◇森川香子
◇斉藤寿一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第389回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

201002 妊娠37週に妊娠性脂肪肝とー過
性尿崩症を認めたー症例

139 ○上里忠英　◇石山めぐみ　◇田中宏明
□西島千絵　◇杉下陽堂　◇五十嵐豪
◇奥津由記　□渡部真梨　◇中村真
◇田村みどり　◇井槌慎一郎　◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

第389回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

201002 当科で経験した癒着胎盤の症例

140 ○西島千絵　◇田村みどり　◇奥津由記
◇五十嵐豪　○渡部真梨　◇新橋成直子
◇石山めぐみ　◇中村真　○鈴木直
◇井槌慎一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第27回川崎市医師
会医学会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

201002 臨床的羊水塞栓症の1例

141 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

ﾏﾘｱﾋﾞﾀﾐﾝ 201003 ～体外受精を中心とした最新の
不妊治療～ 高齢でも妊娠でき
る
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1 大宮一人 狭心症･心筋梗塞
のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ-心
不全･血管疾患の
運動療法を含めて
-((株)南江堂)

P.103～
114､
P.202～
208

200904 ３．狭心症・心筋梗塞における
運動機能評価法　A.運動負荷試
験総論　B.心筋虚血の評価法
４．急性心筋梗塞捷に対する心
臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ　B.回復期の心臓
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ　4.ﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾄﾚｰﾆﾝ
ｸﾞ：有効性と実際

2 宗　武彦 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.128～
133,
P.140～
145

200908 28-1 冠動脈形成術後の56歳、
男性（無症状）　　28-2　冠動
脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術後の83歳、男性
30-1　動悸と血圧低下で受診し
た81歳、女性　　30-2　動悸を
主訴とした糖尿病の67歳、女性

3 鮫島久紀 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.116～
119,
P.124～
127

200908 25-1　34歳、男性、検診で心電
図異常を指摘された　　25-2
72歳、女性、高血圧、脂質異常
を治療中　　27-1　73歳、高血
圧の患者　　27-2　57歳、女
性、脂質異常治療中

4 上松真理子 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.104～
107

200908 22-1　脳梗塞の既往がある87歳
の男性　　22-2　高血圧、発作
性心房細動を有する72歳、女性

5 高橋英二 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.70～
83,
P.112～
115

200908 15-1　高血圧、脂質異常の66
歳、女性　　15-2　65歳、女
性、白内障術前検査　　16-1
72歳、男性、高血圧の患者
16-2　73歳、女性、白内障術前
検査　　17-1　高血圧治療中の
79歳、女性　　17-2　腎不全、
狭心症を有する83歳、男性
24-1子宮腫瘍手術のため入院し
た67歳、女性　　24-2　糖尿
病、高血圧、脳梗塞の既往を有
する82歳、男性

6 足利光平 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.62～69 200908 13-1　72歳、男性、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ
治療前検査　　13-2　高血圧を
有する31歳の男性　　14-1　糖
尿病性腎症、高血圧の94歳、女
性　　14-2　73歳、男性、脳梗
塞の既往がある高血圧患者

内科学（循環器内科）　著書
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7 川崎健介 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.56～
61, P.84
～93,
P.98～
103

200908 12-1　糖尿病、高血圧があり、
動悸を主訴とした58歳、男性
12-2　89歳、女性、白内障術前
検査　　18-1　健診で心電図異
常を指摘された24歳、女性
18-2　高血圧を有する77歳、男
性　　19-1　糖尿病腎症、高血
圧を有する77歳、男性　　19-2
めまいが主訴の89歳、女性
21-1　労作時の息切れ、めまい
が主訴の79歳、女性　　21-2
めまいが主訴の79歳、女性

8 立志美和 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.52～
55,
P.108～
111

200908 11-1　糖尿病、高血圧を有する
81歳、男性　　11-2　高血圧、
狭心症を有する79歳、男性
23-1　動悸を訴える66歳、男性
23-2　23-1と同一の症例

9 林明生 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.30～
39, P.44
～47,
P.120～
123

200908 6-1　無症状で健診で心電図異
常を指摘された55歳、女性
6-2　膠原病に伴う肺高血圧を
合併している61歳の女性　　7-
1　呼吸困難が主訴の65歳、男
性　　左房負荷の画像　　26-1
脈の結滞が主訴の48歳、男性
26-2　多源性脳梗塞の既往を有
するｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病の74歳、男性

10 山内正博 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P.24～
29, P.40
～43,
P.48～
51, P.94
～97

200908 5-1　47歳、女性、婦人科疾患
術前ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　　5-2　85歳、
男性、無症状の糖尿病、高血圧
患者　　10-1　76歳、女性、主
訴なし、高血圧で通院中
10-2　連合弁膜症の80歳、女性
20-1　70歳、男性、主訴は失神
20-2　健診で心電図を指摘され
た35歳、男性

11 武者春樹 心電図ﾎﾟｲﾝﾄ30 初
心者のための標準
12誘導心電図の読
み方((有)ﾅｯﾌﾟ)

P6～23,
P134～
139

200908 1-1　健常若年男性　　1-2　30
歳代、妊娠中の女性　　2-1
74歳、女性、高血圧で交感神経
β遮断薬を服用　　2-2　38
歳、男性、肺炎で入院時の心電
図　　3-1　関節ﾘｳﾏﾁ、腎障害
を有する64歳、女性　　3-2
26歳、女性、出産前心電図
4-1　35歳、男性、健康診断で
心電図異常を指摘された　　4-
2　糖尿病治療中の76歳、女性
29-1　高血圧、糖尿病、慢性腎
不全の67歳、男性、主訴は動悸
29-2　長年高血圧治療を続ける
60歳、男性
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12 國島友之 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P.120～
136

200908 第2章危険度の高い疾患の心電
図変化とｹｱ　3心筋症　4肺動脈
血栓塞栓症　5高ｶﾘｳﾑ血症

13 三須一彦 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P.106～
119

200908 第2章危険度の高い疾患の心電
図変化とｹｱ　1狭心症　2心筋梗
塞

14 坂根健志 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P94～105 200908 第1章よく見る危険波形の変化
とｹｱ　16非持続性心室頻拍から
胸部症状を伴うST上昇へ　17た
だちに救命処置が必要な心静止

15 原田智雄 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P44～57 200908 第1章よく見る危険波形の変化
とｹｱ　9突然はじまる頻脈の発
作性上室（性）頻拍　10洞不全
症候群による洞停止

16 龍祥之助 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P38～43､
P.58～71

200908 第1章よく見る危険波形の変化
とｹｱ　8 心室細動から特徴的な
ST上昇が出現　11 危険性の少
ないｳｪﾝｹﾊﾞｯﾊ型の2度房室ﾌﾞﾛｯｸ
12　2度房室ﾌﾞﾛｯｸかｒ、より重
症の3度房室ﾌﾟﾛｯｸへ

17 岸良示 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P26～37 200908 第1章よく見る危険波形の変化
とｹｱ　5危険性が低い非持続性
の心室頻拍　6心室期外収縮が
悪化し、持続性の心室頻拍へ
7心室期外収縮から致死率が高
い心室細動へ

18 南家俊彦 急変に強くなるﾓﾆ
ﾀｰ心電図 読み方･
対応法((株)照林
社)

P.2～
13,P.72
～85

200908 第1章よく見る危険波形の変化
とｹｱ　1連発する上室（性）期
外収縮から発作性心房細動へ
2単発性の心室（性）期外収縮
が心室頻拍へ移行　13ﾘｰﾄﾞの位
置異常によるﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ不全　14
薬の副作用による房室ﾌﾞﾛｯｸを
伴う心房頻拍

19 大宮一人 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおけ
る評価法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯ
ｸｰ障害や健康の測
り方(医歯薬出版
(株))

P220～
225

200909 Ⅱ疾患別機能障害・重症度　７
MYHA心機能分類・SAS

20 龍祥之助　　三宅良彦 循環器疾患最新の
治療2010-
2011((株)南江堂)

P317～
318

201002 X.不整脈　8.不整脈治療薬の催
不整脈作用
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1 ○Masatoshi Hara　○Yuko Tohyo
○Hidehiko Atsuta　○Fumihiko Miyake
◇Nobuyoshi Narita　◇Keito Torikai
◇Takahide Matsuda　□Yumiko Shimozato
□Ikkou Sakaue　□Keisou Masuhara
△Satoshi Imamura
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Division of General Internal
Medicine,Department of Internal
Medicine）
（□Division of Pharmacy）
（△Imamura Hospital）

日本臨床生理学会
雑誌

39(2)P.8
7～91

200904 Drug Compliance in
Cardiology Inpatients

2 ○Kazuto Omiya　○Yoshihiro Akashi
○Kihei Yoneyama　○Naohiko Osada
○Kazuhiko Tanabe　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

International
Journal of Sport
Nutrition and
Exercise
Metabolism

19P.127
～135

200904 Heart -Rate Response to
Sympathetic Nervous
Stimulation, Exercise, and
Magnesium Concentration in
Various Sleep Condetions

3 ○Yuki Ishibashi　○Naohiko Osada
○Hiromitsu Sekizuka　○Masaki Izumo
○Takashi Shimozato　○Akio Hayashi
○Keisuke Kida　○Kihei Yoneyama
○Eiji Takahashi　○Kengo Suzuki
○Masachika Tamura　○Yoshihiro Akashi
○Koji Inoue　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　◇Kazuhiro Izawa
◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

Journal of
Cardiology

53P.164
～170

200904 Peak time of acute coronary
syndrome in patients with
sleep disordered breqathing

4 ○上月正博　○齋藤宗靖　○岩坂壽二
○代田浩之　○上嶋健治　○牧田　茂
○安達　仁　○横井宏佳　　大宮一人
○三河内　弘　○横山広行　○後藤葉一
（○厚生労働省循環器病研究委託費(15指-
2)「わが国における心疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実
態調査と普及促進に関する研究」班）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 14(1)P.2
69～275

200905 わが国における心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
の採算性：他施設調査結果

5 ○Sandra Palus　◇Yoshihiro Akashi
□Stephan von Haehling
△Stefan D. Anker　○Jochen Springer
（○Center for Cardiovascular Research,
Charite, Campus Mitte）
（◇Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（□Dept. of Cardioloby, Charite,
Campus Virchow Klinikum）
（△Dept. of Cardiology, Charite,
Campus Virchow Klinkum）

International
Journal of
Cardiology

133P.388
～393

200905 The influence of age and sex
on disease development in a
novel animal model of
cardiac cachexia

内科学（循環器内科）　誌上発表
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6 ○後藤葉一　○上月正博　○上嶋健治
○牧田　茂　○安達　仁　○横井宏佳
大宮一人　○三河内　弘　○横山広行
○代田浩之　○岩坂壽二　○齋藤宗靖
（○循環器病研究委託費(15-指2)「わが国
における心疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実態調査と普
及促進に関する研究」班）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 14(2)P.3
36～344

200906 急性心筋梗塞全国実施調査に基
づく心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ1ｾｯｼｮﾝあた
り参加患者数の検討：施設基準
および採算性を念頭に

7 黄　世捷　　長田尚彦　　米山喜平
出雲昌樹　　関塚宏光　　土屋絢子
下郷卓史　　木田圭亮　　高橋英二
石橋祐記　　鈴木健吾　　明石嘉浩
大宮一人　　三宅良彦

Therapeutic
Research

30(7)P.1
151～
1154

200907 中枢性睡眠時無呼吸を合併する
慢性心不全に対しASV導入によ
り運動時周期性呼吸および心不
全が著明に改善した1例

8 ○Kazuhiro Izawa　○Satoshi Watanabe
◇Naohiko Osada　□Yusuke Kasahara
□Hitoshi Yokoyama　□Koji Hiraki
□Yuji Morio　○Satoru Yoshioka
△Koichiro Oka　◇Kazuto Omiya
（○Department of Rehabilitation
Medicine）
（◇Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（□Deprtment of Rehabilitation
Medicine）
（△Faculty of Sports Sciences,Waseda
University）

European Journal
of
Cardiovascular
Prevehtion and
Rehabilitation

16(1)P.2
1～27

200907 Handgrip strength as a
predictor of prognosis in
Japanese patients with
congestive heart failure

9 ○武市尚也　○井澤和大　○渡辺　敏
○平木幸治　○森尾裕志　　大宮一人
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

理学療法学 36(3)P.1
09～113

200908 回復期冠動脈疾患患者における
身体活動量と下肢筋力との関連
について

10 ○Akihiko Tajima　◇Haruki Itoh
□Naohiko Osada　□Kazuto Omiya
◇Tomoko Maeda　△Nobuyuki Ohkoshi
▽Tokuhiro Kawara　△Tadanori Aizawa
☆Karlman Wasserman
（○Tokyo Mecical and Dental
University）
（◇Sakakibara Heart Institute）
（□Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（△The Cardiovascular Institute）
（▽Tokyo Medical and Dental
University）
（☆Harbor-UCLA Medical Center）

Circulation
Journal

73(10)P.
1864～
1870

200910 Oxygen Uptake Kinetics
During and After Exercise
are Useful Markers of
Coronary Artery Disease in
Patients With Exercise
Electrocardiography
Suggesting Myocardial
Ischemia

11 三宅良彦 循環器検査のｸﾞﾉｰ
ﾃｨ･ｾｱｳﾄﾝ((株)ｼﾅ
ｼﾞｰ)

P.302～
303

200910 ６．心電図　誤った電極装着の
心電図記録に、気がつくか

12 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）

心臓 41(SUPPL
.4)P.195
～202

200911 左脚前枝及び後枝のPurkinje
線維をtriggerとする特発性心
室細動のｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝに成功した１
例

13 ○Naohiko Osada
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

Circulation
Journal

73(11)P.
2019～
2020

200911 Heart Failure and Sleep
Apnea
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14 武者春樹　　足利光平 実験 治療 (696)P.3
9～44

200912 安全で有効なｽﾎﾟｰﾂの方法

15 ○Yoshihiro Akashi　◇Sandra Palus
□Rakesh Datta　□Heather Halem
□John E. Taylor
△Christa Thoene-Reineke　□Jesse Dong
▽Thomas Thum　□Michael D. Culler
◇Stefan D. Anker　◇Jochen Springer
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Charite Medical School）
（□IPSEN/Biomeasure）
（△Charite Medical School, Center for
Cardiovascular Research）
（▽Universitat Wurzburg）

International
Journal of
Cardiology

137P.267
～275

200912 No effects of human ghrelin
on cardiac function despite
profound effects on body
composition in a rat model
of heart failure

16 中野恵美　　原田智雄　　脇本博文
長田圭三　　岸良示　○松本直樹
三宅良彦
（○薬理学）

心電図 29(5)P.3
19～331

200912 非虚血性心室流出路起源心室頻
拍におけるﾘｴﾝﾄﾘｰ回路の電気生
理学的検討

17 ○井澤和大　○渡辺　敏　○平木幸治
○寺尾詩子　○森尾裕志　○笠原酉介
大宮一人
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

理学療法学 36(8)P51
1～513

200912 循環器疾患患者に対するﾘｽｸ管
理

18 ○Yoshihiro Akashi　◇Holger M. Nef
◇Helge Mollmann　□Takashi Ueyama
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Kerckhoff Heart and Thorax Center）
（□Wakayama Medical University School
of Medicine）

Annual Review of
Medicine

61P.271
～286

201001 Stress Cardiomyopathy

19 三宅良彦　○中村丁次
（○神奈川県立福祉大学）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.8
9～90

201002 心疾患の二次予防と栄養

20 ○武市尚也　○井澤和大　○平木幸治
○森尾裕志　○渡辺　敏　○笠原酉介
長田尚彦　　大宮一人
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.1
55～159

201002 入院期心疾患患者における疾患
別の身体活動量と筋力との関係

21 ○井澤和大　○渡辺　敏　◇岡　浩一朗
○平木幸治　○森尾裕志　○笠原酉介
○武市尚也　　長田尚彦　　大宮一人
三宅良彦
（○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）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.1
34～138

201002 慢性心不全患者における重症度
別の身体活動と運動能力指標

22 ○海鋒有希子　○笠原酉介　○井澤和大
○渡辺　敏　○平木幸治　○森尾裕志
長田尚彦　　大宮一人　　三宅良彦
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.1
15～119

201002 急性心筋梗塞患者における退院
時運動耐用能の関連要因に関す
る検討
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23 ○渡辺　敏　○井澤和大　○平木幸治
○笠原酉介　　大宮一人　◇幕内晴朗
三宅良彦
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇外科学（心臓血管外科））

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.1
65～168

201002 大動脈解離および大動脈瘤急性
期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ逸脱理由
の検討

24 大宮一人 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.2
2～24

201002 世界の心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

25 ○上月正博　　大宮一人
（○東北大学大学院医学系研究科）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.7
5～77

201002 重複障害の時代における心大血
管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

26 大宮一人 医学のあゆみ 232(8)P.
831～835

201002 虚血性心疾患に対する効果

27 ○Kazuhiro Izawa　○Satoshi Watanabe
◇Koichiro Oka　□Koji Hiraki
□Yuji Morio　□Yusuke Kasahara
△Naohiko Osada　△Kazuto Omiya
▽S Iijima
（○Department of Rehabilitation
Medicine）
（◇Faculty of Sports Sciences, Waseda
University）
（□Deprtment of Rehabilitation
Medicine）
（△Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（▽University of Tsukuba）

Am.J.Phys.Med.Re
habil.

89(1)P.2
4～33

201002 Age-Related Differences in
Physiologic and Psychosocial
Outcomes After Cardiac
Rehabilitation

28 三宅良彦　○中村丁次
（○神奈川県立保健福祉大学）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 15(1)P.8
9～90

201002 心疾患の二次予防と栄養

29 ○Osamu Tanaka　○Tomoo Harada
○Koichi Mizuno　◇Kiyoshi Nakazawa
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Asao General Hospital）

薬理と治療 38(2)P.1
65～171

201002 Long-term Usefulness of
Aprindine Hydrochloride in
Elderly Patients

30 ○渡辺　敏　○井澤和大　○平木幸治
○笠原酉介　○森尾裕志　　大宮一人
◇幕内晴朗
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇外科学（心臓血管外科））

理学療法学 37(1)P.5
2～56

201003 大動脈解離および大動脈瘤急性
期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの有用性
の検討

1 ○Nobuyuki Hashimoto
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

Summit TCT Asia
Pacific 2009

200904 Two cases of IVUS catheter
fracture

2 ○宮内元樹　　出雲昌樹　　鈴木健吾
黄世捷　　林明生　　明石嘉浩
大宮一人　　三宅良彦　◇信岡祐彦
大滝英二
（○臨床監査部）
（◇臨床検査医学）

第20回日本心ｴｺｰ
図学会

200904 異なる壁運動障害で再発したた
こつぼ型心筋症の一例

内科学（循環器内科）　学会発表
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3 林明生　　鈴木健吾　　出雲昌樹
黄世捷　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦　○信岡祐彦　　大滝英二
（○臨床検査医学）

第20回日本心ｴｺｰ
図学会

200904 Reverse remodeling heart に
おける心機能評価

4 黄世捷　　鈴木健吾　　出雲昌樹
林明生　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦　○信岡祐彦　　大滝英二
（○臨床検査医学）

第20回日本心ｴｺｰ
図学会

200904 慢性心不全患者における運動誘
発性左室同期不全が運動耐容能
に及ぼす影響

5 出雲昌樹　　鈴木健吾　　黄世捷
林明生　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦　○信岡祐彦　　大滝英二
（○臨床検査医学）

第20回日本心ｴｺｰ
図学会

200904 3D心ｴｺｰ検査における運動誘発
性僧帽弁逆流の機序の検討

6 ○Hisao Matsuda　○Tomoo Harada
○Emi Nakano　○Manabu Takai
○Sadanori Fujita　○Toshio Sasaki
○Koichi Mizuno　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

Heart Rhythm
2009

200905 Improvement of segmental
left ventricular dysfunction
and intraventricular
dyssynchrony using 2D
speckle tracking imaging
after successful
radiofrequency ablation in
patientws with chronic
atrial fibrillation.

7 ○Manabu Takai　○Kihei Yoneyama
○Masaki Izumo　○Yoshihiro Akashi
○Yuki Ishibashi　○Satoru Nishio
○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ICNC9 200905 The conventional treatment
did not improve the 123I-
BMIPP myocadial uptake in
patients with vasospastic
angina

8 ○Kihei Yoneyama　○Yoshihiro Akashi
○Hiromitsu Sekizuka　○Masaki Izumo
○Akio Hayashi　○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ICNC9 200905 The effectiveness of 123I-
BMIPP myocardial
scintigraphy in patients
with vasospastic angina and
those with stable effort
angina pectoris

9 ○Kihei Yoneyama　○Yoshihiro Akashi
○Satoru Nishio　○Masaki Izumo
○Yuki Ishibashi　○Kengo Suzuki
○Fumihiko Miyake　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ICNC9 200905 Clinical findings of
provocation test for
coronary vasospasm using
123I-BMIPP myocardial
scintigrqaphy in vasospastic
angina patients with or
without total occlusion

10 ○Yuki Ishibashi　○Yoshihiro Akashi
○Kihei Yoneyama　○Kengo Suzuki
○Masaki Izumo　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ICNC9 200905 The signifidance of 123I-
BMIPP delayed scintigraphic
imagings in patients with
vasospastic angina
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11 ○Satoru Nishio　○Yoshihiro Akashi
○Kihei Yoneyama　◇T. Nakai
◇J. Natori　◇Y. Maehara
◇Y. Horikoshi　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Radiology）

ICNC9 200905 The 99mTc-Sestamibi washout
rate possibly predicts
myocardial damages in
patients wisth acute
myocardial infarction after
percutaneous coronary
intervention

12 ○Yoshihiro Akashi　○Masaki Izumo
○Hiromitsu Sekizuka　○Yuki Ishibashi
○Kihei Yoneyama　○Satoru Nishio
○Kengo Suzuki　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ICNC9 200905 The significance of 99mTc-
Sestamibi myocardial SPECT
after percutaneous coronary
intervention in patients
with acute myocardial
infarction

13 足利光平　　立志美和　　上松真理子
林明生　　高橋英二　　川崎健介
山内正博　　武者春樹

第2回Seibu
Complex
Cardiovascular
therapeutics
Meeting

200906 アルコール心筋症

14 ○Hisao Matsuda　○Tomoo Harada
○Emi Nakano　○Manabu Takai
○Sadanori Fujita　○Toshio Sasaki
○Koichi Mizuno　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

EUROPACE2009 200906 Improvement of segmental
left ventricular dysfunction
and intraventricular
dyssynchrony after
radiofrequency ablation in
patients with chronic atrial
fibrillation, using 2D
speckle tracking imaging.

15 ○Kohe Koyama　○Ken Kongoji
○Hideki Ouchi　○Yuki Ishibashi
○Kihei Yoneyama　○Taishi Mikami
○Yoshihiro Akashi
○Masahiro Yamauchi
○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第18回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会

200906 A successful non-surgical
case to halt bleeding in the
patient with giant false
anneurysm developed after
intra-aortic balloon pumping
extubation

16 ○Ken Kongoji　○Kohe Koyama
○Hideki Ouchi　○Akio Hayashi
○Yuki Ishibashi　○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第18回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会

200906 Percutaneous peripheral
intervention for critical
limb ischemia

17 ○Ken Kongoji　○Kohe Koyama
○Hideki Ouchi　○Yuki Ishibashi
○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第18回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会

200906 A successful hybrid approach
in the systemic
arteriosclerosis  patient
with Leriche syndrome,
severe coronary disease and
bilateral renal artery
stenosis
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18 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Ken Kongoji　○Nobuyuki Hashimoto
○Haruki Musya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第18回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会

200906 Cystatin C is Useful Marker
for Contrast-induced
Nephropathy in the Elderly
Patients Under going Cardiac
Angiography

19 山内正博　　石橋祐記　　三上大志
高橋英二　　上松真理子　　川崎健介
武者春樹

第18回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会

200906 The usefulness of
superselective contralateral
angiography from the conus
branch in two patients with
CTO in the proximal LAD

20 山内正博　　石橋祐記　　三上大志
高橋英二　　川崎健介　　上松真理子
武者春樹

第18回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学
会

200906 A Successful Stenting for
RCA ostial lesion using the
floating wire technique: A
case report

21 西尾智　　龍祥之助　　小山幸平
渡邉義之　　鈴木健吾　　岸良示
橋本信行　○松本直樹　　三宅良彦
（○薬理学）

第14回神奈川臨床
不整脈ﾌｫｰﾗﾑ

200906 心房細動にともなう冠動脈塞栓
による急性心筋梗塞の3例

22 ○Naoki Matsumoto　◇Yukako Ishikawa
◇Ryoji Kishi　◇Shonosuke Ryu
◇Satoru Nishio　◇Yoshiyuki Watanabe
◇Toshihiko Nanke　□Yoshifumi Arai
□Setsuo Hasegawa　△Mutsuo Kaneko
△Tatsuya Yoneyama　△Takashi Ymawaki
▽Tsuneharu Sakurai　◇Tomoo Harada
◇Emi Nakano　◇Hisao Matsuda
☆Kiyoshi Nakazawa　◇Fumihiko Miyake
○Shinichi Kobayashi
（○Department of Pharmacology）
（◇Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（□Sekino Clinical Pharmacology
Clinic）
（△Fukuda Denshi Co.）
（▽Clinical Laboratory）
（☆Asao Hospital）

ISHNE2009 200906 Basic paramenter analysis on
high inter-costal space ECG
of right precordial leads in
healthy male volunteers

23 ○鳥飼圭人　○成田信義　○松田隆秀
◇信岡祐彦　　原正壽　　三宅良彦
（○内科学（総合診療内科））
（◇臨床検査医学）

第51回日本老年医
学会

200906 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
本健康診査における）

24 水越慶　　龍祥之助　　出雲昌樹
石川由香子　　米山喜平　　橋本信行
長田尚彦　　三宅良彦

第212回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200906 心ﾀﾝﾎﾟﾅｰﾃﾞを契機に診断され
た、心膜および心筋浸潤をとも
なう縦隔Burkittﾘﾝﾊﾟ腫の1例

25 原正壽　　戸兵雄子　　熱田英彦
倉田真衣　　三宅良彦

第29回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会

200906 Vector magnitude を用いたQT
計測

26 橋本信行 第59回神奈川循環
器講演会

200907 PCIとCABG　当院の現状
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27 足利光平　　立志美和　　林明生
高橋英二　　三上大志　　川崎健介
山内正博　　橋本信行　　武者春樹

第59回神奈川循環
器講演会

200907 当院におけるDES導入後のPCIの
現状

28 ○堀田千晴　○平木幸治　○渡辺　敏
○井澤和大　○森尾裕志　○笠原酉介
長田尚彦　　大宮一人　　三宅良彦
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 糖尿病を合併した入院期心疾患
患者における運動機能指標と歩
行能力との関係

29 ○平木幸治　○井澤和大　○渡辺　敏
○森尾裕志　○笠原酉介　○堀田千晴
長田尚彦　　大宮一人　　三宅良彦
◇飯島　節
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇筑波大学大学院）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 糖尿病を合併した急性心筋梗塞
患者における心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの
効果

30 ○笠原酉介　○井澤和大　○渡辺　敏
○大尾有希子　○平木幸治　○森尾裕志
長田尚彦　　大宮一人　　三宅良彦
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 急性心筋梗塞患者における退院
時身体機能の年齢による予測式
について

31 ○渡辺　敏　○井澤和大　○平木幸治
○笠原酉介　　大宮一人　◇幕内晴朗
三宅良彦
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇外科学（心臓血管外科））

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 大動脈解離および大動脈瘤急性
期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ逸脱理由
の検討

32 ○井澤和大　○渡辺　敏　○平木幸治
○森尾裕志　○笠原酉介　○武市尚也
長田尚彦　　大宮一人　◇岡　浩一朗
三宅良彦
（○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15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 慢性心不全患者におけるNYHA心
機能分類別の身体活動量と運動
能力指標との関連について

33 黄世捷　　長田尚彦　　米山喜平
木田圭亮　　林明生　　高橋英二
鈴木健吾　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦　○井澤和大　○渡辺　敏
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 中枢性無呼吸に対してASV導入
後に、運動時周期性呼吸と心不
全が著明に改善した1例

34 下郷卓史　　長田尚彦　　米山喜平
木田圭亮　　林明生　　高橋英二
鈴木健吾　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦　○井澤和大　○渡辺　敏
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 BNP低値心不全症例の心血管ｲﾍﾞ
ﾝﾄの予後予測因子には心肺運動
負荷試験は有用である

35 長田尚彦　　米山喜平　　木田圭亮
林明生　　石橋祐記　　下郷卓史
明石嘉浩　　大宮一人　　三宅良彦
○井澤和大　○渡辺　敏
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 慢性心不全患者における運動耐
容能を予測する因子について

36 ○松本直樹　　岸良示　　龍祥之助
渡邉義之　　西尾智　　石川由香子
三宅良彦　　山内正博　　武者春樹
松田央郎　　中野恵美　　原田智雄
◇桜井庸晴
（○薬理学）
（◇臨床検査部）

第26回日本心電学
会第24回日本不整
脈学会合同学術集
会

200907 ﾜｰﾌｧﾘﾝ治療におけるVKORC1遺伝
子多型と薬効、ﾜｰﾌｧﾘﾝ血中濃
度、Vit K1血中濃度等の検討
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37 ○Masaki Izumo　○Yoshihiro Akashi
○Kihei Yoneyama　○Kengo Suzuki
○Naohiko Osada　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ESC Congress
2009

200908 The influence of cynamic
mitral regurgitation on
exercise capacity in
patients with chronic heart
frailure

38 ○Masaki Izumo
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ESC Congress
2009

200908 Evaluation of exercise-
induced mitral regurgitation
mechanism in patients with
left ventricular dysfunction
using rransthoracic 3D-
echocardiography

39 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Kihei Yoneyama　○Masaki Izumo
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Haruki Musya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ESC Congress
2009

200908 Cystatin C is useful marker
for contrast-induced
nephropathy in patients with
renal insufficiency
undergoing cardiac
angiography

40 長田尚彦 米沢市医師会学術
講演会

200908 循環器疾患とSAS

41 上松真理子　　川崎健介　　足利光平
黄世捷　　立志美和　　林明生
高橋英二　　山内正博　　武者春樹

第565回日本内科
学会関東地方会

200909 抗血小板療法中に腸腰筋内血腫
を合併した1例

42 明石嘉浩 神奈川県内科医学
会 第34回臨床医
学研修講座

200909 ｽﾄﾚｽ心筋症にまつわる最近の話
題

43 ○永澤　慧　　石橋祐記　　明石嘉浩
小山幸平　　鈴木健吾　　長田圭三
三宅良彦　◇小野裕國　◇鈴木敬麿
◇小林俊也　◇幕内晴朗
（○臨床研修ｾﾝﾀｰ）
（◇外科学（心臓血管外科））

第213回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200909 多発性細菌性動脈瘤を合併した
感染性心内膜炎の1例

44 ○Naoki Matsumoto　○Minoru Watanabe
○Toshio Kumai　○Masami Tanaka
○Sachiko Takenoshita
○Yoshie Harimoto　○Mikihito Hayashi
◇Yuichi Kinoshita　□Ryoji Kishi
□Shonosuke Ryu　□Fumihiko Miyake
□Masahiro Yamauchi　□Eiji Takahashi
□Haruki Musya
（○Department of Pharmacology）
（◇Department of Phamacology）
（□Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

American College
of Clinical
Pharmacology

200909 VKORC1 Polymorphism and
other tests for warfarin
therapy in japanese
population

45 長田尚彦 第2回函館循環器
睡眠呼吸障害ﾌｫｰﾗ
ﾑ講演会

200909 循環器疾患とSAS
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46 足利光平　　山内正博　　高橋英二
○須藤暁子　○梅原　亮　　上松真理子
林明生　　川崎健介　　武者春樹
（○臨床研修ｾﾝﾀｰ）

第5回神奈川IVUS
研究会

200909 IVUSで多量の血栓を認め、
Fitrapが血栓により閉塞した
AMI

47 ○山田純生　○清水優子　　三宅良彦
◇和泉　徹
（○名古屋大学）
（◇北里大学）

第57回日本心臓病
学会

200909 Daily functioning in
congestive heart failure

48 石橋祐記　　長田尚彦　　出雲昌樹
下郷卓史　　林明生　　木田圭亮
米山喜平　　高橋英二　　鈴木健吾
大宮一人　　三宅良彦

第57回日本心臓病
学会

200909 Impact of Continuous
Positive Airway Pressure
Therapy on Metabolic
Syndrome in Patients with
Obstructive Sleep Apnea
Sybndrome

49 木田圭亮　　明石嘉浩　　足利光平
高井学　　黄世捷　　土屋絢子
出雲昌樹　　下郷卓史　　石橋祐記
米山喜平　　鈴木健吾　　長田尚彦
大宮一人　○小林泰之　　三宅良彦
（○放射線医学）

第57回日本心臓病
学会

200909 慢性心不全の心筋123I-MIBG集
積は運動耐容能を予測する

50 木田圭亮　　明石嘉浩　　関塚宏光
出雲昌樹　　下郷卓史　　石橋祐記
米山喜平　　鈴木健吾　　長田尚彦
大宮一人　　三宅良彦

第57回日本心臓病
学会

200909 心不全患者の骨格筋と運動耐容
能の関連はbody mass index に
規定される

51 出雲昌樹　　鈴木健吾　　石橋祐記
明石嘉浩　　長田尚彦　　大宮一人
三宅良彦

第57回日本心臓病
学会

200909 経胸壁3D心ｴｺｰ検査における運
動誘発性僧帽弁逆流の機序の検
討

52 水越慶　　出雲昌樹　　鈴木健吾
長田尚彦　　黄世捷　　高井学
下郷卓史　　林明生　　木田圭亮
米山喜平　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦

第57回日本心臓病
学会

200909 非虚血性慢性心不全患者におけ
るE/E’と運動耐容能との比較
E/E’測定部位の相違

53 高井学　　石橋祐記　　渡邉義之
明石嘉浩　　三宅良彦

第150回日本老年
医学会関東甲信越
地方会

200909 高齢冠攣縮性狭心症の1例

54 石川由香子　　佐々木俊雄　　松田央郎
藤田禎規　　中野恵美　　水野幸一
原田智雄　○相田芳夫　　三宅良彦
（○診断病理学）

第566回日本内科
学会関東地方会

200910 再発時に著明な右心負荷所見を
呈し劇症型の経過をたどったｳｲ
ﾙｽ性心筋炎の1例

55 木田圭亮　　明石嘉浩　　鈴木健吾
米山喜平　○井澤和大　　高井学
長田尚彦　　大宮一人　　三宅良彦
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

第13回日本心不全
学会

200910 心不全患者における加齢による
運動耐容能、筋力、体組成の違
い

56 大宮一人　　木田圭亮　　鈴木健吾
明石嘉浩　　長田尚彦

第13回日本心不全
学会

200910 慢性心不全患者に対するβ遮断
薬と運動療法の併用療法効果に
関する一考察
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57 原正壽　　熱田英彦　　戸兵雄子
倉田真衣　　三宅良彦　○成田信義
（○内科学（総合診療内科））

第25回心電情報処
理ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

200910 3次元時間－周波数解析による
心筋機能の評価

58 明石嘉浩 第25回神奈川PET･
SPECT研究会

200910 心臓核医学検査をいかにして活
用するか

59 木田圭亮　　高井学　　石橋祐記
米山喜平　　渡邉義之　　鈴木健吾
明石嘉浩　　橋本信行　　長田尚彦
大宮一人　　三宅良彦

第31回心筋生検研
究会

200911 心機能改善後に抹消血好酸球が
著増した好酸球性心筋炎の2例

60 ○堀越　健　　木田圭亮　　出雲昌樹
○天神和美　　金剛寺謙　　明石嘉浩
三宅良彦
（○臨床研修ｾﾝﾀｰ）

第214回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200912 PDF-PETが診断に有用であった
心ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽの1例

61 松田央郎　　原田智雄　　副島京子
中野恵美　　仲島麻里可　　石川由香子
藤田禎規　　佐々木俊雄　　水野幸一
西尾智　　渡邉義之　　龍祥之助
岸良示　○松本直樹　　三宅良彦
（○薬理学）

第22回臨床不整脈
研究会

201001 肥大型心筋症に伴う心尖部瘤を
起源とする薬剤抵抗性心室頻拍
のｶﾃｰﾃﾙｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝに成功した1例

62 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Haruki Musya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

CCT 2010 201001 Cystatin C Before
Catheterization is Useful
Marker in Patients With
Contrast Induced Nephropathy

63 ○井澤和大　○渡辺　敏　○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）

第74回日本循環器
学会

201003 心疾患患者に対するﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾄﾚｰ
ﾆﾝｸﾞ

64 ○Naoki Matsumoto　◇Masahiro Yamauchi
◇Eiji Takahashi　◇Ryoji Kishi
◇Shonosuke Ryu　◇Yoshiyuki Watanabe
◇Satoru Nishio　◇Yukako Ishikawa
□Yuko Takeba　◇Fumihiko Miyake
◇Haruki Musya　○Shinichi Kobayashi
（○Department of Pharmacology）
（◇Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（□Deprtment of Pharmacology）

第74回日本循環器
学会

201003 Benefit of VKORC1
Polymorphism Test Gets
Smaller When the Therapeutic
Range of Warfarin is Set Low
in Japanese Population

65 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Kensuke Kawasaki　○Masaki Izumo
○Takashi Shimozato　○Akio Hayashi
○Eiji Takahashi　○Keisuke Kida
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Haruki Musya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Cystatin C is Useful Marker
for Contrast-induced
Nephropathy in the Elderly
Patients with Coronary
Artery Disease
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66 ○Naohiko Osada　○Keisuke Kida
○Kae Suzuki　○Kengo Suzuki
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Yoshihiro Akashi　○Akio Hayashi
○Yuki Ishibashi　○Takashi Shimozato
◇Kazuhiro Izawa　◇Satoshi Watanabe
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 The clinical meaning of
reduced vasodilation
response in patients with
sleep apnea syndrome

67 ○Kohei Ashikaga　○Yoshihiro Akashi
○Kei Mizukoshi　○Ayako Tsuchiya
○Manabu Takai　○Seisyo Ko
○Masaki Izumo　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Akio Hayashi
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Kengo Suzuki
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Is 99mTc-Sestamibi
Myocardial Scintigraphy
Useful for the Assessment of
Physical Training in
Patients with Acute
Myocardial Infatction?

68 ○Yoshihiro Akashi　○Kei Mizukoshi
○Kohei Ashikaga　○Manabu Takai
○Seisyo Ko　○Masaki Izumo
○Takashi Shimozato　○Yuki Ishibashi
○Akio Hayashi　○Keisuke Kida
○Kengo Suzuki　○Naohiko Osada
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 The 99mTc-Sestamibi
Myocardial Washout Rates
Obtained in the Chronic
Phase Predict Myocardial
Damages in Patients with
Previous Myocardial
Infarction

69 ○Takashi Shimozato　○Naohiko Osada
○Kei Mizukoshi　○Manabu Takai
○Ayako Tsuchiya　○Seisyo Ko
○Masaki Izumo　○Yuki Ishibashi
○Keisuke Kida　○Kengo Suzuki
○Yoshihiro Akashi　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　◇Kazuhiro Izawa
◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Relationship between
Breathing Pattern on Effort
and Sleep Disordered
Breathing (SDB) in Patients
with Chronic Heart
Failure(CHF)

70 ○Emi Nakano　○Tomoo Harada
○Hisao Matsuda　○Yukako Ishikawa
○Sadanori Fujita　○Toshio Sasaki
○Koichi Mizuno　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Anatomical Reverse
Remodeling of Left Atrium
and Pulmonary Vein after
Successful Radiiofrequency
Ablation in Patients with
Chronic Atrial Fibrillation

71 ○Ken Kongoji　○Kohe Koyama
○Hideki Ouchi　○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 The Clinical Usefulness of
Renal Artery Stenting Using
3Fr System
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72 ○Takashi Shimozato　○Kei Mizukoshi
○Ayako Tsuchiya　○Manabu Takai
○Seisyo Ko　○Masaki Izumo
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Kengo Suzuki
○Yoshihiro Akashi　○Naohiko Osada
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
◇Kazuhiro Izawa　◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Relationship betweenSleep
Disordered Breathing (SDB)
and Exercise Tolerance with
Chronic Heart Failure(CHF)

73 ○Kei Mizukoshi　○Kengo Suzuki
○Ayako Tsuchiya　○Manabu Takai
○Seisyo Ko　○Masaki Izumo
○Miwa Tateshi　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　◇Kazuhiro Izawa
◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 The Usefulness of
Longitudinal Strain Rate for
Assessing Exercise Capacity
in Patients with Chronic
Heart Failure

74 ○Manabu Takai　○Kengo Suzuki
○Kei Mizukoshi　○Ayako Tsuchiya
○Seisyo Ko　○Masaki Izumo
○Miwa Tateshi　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 The Usefulness of 2D Speckle
Tracking  Strain Imaging to
Discriminate Non-obstructive
Hypertrophic Cardiomyopathy
from Hypertensive Left
Ventricular Hypertrophy

75 ○Seisyo Ko　○Kengo Suzuki
○Kei Mizukoshi　○Ayako Tsuchiya
○Manabu Takai　○Masaki Izumo
○Yuki Ishibashi　○Takashi Shimozato
○Kihei Yoneyama　○Keisuke Kida
○Yoshihiro Akashi　○Naohiko Osada
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
◇Kazuhiro Izawa　◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Global Longitudinal Peak
Strain Predicts Exercise
Capacity in Patients with
Chronic Heart Failure

76 ○Masaki Izumo　○Kengo Suzuki
○Kei Mizukoshi　○Manabu Takai
○Seisyo Ko　○Ayako Tsuchiya
○Miwa Tateshi　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　◇Kazuhiro Izawa
◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 The Impact of Dynamic
Ventricular Dyssynchrony on
Exercise Capacity in
Patients with Chronic Heart
Failure
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77 ○Kengo Suzuki　○Kei Mizukoshi
○Ayako Tsuchiya　○Manabu Takai
○Seisyo Ko　○Masaki Izumo
○Miwa Tateshi　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Association between the
Plasma Brain Natriuretic
Peptide Level and Left
Ventricular Longitudinal
Function Assessed by Tissue
Mitral Annular Displacement

78 ○Manabu Takai　○Masaki Izumo
○Kengo Suzuki　○Kei Mizukoshi
○Ayako Tsuchiya　○Seisyo Ko
○Miwa Tateshi　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　◇Kazuhiro Izawa
◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Changes in Left Ventricular
Geomeetry duringt Exercise
Affects Exercise Capacity in
Patients with Chronic Heart
Failure

79 ○Masaki Izumo　○Kengo Suzuki
○Manabu Takai　○Seisyo Ko
○Ayako Tsuchiya　○Miwa Tateshi
○Takashi Shimozato　○Yuki Ishibashi
○Kihei Yoneyama　○Keisuke Kida
○Yoshihiro Akashi　○Naohiko Osada
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
◇Kazuhiro Izawa　◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Impact of Obstructive Sleep
Apnea on Diastolic
Dysfunction

80 ○Kengo Suzuki　○Kei Mizukoshi
○Ayako Tsuchiya　○Manabu Takai
○Seisyo Ko　○Masaki Izumo
○Miwa Tateshi　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Naohiko Osada　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第74回日本循環器
学会

201003 Left Ventricular Systokic
Function is Abnormal in
Diastolic Heart Failure: The
Assessment of Systolic
Function Using Tissue Mitral
Annual Displacements

81 ○松原史明　　木田圭亮　　立志美和
鈴木健吾　　金剛寺謙　　明石嘉浩
三宅良彦
（○臨床研修ｾﾝﾀｰ）

第570回日本内科
学会関東地方会

201003 心ﾀﾝﾎﾟﾅｰﾃﾞをきたした甲状腺機
能低下症の1例

82 黄世捷　　上松真理子　　立志美和
高橋英二　　川崎健介　　山内正博
武者春樹

第570回日本内科
学会関東地方会

201003 緩徐発育型の心嚢内巨大血腫に
より大動脈弁置換術後4年目に
心ﾀﾝﾎﾟﾅｰﾃﾞを来した1例
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1 大日方信幸　　伊東文生 MEDICAMENT NEWS 1971号
P.6～8

200902 特集　消化管出血への対応「下
部消化管出血」

2 Watanabe Y　○Kim HS　◇Castro RJ
◇Chung W　◇Estecio MR　◇Kondo K
◇Guo Y　◇Ahmed SS　□Toyota M
Itoh F　○Suk KT　○Cho MY　◇Shen L
◇Jelinek J　◇Issa JP
（○Yonsei Univ. Wonju College）
（◇Texas MD Anderson Cancer Center）
（□札幌医科大学生化学講座）

Gastroenterology 136(7)P.
2149～
2158

200904 Sensitive and specific
tedetction of early gastric
cancer using DNA methylation
analysis of gastric washes

3 Hosoya K　○Yamashita S　○Ando T
◇Nakajima T　　Itoh F　○Ushijima T
（○National Cancer Center Research
Institute）
（◇National Cancer Center Hospital）

Cancer Lett 285(2)
P.182-
189

200906 Adenomatous polyposis coli
1A is likely to be
methylated as a passenger in
human gastric carcinogenesis

4 渡邊嘉行　　前畑忠輝　　平川麻美
津田享志　　伊東文生

G.I. Research 17(4)
P.320～
326

200908 胃癌診断におけるDNAメチル化
の臨床応用の可能性を探る

5 ○Izawa N　　Kouro T　　Sawada T
◇Kinoshita Y　□Hatsugai M
Negishi R　　Nomoto M　　Obinata N
Itoh F
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇薬理学）
（□生化学（生化学））

Am J
Gastroenterol

104(8)
P.2122～
2123

200908 Preumobilia: a rare
complication or a common
phenomenon of double-balloon
enteroscopy?

6 中原一有　　片倉芳樹　　奥瀬千晃
○足立清太郎　◇伊澤直樹　　川上猛敬
□野口陽平　　小林美奈子　　伊東文生
（○生理学（生理学））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□生化学（生化学））

Gastroenterology
Endoscopy

51(9)
P.2461～
2466

200909 フラップの脱落による胆管内迷
入ステントを内視鏡的に回収し
た慢性膵炎の1例

7 安田宏　　伊東文生 肝･胆･膵 59(4)
P.581～
585

200910 臓器内に存在する多分化能を
もった肝幹細胞とアクチビン・
TGFβファミリー

8 渡邊嘉行　　前畑忠輝　　岡本賢
平川麻美　　加藤尚之　　津田享志
伊東文生

消化器科 49(4)
P.336～
342

200910 胃洗浄液を用いたメチル化解析
の胃癌診断への応用

9 奥瀬千晃　　伊東文生 The Mainichi
Medical Journal

5(10)
P.585～
656

200910 ペグインターフェロンα2a・リ
バビリンによる慢性Ｃ型肝炎の
再治療は有用-プロテアーゼ阻
害薬登場までの提案として

内科学（消化器・肝臓内科）　誌上発表
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10 紅露剛史　○遠藤陽　◇伊澤直樹
根岸龍二郎　　小林美佳　　長谷川智里
小原宏一　　野元雅仁　　大日方信幸
前畑忠輝　　津田享志　　澤田武
渡邊嘉行　　喜多島聡　　伊東文生
（○診断病理学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

消化器医学 7 P.61-
65

200910 CE(Capsule Endoscopy)と
DBE(Double Balloon
Endoscopy)が有用であった
OGIB(Obscure
Gastrointestinal Bleeding)の
1例

11 片倉芳樹　　中原一有　　小林美奈子
○足立清太郎　◇伊澤直樹　□野口陽平
中津智子　　佐藤義典　　高木麗
伊東文生
（○生理学（生理学））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□生化学（生化学））

日本消化器病学会
雑誌

107(3)
P.396-
406

201003 高齢者切除不能膵癌における治
療の現況とgemcitabineの有用
性

12 片倉芳樹　　中原一有　　伊東文生 消化器内科 53(3)
P.266-
271

201003 Gemcitabine単剤投与切除不能
膵癌例の治療前および開始後8
週時点での予後影響因子の検討

13 Ikeda H　　Suzuki M　　Okuse C
Yamada N　　Okamoto M　　Kobayashi M
Nagase Y　　Takahashi H　　Matsunaga K
Matsumoto N　　Itoh F　○Yotsuyanagi H
Koitabashi Y　◇Yasuda K　◇Iino S
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

Hepatol Res 39(8)
P.753-
759

200908 Short-term prolongation of
pegylated interferon and
ribavirin therapy for
genotype 1b chronic
hepatitis C patients with
early viral response

1 Watanabe Y　○Kim HS　◇Castro RJ
◇Chung W　◇Estecio M RH　◇Kondo K
◇Guo Y　◇Ahmed SS　□Toyota M
Itoh F　○Suk KT　○Cho MY　◇Shen L
◇Jelinek J　◇Issa JP
（○Yonsei Univ. Wonju College）
（◇Texas MD Anderson Cancer Center）
（□札幌医科大学生化学講座）

AACR 100th
Annual Meeting

200904 Sensitive and specific
detection of gastric cancer
using DNA methylation
analysis of gastric washes

2 Maehata T　　Watanabe Y　○Kim HS
◇Castro RJ　◇Chung W　□Niwa H
△Toyota M　　Itoh F　◇Shen L
◇Jelinek J　◇Issa JP
（○Yonsei Univ. Wonju College）
（◇Texas MD Anderson Cancer Center）
（□消化器・肝臓内科客員教授）
（△札幌医科大学生化学講座）

8th Korea-Japan
joint symposium
on
gastrointestinal
endoscopy 2009

200904 DNA methylation analysis of
gastric washes as a new
diagnostic tool for gastric
cancer

3 渡邊嘉行　　前畑忠輝　　津田享志
伊東文生

第46回日本臨床分
子医学会学術集会

200904 胃洗浄液を用いたメチル化解析
の胃癌診断への応用

4 安田宏　○澤田晋　○山田雅哉
（○昭和大学藤が丘病院消化器内科）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 肝動脈ステント留置御の複数の
抗血小板薬服用時の消化管出血

内科学（消化器・肝臓内科）　学会発表

- 116 -



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 片倉芳樹　　中原一有　　伊東文生 第95回日本消化器
病学会総会

200905 Gemcitabine単剤投与切除不能
膵癌例の治療前および開始後8
週時点での予後影響因子の検討

6 奥瀬千晃　○四柳宏　　鈴木通博
（○東京大学感染症内科）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 B型慢性肝炎急性憎悪に対する
核酸ｱﾅﾛｸﾞ-ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝsequential
therapyの有用性に関する検討

7 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　　野元雅仁　　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）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□診断病理学）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 慢性膵炎における膵星細胞と
nestinの関連について

8 渡邊嘉行　○豊田実　　伊東文生
（○札幌医科大学生化学講座）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 胃洗浄液を用いたメチル化解析
の胃癌診断への応用

9 山田典栄　　鈴木通博　　池田裕喜
○安田清美　◇四柳宏　　伊東文生
（○清川病院）
（◇東京大学感染症内科）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 CH-C難治例に対するウイルス陰
性化時期別Peg-INF/R延長投与
における治療効果因子の検討

10 高木麗　　小原宏一　　津田享志
○木下雄一　◇公文大輔　　小澤俊一郎
□伊澤直樹　　平川麻美　　根岸龍二郎
大日方信幸　　野元雅仁　　前畑忠輝
紅露剛史　　澤田武　　高橋秀明
松永光太郎　　松本伸行　　奥瀬千晃
喜多島聡　　伊東文生
（○薬理学）
（◇診断病理学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

第95回日本消化器
病学会総会

200905 肝腫瘍破裂を契機に発見された
が診断に難渋したAFP産生胃癌
の1例

11 ○初谷守朗　◇黒川真奈絵　　紅露剛史
伊東文生　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇分子病態治療学）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 潰瘍性大腸炎・クローン病末梢
血単核球における発現蛋白質の
網羅的解析

12 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
（○診断病理学）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 急性膵炎を契機に発見された多
発十二指腸カルチノイド腫瘍の
1例

13 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
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇診断病理学）

第95回日本消化器
病学会総会

200905 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
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14 片倉芳樹　　中原一有　　伊東文生 第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 総胆管結石症に対するspiral-
cone型NBDカテーテルの使用実
験

15 片倉芳樹　　中原一有　　伊東文生 第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 当院における高齢者に対する総
胆管結石症の内視鏡的治療

16 平川麻美　　津田享志　○遠藤陽
◇伊澤直樹　　根岸龍二郎　　小原宏一
大日方信幸　　野元雅仁　　前畑忠輝
紅露剛史　　澤田武　　喜多島聡
伊東文生
（○診断病理学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 保存的加療にて治療しえた十二
指腸潰瘍穿痛による十二指腸胆
道瘻の1例

17 中原一有　　片倉芳樹　○伊澤直樹
◇野口陽平　　足立清太郎　　小林美奈子
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　□戸澤晃子　□干川晶弘
□高木正之　　伊東文生
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇生化学（生化学））
（□診断病理学）

第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 胃穿破部の生検にて診断が得ら
れた退形成性膵管癌の1例

18 ○遠藤陽　　大日方信幸　　野元雅仁
前畑忠輝　　紅露剛史　　澤田武
喜多島聡　　伊東文生
（○診断病理学）

第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 盲腸Carcinoma in
hyperplastic polypの1例

19 ○永澤慧　　野元雅仁　　紅露剛史
大日方信幸　　前畑忠輝　◇遠藤陽
根岸龍二郎　　小林美佳　　澤田武
喜多島聡　　伊東文生
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 CEとDBEが有用であったOGIBの1
例

20 重福隆太　　石井俊哉　　池田佳子
足立清太郎　　足立香代　　黄世揚
田端美弥子　○二階亮　　佐藤明
（○柏光陽病院）

第304回日本消化
器病学会関東支部
例会

200905 エンテカビルが奏功したde
novo B型肝炎の1例

21 岡本賢　　奥瀬千晃　　中原一有
山田典栄　　池田裕喜　　小林稔
高橋秀明　　片倉芳樹　　松永光太郎
松本伸行　　鈴木通博　　伊東文生
○四柳宏
（○東京大学感染症内科）

第304回日本消化
器病学会関東支部
例会

200905 自然経過にてHCV RNAの持続陰
性化を認めているC型慢性肝炎
の1例

22 山下真幸　○鈴木拓　○野島正寛
渡邊嘉行　◇今井浩三　　伊東文生
○豊田実
（○札幌医科大学生化学講座）
（◇札幌医科大学）

ｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｸｽ研究
会第3回年会

200905 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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23 前畑忠輝　　安田宏　　佐藤義典
中津智子　○木下雄一　　根岸龍二郎
平川麻美　　小原宏一　　大日方信幸
野元雅仁　　津田享志　　紅露剛史
澤田武　　渡邊嘉行　　喜多島聡
伊東文生
（○薬理学）

第88回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200906 当院における早期胃癌・胃腺腫
に対するESDの偶発症

24 中原一有　　片倉芳樹　　伊東文生 第88回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200906 ERCP手技に伴う早期偶発症に関
する検討-穿孔例を中心に-

25 服部伸洋　　馬場哲　　大石嘉恭
石郷岡晋也　　中澤緑　　福田安伸
長瀬良彦　　鈴木通博

第88回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200906 韮を摂取し、胃壁膿瘍をきたし
た1例

26 ○四柳宏　　山田典栄　◇青野淳子
高橋秀明　　長瀬良彦　　奥瀬千晃
□森屋恭爾　△安田清美　　鈴木通博
▽小池和彦
（○東京大学感染症内科）
（◇四日市看護医療大学看護部）
（□東京大学付属病院感染制御部）
（△清川病院）
（▽東京大学消化器内科）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 B型急性肝炎の現状からみたユ
ニバーサルHBワクチンの必要性
に関して

27 池田裕喜　　鈴木通博　　山田典栄
岡本賢　　小林稔　　高橋秀明
長瀬良彦　　松本伸行　　奥瀬千晃
○四柳宏　◇安田清美　　伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 Peg-IFN/RBV段階的延長投与に
おけるウィルス陰性化時期と
ウィルス側因子との検討

28 松永光太郎　　鈴木通博　　山田典栄
石井俊哉　　長瀬良彦　　福田安伸
岡本賢　　小林稔　　高橋秀明
松本伸行　　奥瀬千晃　　伊東文生

第45回日本肝臓学
会総会

200906 セログループ１型高ウィルス量
のC型慢性肝疾患に発生した肝
細胞癌におけるコア領域のアミ
ノ酸変異の検討～CH-Cとの比較

29 福田安伸　　長瀬良彦　　山田典栄
中澤緑　　馬場哲　　松本伸行
奥瀬千晃　○四柳宏　◇安田清美
鈴木通博
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 TaqmanPCR法によるHCV-RNA一過
性陽性例の検討

30 長瀬良彦　　山田典栄　　中澤緑
福田安伸　　馬場哲　　小林稔
池田裕喜　　高橋秀明　　松永光太郎
松本伸行　　奥瀬千晃　○四柳宏
◇安田清美　　鈴木通博
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 Lamivudine耐性HBVに対して、
Adefovir単独投与でも制御可能
か？
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31 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　◇小池和彦
（○東京大学感染症内科）
（◇東京大学消化器内科）
（□東京大学付属病院感染制御部）
（△清川病院）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 B型慢性肝疾患におけるB型肝炎
ウィルス欠失変異

32 小林稔　　鈴木通博　　池田裕喜
高橋秀明　　山田典栄　　岡本賢
松永光太郎　　松本伸行　　奥瀬千晃
○小池淳樹　◇佐瀬茂　□前山史朗
伊東文生
（○診断病理学）
（◇安西メディカル）
（□北柏リハピリ総合病院）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 Xenon-CTを用いたNAFLDにおけ
るNASHのスクリーニングの試み

33 高橋秀明　　鈴木通博　　重福隆太
○野口陽平　◇公文大輔　　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
□前山史朗　　伊東文生
（○生化学（生化学））
（◇診断病理学）
（□北柏リハピリ総合病院）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 胃食道静脈瘤合併C型肝硬変に
おける硬化療法前後の肝機能の
検討

34 服部伸洋　　大石嘉恭　○堀博志
石郷岡晋也　　中澤緑　　福田安伸
長瀬良彦　　馬場哲　　鈴木通博
（○内科学（総合診療内科））

神奈川県消化器病
研究会

200906 興味ある画像所見を呈した肝サ
ルコイドーシスの1例

35 細谷浩介　　石井俊哉　　重福隆太
足立香代　　黄世揚　　小林美奈子
小林稔　○二階亮　　佐藤明
（○柏光陽病院）

第564回日本内科
学会関東地方会

200907 閉塞性黄疸を来した巨大肝嚢胞
の1例

36 高橋秀明　　佐藤義典　　重福隆太
山下真幸　○足立清太郎　　中原一有
岡本賢　　池田裕喜　　片倉芳樹
松永光太郎　　松本伸行　　奥瀬千晃
◇四柳宏　　鈴木通博　　伊東文生
（○生理学（生理学））
（◇東京大学感染症内科）

第18回神奈川ｳｨﾙｽ
肝炎ｾﾐﾅｰ

200909 B型肝炎ウィルス再活性化によ
る肝炎の現状-予防投与・経過
観察例も含めて-

37 松本伸行　　小澤俊一郎　　渡邊嘉行
小原宏一　　伊東文生

第29回日本分子腫
瘍ﾏｰｶｰ研究会

200909 肝細胞癌株に対する熱処理によ
る新たな悪性形質獲得と未分化
マーカーの変化

38 渡邊嘉行　　前畑忠輝　　小澤俊一郎
山下真幸　　細谷浩介　　平川麻美
津田享志　　伊東文生

第29回日本分子腫
瘍ﾏｰｶｰ研究会

200909 胃洗浄液を用いた胃がんメチル
化アレイ診断
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39 Takahashi H　　Suzuki M　　Shigefuku R
Yamada N　　Okamoto M　　Kobayashi M
Ikeda H　　Matsunaga K　　Okuse N
Matsumoto N　　Okuse C　○Suzuki H
◇Maeyama S　□Yotsuyanagi H　　Itoh F
（○衣笠病院）
（◇北柏リハピリ総合病院）
（□東京大学感染症内科）

ISOBM2009 200909 Evaluation of adipokine in
nonalcoholic fatty liver
disease -Correlation with
hepatic steatosis by liver
biopsy

40 伊東文生　　渡邊嘉行　○豊田実
◇今井浩三　　津田享志　　前畑忠輝
平川麻美
（○札幌医科大学生化学講座）
（◇東京大学医科学研究所）

第68回日本癌学会
学術総会

200910 胃洗浄液を用いたメチル化解析
の胃癌診断への応用

41 渡邊嘉行　○Castro RJ　◇豊田実
○Issa JP　　伊東文生
（○Texas MD Anderson Cancer Center）
（◇札幌医科大学生化学講座）

第68回日本癌学会
学術総会

200910 大腸がんにおけるMLL3遺伝子の
高頻度メチル化およびフレーム
シフト変異における検討

42 山下真幸　○豊田実　◇鈴木拓
□野島正寛　　渡邊嘉行　△明石浩史
◇山本英一郎　▽佐々木泰史　☆菅井有
◇篠村恭久　◎今井浩三　▽時野隆至
伊東文生
（○札幌医科大学生化学講座）
（◇札幌医科大学第一内科）
（□札幌医科大学公衆衛生学）
（△札幌医科大学付属総合情報センター）
（▽札幌医科大学がん研究所）
（☆岩手医科大学病理学講座）
（◎東京大学医科学研究所）

第68回日本癌学会
学術総会

200910 胃癌、大腸癌におけるIRFファ
ミリーのエピジェネティックな
不活化

43 ○丸山怜緒　○鈴木拓　◇野島正寛
○山本英一郎　○五十嵐伸一　○高丸博之
□甲斐正広　○山本博幸　　伊東文生
△時野隆至　▽今井浩三　□豊田実
○篠村恭久
（○札幌医科大学第一内科）
（◇札幌医科大学公衆衛生学）
（□札幌医科大学生化学講座）
（△札幌医科大学がん研究所）
（▽東京大学医科学研究所）

第68回日本癌学会
学術総会

200910 ｐ53標的遺伝子IGFBP７のCIMP
陽性大腸癌におけるメチル化

44 渡邊嘉行　　前畑忠輝　　伊東文生 第51回日本消化器
病学会大会

200910 胃洗浄液MCAMによる胃がん分子
内視鏡診断

45 安田宏　　伊東文生 第51回日本消化器
病学会大会

200910 アクチビンAとレチノイン酸に
よる食道扁平上皮細胞でのCDX-
2およびMUC２発現増強

46 小林稔　　高橋秀明　　鈴木通博 第51回日本消化器
病学会大会

200910 キセノンCTによる非侵襲的肝病
態評価

47 大石嘉恭　　渡邊嘉行　　小澤俊一郎
○丹羽寛文　　鈴木通博　　伊東文生
（○消化器・肝臓内科客員教授）

第51回日本消化器
病学会大会

200910 胃洗浄液を用いた分子内視鏡と
しての試み
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48 ○伊澤直樹　　澤田武　　平川麻美
前畑忠輝　　津田享志　　渡邊嘉行
喜多島聡　　安田宏　◇干川晶弘
◇高木正之　□田中圭一　□田中一郎
△森本毅　　伊東文生
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇診断病理学）
（□外科学（消化器・一般外科））
（△放射線医学）

第51回日本消化器
病学会大会

200910 著名な石灰化を来した胃低リス
クgastrointestinal stromal
tumor(GIST)の1例

49 ○小西一男　　渡邊嘉行　◇Issa JP
（○昭和大学消化器内科）
（◇Texas MD Anderson Cancer Center）

第51回日本消化器
病学会大会

200910 大腸癌肝転移症例におけるDNA
メチル化解析

50 山下真幸　○足立靖　○田中浩紀
○安達靖代　◇明石浩史　◇佐々木靖
○加藤康夫　　伊東文生　○遠藤高夫
（○札幌しらかば台病院）
（◇札幌医科大学第一内科）

第78回日本消化器
内視鏡学会総会

200910 切除不能進行胃癌の幽門狭窄に
対する経皮内視鏡的胃瘻造設術
(PEG)の腸瘻化(PEG-J)

51 ○初谷守朗　　紅露剛史　　野元雅仁
小澤俊一郎　◇木下雄一　□伊澤直樹
根岸龍二郎　　平川麻美　　小林美佳
長谷川智里　　大日方信幸　　前畑忠輝
津田享志　　澤田武　　渡邊嘉行
喜多島聡　　安田宏　　伊東文生
（○生化学（生化学））
（◇薬理学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

第78回日本消化器
内視鏡学会総会

200910 クローン病の小腸狭窄に対する
ダブルバルーン内視鏡を用いた
バルーン拡張術とインフリキシ
マブ併用の有用性

52 中原一有　　片倉芳樹　　伊東文生 第78回日本消化器
内視鏡学会総会

200910 ERCP関連手技に伴う早期偶発症
に関する検討-十二指腸穿孔例
を中心に-

53 山田典栄　○四柳宏　◇小池和彦
（○東京大学感染症内科）
（◇東京大学消化器内科）

第13回日本肝臓学
会大会

200910 B型急性肝炎の現状からみたユ
ニバーサルHBワクチンの必要性
の検討

54 高橋秀明　　鈴木通博　　山田典栄
奥瀬千晃　　伊東文生

第13回日本肝臓学
会大会

200910 B型肝炎ウィルス再活性化によ
る肝炎の現状　予防投与・経過
観察例も含めて

55 鈴木由佳　○四柳宏　　山田典栄
奥瀬千晃　◇安田清美　□小池和彦
鈴木通博　　伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）
（□東京大学消化器内科）

第13回日本肝臓学
会大会

200910 B型慢性肝炎におけるHBV塩基配
列に基づいたインターフェロン
(IFN)療法の効果予測

56 池田裕喜　　鈴木通博　　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
○安田清美　◇四柳宏　　伊東文生
（○清川病院）
（◇東京大学感染症内科）

第13回日本肝臓学
会大会

200910 ウィルス陰性化時期に応じた
Peg-IFN/RBV段階的延長投与の
有用性-LVR例に対するPeg-
IFN/RBV72週投与を中心に-
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57 石井俊哉　　重福隆太　　池田佳子
○足立清太郎　　足立香代　　黄世揚
田端美弥子　◇山口雅代　□二階亮
佐藤明
（○生理学（生理学））
（◇ヘルスサイエンスセンター）
（□柏光陽病院）

第13回日本肝臓学
会大会

200910 10年以上の長期生存が得られた
肝細胞癌症例の検討

58 長瀬良彦　　石郷岡晋也　　大石嘉恭
服部伸洋　　中澤緑　　福田安伸
馬場哲　　鈴木通博

第13回日本肝臓学
会大会

200910 血液透析患者におけるシスプラ
チン動注療法の安全性

59 小澤俊一郎　　松本伸行　　山田典栄
岡本賢　　小林稔　　高橋秀明
松永光太郎　　石井俊哉　　鈴木通博
伊東文生　○小池淳樹
（○診断病理学）

第13回日本肝臓学
会大会

200910 肝細胞癌に対するRFAにおける
予後不良症例の検討

60 松本伸行　　小澤俊一郎　　岡本賢
小林稔　　高橋秀明　　松永光太郎
奥瀬千晃　　鈴木通博　　伊東文生

第13回日本肝臓学
会大会

200910 ラジオ波焼灼術後局所再発の悪
性形質転換における癌肝細胞関
与の可能性に関する検討

61 高橋秀明　　奥瀬千晃　　鈴木通博 HBs抗原定量研究
会

200910 ルミパルス法にて陰性でHISCL
法にてHBsAg陽性が確認された
ネフローゼ症候群合併HBVキャ
リアーの1例

62 高橋秀明　　重福隆太　○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　　奥瀬千晃
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）
（□北柏リハピリ総合病院）
（△東京大学感染症内科）
（▽清川病院）

神奈川ﾘﾊﾞｰﾐﾃｨﾝｸﾞ 200910 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

63 Suzuki M　　Kobayashi M　　Ikeda H
Takahashi H　　Yamada N　　Okamoto M
Nagase Y　　Fukuda Y　　Matsunaga K
Okuse C　　Matsumoto N　○Maeyama S
◇Sase S　　Itoh F
（○北柏リハピリ総合病院）
（◇安西メディカル）

AASLD2009 Annual
Meeting

200910 Xe-CT is a possible new
screening modality as a
sreeining modality for NASH
in NAFLD patients

64 Ikeda H　　Suzuki M　　Yamada N
Okamoto M　　Kobayashi M
Takahashi H　　Matsunaga K　　Okuse C
Matsumoto N　○Yotsuyanagi H
◇Yasuda K　　Itoh F
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

AASLD2009 Annual
Meeting

200910 Efficacy of tailored
extention of Pegylated-
interferon and Ribavirin in
chronic hepatitis C patients
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65 Hasegawa D　○Fujii R　○Yagishita N
Matsumoto N　○Aratani S　○Izumi T
○Azakimi K　○Nakazawa M　○Fujita H
○Sato T　○Araya N　◇Senoo H
□Friedman SL　○Nishioka K
○Yamano Y　　Itoh F　△Nakajima T
（○難病治療研究センター）
（◇Cell Biol- ogy and Histology, Akita
University）
（□Div. of Liver Diseases, Mt. Sinai
School of Medicine）
（△Choju Medical Institute）

AASLD2009 Annual
Meeting

200910 Synoviolin, a
transcriptional target of
KLF6, regulates liver
fibrosis through its
enzymatic activity as an E3
ubiquitin ligase

66 松本伸行　　小澤俊一郎　　渡邊嘉行
岡本賢　　池田裕喜　　高橋秀明
松永光太郎　　奥瀬千晃　　鈴木通博
伊東文生

第20回日本消化器
癌発生学会総会

200911 肝細胞癌株に対する短時間温熱
処理による新たな悪性形質の獲
得

67 渡邊嘉行　　前畑忠輝　　大石嘉恭
小澤俊一郎　　平川麻美　　岡本賢
津田享志　　伊東文生

第20回日本消化器
癌発生学会総会

200911 新たな胃癌特異的メチル化遺伝
子の網羅的解析

68 小澤俊一郎　　渡邊嘉行　　前畑忠輝
平川麻美　　岡本賢　　津田享志
松本伸行　　伊東文生

第20回日本消化器
癌発生学会総会

200911 胃洗浄廃液を用いた胃癌診断へ
の試み

69 重福隆太　　石井俊哉　　平石哲也
細谷浩介　　足立香代　　黄世揚
田端美弥子　　小林稔　　佐藤明
○有泉泰　◇加藤洋　◇山内栄五郎
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

第306回日本消化
器病学会関東支部
例会

200911 Budd-Chiari症候群を呈し急速
に肝不全に至った肝内胆管癌の
１剖検例

70 重福隆太　　石井俊哉　　平石哲也
細谷浩介　　足立香代　　黄世揚
田端美弥子　　小林稔　　佐藤明
○加藤洋　○熊野玲子　○松本純一
○山内栄五郎　◇柳井真知　◇森澤健一郎
◇藤谷茂樹　◇平泰彦
（○放射線医学）
（◇救急医学）

第306回日本消化
器病学会関東支部
例会

200911 敗血症、胸腔内穿破、門脈血栓
症を併発し、救命し得た
Streptococcus milleriによる
多発肝膿症の1例

71 前畑忠輝　　安田宏　　高木麗
小林美奈子　　平川麻美　　大日方信幸
野元雅仁　　津田享志　　澤田武
渡邊嘉行　　喜多島聡　　伊東文生

第89回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200912 80歳以上の高齢者早期胃癌に対
するESDの有用性に対する検討

72 中原一有　　片倉芳樹　　小林美奈子
○足立清太郎　◇伊澤直樹　□野口陽平
佐藤義典　　中津智子　　高木麗
伊東文生
（○生理学（生理学））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□生化学（生化学））

第89回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200912 悪性肝門部狭窄に対するテー
パードカテーテルを用いた自作
チューブステント留置の試み
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73 中原一有　　片倉芳樹　　佐藤義典
○野口陽平　◇伊澤直樹　□足立清太郎
小林美奈子　　伊東文生
（○生化学（生化学））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□生理学（生理学））

第89回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200912 ERCP関連偶発症に対するトラブ
ルシューティング-十二指腸穿
孔例を中心に-

74 佐藤義典　　中原一有　　片倉芳樹
○野口陽平　◇伊澤直樹　□足立清太郎
小林美奈子　　伊東文生
（○生化学（生化学））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□生理学（生理学））

第89回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200912 当院における緊急ERCPの適応と
内容-急性胆管炎診療ガイドラ
インとの比較から-

75 Watanabe Y　　Maehata T　○Toyota M
Itoh F
（○札幌医科大学生化学講座）

AACR Cancer
Epigenetics 2010

201001 Usefulness of DNA
methylation analysis using
gastric washes as a
treatment marker for early
gastric cancer

76 渡邊嘉行　　大石嘉恭　　前畑忠輝
伊東文生

第6回日本消化管
学会総会学術集会

201002 胃洗浄廃液を用いた新たな胃が
ん診断への挑戦

77 大石嘉恭　　渡邊嘉行　　細谷浩介
山下真幸　　馬場哲　　鈴木通博
伊東文生

第6回日本消化管
学会総会学術集会

201002 内視鏡検査中の胃洗浄廃液を用
いたHelicobacter pylori感染
診断への試み

78 岡野美紀　　高橋秀明　　岡本賢
池田裕喜　　松永光太郎　　松本伸行
奥瀬千晃　　鈴木通博　　伊東文生
○小池淳樹
（○診断病理学）

第308回日本消化
器病学会関東支部
例会

201002 入院時のIgM-HA抗体が陰性で再
検にて診断し得たA型急性肝炎
の1例

79 Watanabe Y　　Maehata T　　Tsuda T
○Suzuki H　◇Toyota M　　Itoh F
（○札幌医科大学第一内科）
（◇札幌医科大学生化学講座）

A3 Collaborative
Meeting

201002 Usefulness of DNA
methylation analysis using
gastric washes as a
treatment marker for early
gastric cancer

80 路川陽介　　岡本賢　○遠藤陽
高橋秀明　　松永光太郎　　松本伸行
奥瀬千晃　　鈴木通博　　伊東文生
（○診断病理学）

第570回日本内科
学会関東地方会

201003 肝膿瘍を伴ったLemierre症候群
の1例
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1 安田隆 今日の臨床検査
2009-2010(全627
頁,分担執筆)

P13 200904 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

2 安田隆 今日の臨床検査
2009-2010(全627
頁,分担執筆)

P14 200904 慢性腎不全

3 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P83～86 200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ9　酸塩基平衡の異常．

4 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P83～86 200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ10　浮腫．

5 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P167～
168

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ17　うっ血性心不全に
対する利尿薬の使用．

6 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P191～
194

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ24　糖尿病性腎症患者
の浮腫・体液異常．

7 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P195～
197

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ25　内分泌疾患と電解
質異常．

8 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P218～
220

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ32　慢性肝炎患者にみ
られる尿異常．

内科学（腎臓・高血圧内科）　著書
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9 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P221～
223

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ33　肝硬変患者にみら
れる腎障害．

10 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P224～
226

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ34　難治性腹水の治
療．

11 安田隆 腎臓･水電解質ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ-｢ちょっと聞
きたい｣から｢じっ
くり聞きたい｣ま
で(編集:深川雅
史,小松康宏,全
372頁,分担執筆)

P346～
349

200906 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ65　急性腎障害での利
尿薬使用の注意点．

12 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P80～81 200908 PDA版 MGH内科診療ﾏﾆｭｱﾙ原著第
2版．

13 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P84～85 200908 PDA版 外来医ﾏﾆｭｱﾙ．

14 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P95～96 200908 PDA版 今日の治療薬2009　ａ．
医師の立場から．

15 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P99 200908 PDA版 ﾎﾟｹｯﾄ輸液ﾏﾆｭｱﾙ．

16 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P104～
105

200908 PDA版 正常画像と並べてわかる
頭部ＣＴ．
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17 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P106 200908 PDA版 正常画像と並べてわかる
腹部・骨盤部ＣＴ．

18 松井勝臣 医療に使える
Windows Mobile
基本設定と診療･
投薬･検査に役立
つ各種ｿﾌﾄの活用
法

P107 200908 PDA版 正常画像と並べてわかる
頭部ＭＲＩ．

1 ○富野康日己　◇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
○柘植俊直　△金子光太郎
（○順天堂大学腎臓内科）
（◇慈恵医大腎臓･高血圧内科）
（□東海大学腎内分泌代謝内科）
（△霞ヶ浦医療ｾﾝﾀｰ内科）

J Nephrol 22:P224
～231

200904 Antiproteinuric Effect of
olmesartan in patients with
IgA nephropathy.

2 白井小百合　　安田隆　○土田浩生
◇窪島真吾　　今野雄介　　島芳憲
佐藤武夫　□八田重雄　□増原慶壮
木村健二郎
（○内科学（総合診療内科））
（◇窪島医院）
（□大学病院薬剤部）

Clin Exp Nephrol 13:P123
～129

200904 Preprandial microemulsion
cyclosporine administration
is effective for patients
with refractory nephritic
syndrome.

佐々木浩代　○池森敦子　◇菅谷健
○山下佳代子　　横山健　□小池淳樹
佐藤武夫　　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）
（□診断病理学）

Nephron Clin
Pract

112:Pc14
8-c156

200904 Urinary Fatty Acids and
Liver-Type Fatty Acid
Binding Protein in Diabetic
Nephropathy.

4 櫻田勉　　大石大輔　　鹿野大
松井勝臣　　宮本雅仁　○友廣忠寿
安田隆　　木村健二郎
（○登戸ｸﾘﾆｯｸ）

腹膜透析2009(腎
と透析66,Suppl)

66;Suppl
:P459-
461

200905 末期腎不全による腹膜透析導入
後、脳出血による認知症が悪化
した高齢男性の1例．

5 ○浅羽研介　○藤乗嗣泰
○小野里ﾏﾘｽﾃﾗﾘｶ　○衣笠哲史
○宮崎博喜　○宮下和久　○上原登志夫
○平田恭信　　木村健二郎　○後藤淳郎
○小俣政男　○藤田敏郎
（○東京大学医学部内科）

Inter Med 48:P883-
890

200906 Long-term Renal Prognosis of
IgA Nephropathy with
Therapeutic Trend Shifts.

横山健　○池森敦子　◇菅谷健
□星野誠子　　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）
（□腎臓・高血圧内科研究技術員）

Am J Pathol 174:P209
6-2106

200906 Urinary Extension of Liver
Type Fatty Acid Binding
Protein Accurately Reflects
the Degree of
Tubulointerstitial Damage.

内科学（腎臓・高血圧内科）　誌上発表

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

3

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

6
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○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）

医生電顕技術誌 23(1):P1
5-20

200907 DBPによる透過型電子顕微鏡試
料作製法の迅速改良．

金城永幸　○向陽　◇永井宏平
◇鈴木真奈絵　◇岡本一起　◇有戸光美
◇増子佳世　□遊道和雄　　安田隆
△末松直也　　木村健二郎　◇加藤智啓
（○ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ研究部門）
（◇生化学（生化学））
（□難病治療研究センター）
（△生化学（化学））

Rapid Commun.
Mass Spectram.

23:P3720
-3728

200909 Comprehensive analysis of
short peptides in sera from
patients with IgA
nephropathy.

9 木村健二郎 日本内科学会雑誌 98(9):P3
05-309

200909 心腎貧血症候群の病態と治療．

○佐々木秀郎　○江東邦夫　○中澤龍斗
○吉岡まき　○堤久　○宮野佐哲
○佐藤雄一　　櫻田勉　　嶋﨑美奈子
◇土田浩生　　小板橋賢一郎
木村健二郎　○力石辰也
（○腎泌尿器外科学）
（◇内科学（総合診療内科））

今日の移植 22(6):P7
04-705

200909 腎移植前に腹部ﾘﾝﾊﾟ節腫脹を有
した慢性腎不全患者の1例．

11 木村健二郎 Clin Exp Nephrol 13:P537-
566

200912 Evidence-based practice
Guidline for the Treatment
pf CKD.

12 ○山縣邦弘　◇槇野博史　□秋澤忠男
△井関邦敏　▽伊藤貞嘉　　木村健二郎
☆古家大祐　◎成田一衛　※御手洗哲也
*1宮崎正信　*2椿原美治　*3渡辺毅
*4和田隆志　*5酒井紀
（○筑波大院腎臓内科）
（◇岡山大院腎･免･内分泌代謝内科）
（□昭和大学医学部腎臓内科）
（△琉大付属病院血液浄化療法部）
（▽東北大腎･高血圧内分泌内科）
（☆滋賀医大内分泌内科）
（◎新潟大医学部腎臓内科）
（※埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ）
（*1宮崎内科医院）
（*2大阪府立急性期･総合医療ｾﾝﾀｰ腎内）
（*3福島県立医科大学内科）
（*4金沢大医学部血液情報学）
（*5(財)日本腎臓財団理事長）

Clin Exp Nephrol 14:P144-
151

201001 Design and methods of a
strategetic outcome study
for chronic kidney disease:
Frontier of Renal Outcome
Modifications in Japan.

13 鶴岡佳代　　安田隆　　小板橋賢一郎
谷澤雅彦　　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）

Int Heart J 51(3):P1
76-182

201001 Evaluation of Renal
Microcirculation by
Contrast-Enhanced Ultrasound
With SonazoidTM as a
Contrast Agent.

電子顕微鏡研究施設

7

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

8

電子顕微鏡研究施設

10
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○川上民裕　　白井小百合　　木村健二郎
○相馬良直
（○皮膚科学）

Arch Dermatol 146:P212
-213

201002 Successful Use of Mizoribine
to Treat Recurrent
Corticosteroid-Resistant
palpable Purpura in a
Patient With Henoch-Schö
nlein Purpura Nephritis.

1 木村健二郎 第106回日本内科
学会総会･講演会

200904 心腎貧血症候群の病態と治療．

2 木村健二郎 第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 糖尿病性腎症治療の基本的な考
え方：CKD診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づ
いて．

金城永幸　○向陽　◇鈴木真奈絵
◇岡本一起　　安田隆　　木村健二郎
◇加藤智啓
（○ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ研究部門）
（◇生化学（生化学））

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾐｸｽを用いたIgA腎症患
者の血清ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの網羅的解
析．

○青木康之　○斉藤陽　　白井小百合
安田隆　○生駒雅昭　◇河内裕
○小板橋靖
（○小児科学（小児科））
（◇新潟大学腎研究施設）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 IgA腎症における尿中
fractalkineの発現とその意
義．

5 安田隆　　嶋﨑美奈子　　永田晃平
小板橋賢一郎　　鶴岡佳代　　松井勝臣
櫻田勉　○池森敦子　　白井小百合
柴垣有吾　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 慢性腎臓病における動脈硬化の
進行；経時的動脈stiffness測
定による検討．

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・高血圧内科客員教授）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 葉酸腎症における新規ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ
の検討．

白井小百合　　谷澤雅彦　　嶋﨑美奈子
鶴岡佳代　　櫻田勉　　今野雄介
柴垣有吾　　安田隆　　木村健二郎

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 初発MCNS患者に対する、ｼｸﾛｽﾎﾟ
ﾘﾝ併用の有効性と安全性につい
ての検討．

8 横山健　○登坂祐佳　　中野信行
松井勝臣　　宮本雅仁　　柴垣有吾
安田隆　◇長田圭三　　木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇内科学（循環器内科））

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 心臓再同期療法導入による腎機
能の変化の検討．

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設　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)

6

電子顕微鏡研究施設

7

電子顕微鏡研究施設

14

内科学（腎臓・高血圧内科）　学会発表

電子顕微鏡研究施設　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)

3

電子顕微鏡研究施設　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)

4
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9 嶋﨑美奈子　　安田隆　　永田晃平
谷澤雅彦　　金城永幸　　宮本雅仁
白井小百合　　柴垣有吾　　木村健二郎

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 CKDにおける血流依存性血管拡
張反応（FMD）を用いた血管内
皮機能の検討．

○木戸亮　　柴垣有吾　○岩藤和広
○中島一朗　○渕之上昌平　◇藤田敏郎
○寺岡慧
（○東京女子医大腎臓内科）
（◇東大腎臓内分泌内科）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 生体腎ﾄﾞﾅｰにおける顕微鏡的血
尿に関する検討．

11 木村健二郎　○出浦照國　◇梅村敏
□遠藤正之　△鎌田貢壽
（○昭和大学医学部腎臓内科）
（◇横浜市大病態制御内科学）
（□東海大学腎臓代謝内科）
（△北里大学腎臓内科）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝの腎および心血管疾患
に対する効果の検討-KVT
（Kanagawa Valsartan Trial,
ClinicalTrials.gov ID:
NCT00190580)-．

○木戸亮　　柴垣有吾　○河原崎宏雄
○浜崎敬文　○池田洋一郎　○清水英樹
○山崎修　○西松寛明　○石川晃
○藤田敏郎　◇高橋美和子　◇赤羽正章
◇百瀬敏光
（○東大腎臓内分泌内科）
（◇東大放射線科）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 生体腎移植ﾄﾞﾅｰの術前腎体積お
よび分腎機能が残腎に与える影
響．

佐々木浩代　　小板橋賢一郎　　今井五郎
佐藤武夫　　木村健二郎　○城謙輔
（○国立千葉東病院免疫病理部）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 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
Goodpasuture症候群の一例．

14 ○徳村綾子　○神山明子　○角田由美子
白井小百合　　木村健二郎
（○腎臓病ｾﾝﾀｰ　看護部）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 ｶﾃｰﾃﾙ透析中の血圧低下の看護
～ｶﾃｰﾃﾙ検査後のｽﾄﾚｽ度と血圧
の関係～．

15 ○大和田滋　◇菅野靖司　○前波輝彦
□平山暁　△植田敦志　　佐藤武夫
▽石津隆　☆杉山誠
（○あさおｸﾘﾆｯｸ）
（◇内科学（総合診療内科））
（□筑波技術大学内科）
（△なめがた地域総合病院内科）
（▽つくばｾﾝﾄﾗﾙ病院内科）
（☆市川東病院内科）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 透析患者における各種活性酸素
種の血清消去活性の変動．

16 中野信行　　永田晃平　　櫻田勉
白井小百合　　安田隆　　木村健二郎

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 透析導入により明らかな精神症
状の改善を認めた高齢者の2
例．

17 大石大輔　　小板橋賢一郎　　中野信行
松井勝臣　　宮本雅仁　　櫻田勉
白井小百合　○池森敦子　　柴垣有吾
安田隆　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 Incremantal PDが残腎機能に与
える影響についての検討．

電子顕微鏡研究施設

12

電子顕微鏡研究施設

13

電子顕微鏡研究施設

10
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18 ○清水美幸　○清水京子　○福本美香
○大原節子　○野崎美穂　○八木岡節子
○馬野由紀　　佐藤武夫
（○川崎市立多摩病院腎ｾﾝﾀｰ）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 保清･保湿によるｼｬﾝﾄ肢のｽｷﾝﾄﾗ
ﾌﾞﾙ改善へ向けて．

○木戸亮　　柴垣有吾　○河原崎宏雄
○濱崎敬文　○池田洋一郎　○清水英樹
○山崎修　○西松寛明　○石川晃
○藤田敏郎
（○東大腎臓内分泌内科）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 日本人生体腎ﾄﾞﾅｰの心血管危険
因子に関する横断的検討．

20 ○清水徹　○成島絵里香　○齋藤充央
○水田祥江　○佐藤賢治　○小林正和
○蒔田美波　○白井美江子　　櫻田勉
安田隆　　木村健二郎　◇舘田武志
（○ｸﾘﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ部）
（◇麻酔学）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 CAPD廃液ﾓﾆﾀ装置の試作．

21 ○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　　白井小百合
木村健二郎　◇舘田武志
（○ｸﾘﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ部）
（◇麻酔学）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 透析装置内の温度･湿度変化に
よる液漏れ検知の検討．

22 ○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
○清水徹　○白井美江子　　白井小百合
木村健二郎　◇舘田武志
（○ｸﾘﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ部）
（◇麻酔学）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 再循環回路を用いた脱血不良時
の補助透析装置の試作．

23 ○小島茂樹　　永田晃平　　宮本雅仁
嶋﨑美奈子　　櫻田勉　　白井小百合
柴垣有吾　　安田隆　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科大学院生）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 Tsukamurella Pulmonisによる
PD関連腹膜炎の症例．

松井勝臣　　柴垣有吾　○力石辰也
安田隆　　木村健二郎
（○腎泌尿器外科学）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 透析再導入となった成人腎移植
3症例の貧血に関する検討．

25 ○河原崎宏雄　　柴垣有吾　○木戸亮
○福本誠二　◇寺岡慧　○藤田敏郎
（○東大腎臓内分泌内科）
（◇東京女子医大腎臓内科）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 腎移植後1年の高Ca血症，低P血
症発症の移植前ﾘｽｸ因子．

○嶋﨑美奈子　　今井五郎　　佐々木浩代
佐藤武夫　　木村健二郎　　松井克之
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 成人発症型Still病にHUS/TTPを
併発した一例．

27 末木志奈　　鶴岡佳代　　村尾命
関谷秀介　　島芳憲　　木村健二郎

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 繰り返す消化管出血を呈し小腸
内視鏡により出血性小腸潰瘍と
診断できた一例．

電子顕微鏡研究施設

24

電子顕微鏡研究施設

26

電子顕微鏡研究施設

19
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28 ○小島茂樹　　宮本雅仁　　谷澤雅彦
鶴岡佳代　◇友廣忠寿　　櫻田勉
今野雄介　　柴垣有吾　□佐藤雄一
安田隆　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科大学院生）
（◇登戸ｸﾘﾆｯｸ）
（□腎泌尿器外科学）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 長期留置型透析ｶﾃｰﾃﾙ感染から
MRSA敗血症，心内膜炎，椎体炎
等を併発し，そのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに難
渋した血液透析患者の1例．

29 谷澤雅彦　　柴垣有吾　　横山健
金城永幸　　櫻田勉　　今野雄介
白井小百合　　安田隆　　木村健二郎

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 当院における透析導入時超高齢
患者の特徴．

30 ○友利浩司　○加藤彩子　　佐藤武夫
◇岡田浩一　◇中元秀友　◇鈴木洋通
（○茅ヶ崎徳洲会総合病院腎臓内科）
（◇埼玉医大病院腎臓病ｾﾝﾀｰ）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 当院血液透析患者におけるﾀﾞﾙ
ﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝの臨床効果の検討．

31 佐藤武夫 第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 CKDにおけるﾁｰﾑ医療と地域連携
～看護力のみせどころ～ｵｰﾊﾞｰ
ﾋﾞｭｰ．

横山健 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会

200907 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．

33 末木志奈　　村尾命　　関谷秀介
島芳憲　　木村健二郎

第566回日本内科
学会関東地方会

200908 原因不明の消化管出血を繰り返
し小腸内視鏡により止血し得た
維持透析患者の1例．

34 木村健二郎　○吉村吾志夫　◇梅村敏
□遠藤正之　△鎌田貢壽
（○昭和大学藤が丘病院腎臓内科）
（◇横浜市大病態制御内科学）
（□東海大学腎臓代謝内科）
（△北里大学腎臓内科）

第32回日本高血圧
学会総会

200910 CKDの進展に対するﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝの効
果の検討-KVT（Kanagawa
Valsartan Trial,
ClinicalTrials.gov ID:
NCT00190580）-．

35 安田隆　　嶋﨑美奈子　　永田晃平
宮本雅仁　　櫻田勉　　今野雄介
柴垣有吾　　木村健二郎

第32回日本高血圧
学会総会

200910 CKDにおける蛋白尿量ﾚﾍﾞﾙはｺﾝﾄ
ﾛｰﾙ不良高血圧の指標である．

36 嶋﨑美奈子　　安田隆　　永田晃平
白井小百合　　柴垣有吾　　佐藤武夫
木村健二郎

第32回日本高血圧
学会総会

200910 蛋白尿の存在は睡眠中の間歇的
低酸素血症による血圧上昇を憎
悪させる．

37 谷澤雅彦　　今野雄介　　白井小百合
小板橋賢一郎　　花田健　　村井美華
柴垣有吾　　安田隆　　木村健二郎

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 肺炎が疑われた長期透析患者に
肺異所性石灰化を認めた1例．

38 花田健　　村井美華　　横山健
金城永幸　　永田晃平　　柴垣有吾
白井小百合　　安田隆　　木村健二郎

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 血液透析によるｱﾅﾌｨﾗｷｼｰを呈し
た1例．

電子顕微鏡研究施設　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)

32
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39 今井五郎　　佐々木浩代　　横山健
小板橋賢一郎　○八田重雄　　佐藤武夫
木村健二郎
（○薬剤部）

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 Calciphylaxisおよび肺異所性
石灰化症を呈した長期透析の一
例．

40 宮本雅仁　○小田剛　　大石大輔
松井勝臣　　櫻田勉　　白井小百合
柴垣有吾　　安田隆　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科大学院生）

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 化学療法が有効であったMGUSに
合併した軽鎖沈着症による腎不
全の1例．

41 木村健二郎 第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 高血圧とCKDの病態．

鶴岡佳代　　白井小百合　　嶋﨑美奈子
金城永幸　　宮本雅仁　　櫻田勉
柴垣有吾　　安田隆　　木村健二郎

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 巣状糸球体硬化症（FSGS）によ
る難治性ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群にLDL吸
着を施行し透析導入を回避でき
た高齢者の一例．

嶋﨑美奈子　　佐々木浩代　　今井五郎
○小池淳樹　　佐藤武夫　　木村健二郎
（○診断病理学）

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 血漿交換を含む積極的な治療に
より良好な転帰を得たChurg-
Strauss症候群に伴うRPGNの一
例．

横山健　○池森敦子　　松井勝臣
◇菅谷健　　安田隆　　佐藤武夫
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 2009

200910 Urinary Liver-Type Fatty
Acid Binding Protein Is a
Renal Time Indicator for
Both Acute and Chronic
Tubulointerstitial Damage.

45 嶋﨑美奈子　　永田晃平　　柴垣有吾
安田隆　　木村健二郎

American Society
of Nephrology
Renal Week 2009

200910 The Existence of Proteinurea
Exacerbate Blood Pressure
Evaluation Induced by
Intermittent Hypoxemia
during Sleep.

46 横山健　　松井勝臣　○池森敦子
柴垣有吾　　安田隆　　佐藤武夫
◇長田圭三　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇内科学（循環器内科））

American Society
of Nephrology
Renal Week 2009

200910 The Effect of the Cardiac
Resynchronization Therapy on
Renal Function.

○池森敦子　◇菅谷健　□田中逸
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）
（□代謝・内分泌内科）

American Society
of Nephrology
Renal Week 2009

200910 Urinary Excretion of Liver-
Type Fatty Acid Binding
Protein (L-FABP) as a Useful
Predictor of Future Renal
Dysfunction in Early-Stage
Type 2 Diabetic Nephropathy.

電子顕微鏡研究施設　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)

47

電子顕微鏡研究施設

42

電子顕微鏡研究施設

43

電子顕微鏡研究施設　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)

44
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1 ○神谷　新司　◇内野　美恵
方波見　卓行　□大口　光彦
△高室　成幸
（○日本獣医生命科学大学　獣医解剖学教
室　准教授）
（◇東京家政大学　ヒューマンライフ支援
センター　講師）
（□ソフィアティック東京田辺専務取締
役）
（△ケアタウン総合研究所　所長、神奈川
県立保健福祉大学非常勤講師）

ﾍﾙｽｹｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ教本 上巻
P100-127

200912 第4章　検査と検査値

2 方波見　卓行　　田中　逸 内分泌機能検査実
施ﾏﾆｭｱﾙ

P69 200912 サブクリニカルクッシング症候
群：デキサメタゾン抑制試験

3 小金井　理江子　　方波見　卓行 内分泌機能検査実
施ﾏﾆｭｱﾙ

P80 200912 褐色細胞腫：クロニジン試験

4 浅井　志高　　方波見　卓行 内分泌機能検査実
施ﾏﾆｭｱﾙ

P81 200912 原発性副腎皮質機能低下症：迅
速ＡＣＴH試験

5 浅井　志高　　方波見　卓行 内分泌機能検査実
施ﾏﾆｭｱﾙ

P82 200912 原発性副腎皮質機能低下症：連
続ＡＣＴH試験

6 太田　明雄　　田中　逸 Annual Review 糖
尿病･代謝･内分泌
2010

P74-79 201001 糖尿病大規模臨床研究から学ぶ
こと(短期)

7 田中　逸 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P10-13 201003 [食事療法]について

8 田中　逸 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P14-17 201003 [運動療法]について

9 田中　逸 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P18-22 201003 [経口血糖降下薬による治療]に
ついて

10 田中　逸 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P23-28 201003 [インスリンによる治療]につい
て

11 方波見　卓行 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P1-4 201003 [糖尿病診断の指針]について

12 方波見　卓行 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P5-9 201003 [糖尿病治療の目標と指針]につ
いて

内科学（代謝・内分泌内科）　著書
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13 方波見　卓行 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P49-52 201003 [糖尿病に合併した肥満]につい
て

14 方波見　卓行 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P53-56 201003 [糖尿病に合併した高血圧]につ
いて

15 太田　明雄 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P34-37 201003 [糖尿病腎症の治療]について

16 太田　明雄 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P38-41 201003 [糖尿病神経障害の治療]につい
て

17 太田　明雄 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P42-45 201003 [糖尿病足病変]について

18 太田　明雄 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P46-48 201003 [糖尿病大血管症]について

19 小川　裕 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P74-77 201003 [糖尿病における急性代謝失調]
について

20 小川　裕 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P78-81 201003 [糖尿病と膵臓・膵島移植]につ
いて

21 川田　剛裕 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P82-84 201003 [糖尿病の療養指導・患者教育]
について

22 川田　剛裕 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P85-87 201003 [2型糖尿病の発症予防]につい
て

23 杉沢　貴子 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P57-61 201003 [糖尿病に合併した脂質異常症]
について

24 加藤　浩之 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P70-73 201003 [高齢者の糖尿病]について

25 松井　智也 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P66-69 201003 [小児思春期糖尿病]について

26 小金井　理江子 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病こう診る･
こう考える

P62-65 201003 [糖尿病合併妊娠と妊娠糖尿病]
について
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27 ﾎﾙﾓﾝと臨床2010特
別増刊号

58(増刊
号)

201003 内分泌代謝科専門医をめざすセ
ルフトレーニング問題と解説

28 方波見　卓行　　大森　慎太郎
田中　逸

内分泌性高血圧診
療ﾏﾆｭｱﾙ

P124-128 201003 褐色細胞腫

○青木　一孝　◇有馬　寛　□出雲　博子
△伊藤　純子　▽井上　大輔
☆今川　彰久　◎岩崎　奏正
※内野　眞也　*1浦風　雅春
*2大須賀　穣　*3岡田　洋右　*4梶　博史
方波見　卓行　*5川原　順子
*6川村　光信　*7栗原　勲　*8櫻井　晃洋
*9佐藤　啓　*10佐藤　哲郎
*11清水　弘行　*12鈴木　敦詞
*13高橋　昭光　*14高橋　裕
*15谷口　晋一　*16千勝　典子
*6陳　里菜　*17土橋　一重
*1戸邉　一之　*18長坂　昌一郎
*19七尾　謙治　*20難波　範行
*21西　理宏　*22橋本　雅司
*23弘世　貴久　*24廣松　雄治
*25福田　いずみ　*26宮川　めぐみ
*6宮崎　滋　*27両角　和人　*28門傳　剛
*29柳瀬　敏彦　*30山川　正
*31吉田　俊秀
（○横浜市立大学医学部内分泌・糖尿病内科）
（◇名古屋大学医学部糖尿病・内分泌内科）
（□聖路加国際病院内分泌科）
（△虎の門病院小児科）
（▽帝京大学ちば総合医療センター第三内科）
（☆大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学）
（◎高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科）
（※医療法人野口記念会　野口病院外科）
（*1富山大学医学部第一内科）
（*2東京大学医学部産科婦人科学教室）
（*3産業医科大学第一内科）
（*4神戸大学大学院医学研究科糖尿病・代謝・内分泌内科）
（*5富山赤十字病院内科）
（*6東京逓信病院内分泌・代謝内科）
（*7慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科）
（*8信州大学医学部遺伝医学・予防医学講座）
（*9介護老人保健施設きぼう）
（*10群馬大学大学院医学系研究科　病態制御内科学）
（*11群馬大学大学院医学系研究科　病態制御内科学(内分泌・糖
尿病内科)）
（*12藤田保健衛生大学医学部内分泌代謝内科）
（*13筑波大学大学院人間総合科学研究科内分泌代謝・糖尿病内
科）
（*14神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・代謝・内分
泌内科学分野）
（*15鳥取大学医学部病態情報内科学）
（*16日立総合病院内科）
（*17産業医科大学小児科）
（*18自治医科大学内分泌代謝科）
（*19日野市立病院小児科）
（*20大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学講座小児科学）
（*21和歌山県立医科大学附属病院糖尿病・内分泌代謝内科）
（*22虎の門病院消化器外科）
（*23順天堂大学医学部内科学・代謝内分泌学講座）
（*24久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門）
（*25東京女子医科大学内分泌内科）
（*26虎の門病院内分泌代謝科）
（*27山王病院リプロダクションセンター）
（*28獨協医科大学内分泌代謝内科）
（*29福岡大学医学部内分泌糖尿病内科）
（*30横浜市立大学附属市民総合医療センター内分泌・
 糖尿病内科）
（*31京都市立病院糖尿病代謝内科）
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1 田中　逸 医療ｽﾀｯﾌのための
糖尿病 情報BOX &
Net.

20 200904 日本人のインスリン分泌～2型
糖尿病における動態について～

2 田中　逸 日本内科学会雑誌 98(4)P19
-24

200904 Ⅱ.治療の進歩　1.食事・運動
療法の効果－内臓脂肪蓄積型肥
満/細胞内肥満への対策－

3 小金井 理江子　　方波見 卓行
○小尾 竜正　　浅井 志高　　松井 智也
太田 明雄　　田中 逸
（○みずほ糖尿病内科）

日本内分泌学会雑
誌

85(1)P34
6

200904 副腎偶発腫におけるACTHの基礎
値とCRH負荷試験反応性の意義

4 ○Yasushi Tanaka　◇Hiroyuki Daida
□Yutaka Imai　◇Katsumi Miyauchi
△Yasukazu Sato　▽Masao Hiwatari
☆Akira Kitagawa　◎Junji Kishimoto
※Tsutomu Yamazaki　◇Ryuzo Kawamori
（○Department of Medicine, St Marianna
University School of Medicine, Kawasaki
,Japan）
（◇Department of Medicine, Juntendo
University School of Medicine, Tokyo,
Japan）
（□Department of Clinical Pharmacology
and Therapeutics,Tohoku University
Graduate School of Pharmaceutical
Science and Medicine,Sendai,Japan）
（△Department of Internal
Medicine,Takagi Hospital,Medical
Corporation of Kouhoukai,Ohkawa,Japan）
（▽Division of Physical
Therapy,Graduate School, University of
Health and Welfare,Ohtawara , Japan）
（☆Department of Clinical Trial
Management, International University of
Health and Welfare Graduate School ,
Tokyo, Japan）
（◎Digital Medicine Initiative,
University of Kyushu , Fukuoka,Japan）
（※Department of Clinical Epidemiology
and Systems , University of Tokyo
Graduate School of Medicine, Tokyo,
Japan）

Hypertension
Research

32P770-
774

200909 Morning home blood pressure
may be a significant marker
of nephropathy in Japanese
patients with type 2
diabetes : ADVANCED-J study
1

5 大重　聡彦　○小尾　竜正　　太田　明雄
田中　逸
（○みずほ糖尿病内科）

診療と新薬 別冊
糖尿病足病変研究
会記録

46(6) 200906 ブドウ球菌感染後に全身のびら
んをきたした糖尿病足病変の1
例

6 小川　裕　　田中　逸 糖尿病医療ｽﾀｯﾌの
ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ

26(4)P42
2-423

200907 Q&A　糖尿病の療養指導　イン
スリン抵抗性　Q2

7 太田　明雄　　田中　逸 月刊 糖尿病 1(2)P38-
46

200907 インスリン分泌促進薬(SU薬、
グリニド薬)の特徴と使い方

内科学（代謝・内分泌内科）　誌上発表
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8 ○Obi Naoko　○Katabami Takuyuki
◇Obi Ryusei　□Odanaka Mieko
△Sasano Kiminobu　▽Tanaka Yasushi
（○Division of Metabolism and
Endocrinology,St. Marianna University
School of Medicine）
（◇Mizuho Clinic）
（□Division of Pathology , Department
of Internal Medicine, St. Marianna
University School of Medicine）
（△Department of Pathology , Medical
School , Tohoku University）
（▽Divishion of Metabolism and
Endocrinology , St. Marianna University
School of Medicine）

Endocrine
Journal

56(5)P71
5-719

200908 Primary Malignant Hepatic
Glucagonoma : An Autopsy
Case

9 方波見　卓行　　田中　逸 医学と薬学 62(2)P18
5-191

200908 特集◇内分泌疾患の検査と治療
下垂体疾患

10 田中　逸 DM(Diabetes
Mellitus)
Frontline

P1-4 200909 NPO法人を設立し、地域におけ
る糖尿病の予防・治療レベル向
上を支援

11 方波見　卓行　　松井　智也
松井　貴子　　佐藤　智子
○小田中　美恵子　◇中野　浩
□笹野　公伸　　田中　逸
（○診断病理学）
（◇外科学（消化器・一般外科)）
（□東北大学　診断病理）

ﾎﾙﾓﾝと臨床【内分
泌病理学最近の進
歩2008】

57秋季増
刊号
P209-218

200909 2度の再発・転移を来した副腎
外悪性褐色細胞腫の1例　－悪
性褐色細胞腫の診断法の現状と
問題点－

12 ○大野　敦　○伊藤　克彦　○大島　康男
太田　明雄　○小花　光夫　○菊池　泰介
○久保田　章　○栗田　正　○沢　丞
○調　進一郎　○鈴木　竜司
○詫摩　哲郎　○田中　洋一
○津村　和大　○原　眞純
○半田　みち子　○松葉　育郎
○南　史朗　○杢保　敦子　○植木　彬夫
○三川　武彦　　田中　逸
（○川崎糖尿病懇話会）

川崎市医師会医学
会誌

26別冊
P61-64

200909 川崎市の眼科開業医における糖
尿病網膜症の管理状況-1996年
と2007年のアンケート結果の比
較-

13 田中　逸 Medical Tribune 42(41) 200910 糖代謝異常を合併する脂質異常
症患者の脳・心血管イベント抑
制を目指した新たな治療戦略－
小腸コレステロールトランス
ポーター阻害剤エゼチミブの臨
床的使用意義－(Discussion
脳・心血管イベントのハイリス
ク患者におけるコレステロール
管理を考える)

14 田中　逸 月刊糖尿病 1(5)P4-7 200910 ヒトインスリン製剤からインス
リアンアナログ製剤への切り替
え
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15 田中　逸 AID(ARKRAY
Information for
Diabetes
educator)

14P3 200910 SMBGにまつわる最新の動向-CGM
最新知見と院内の精度管理-

16 浅井　志高　　方波見　卓行 ﾎﾙﾓﾝと臨床 57(10)P8
45-851

201010 原発性副腎不全(アジソン病)の
診断

17 方波見　卓行　　小金井　理江子
村上　かおり

血圧 16(11)P3
8-42

200911 副腎静脈サンプリングの適応と
判定基準のピットホール

18 Suwa T　　Ohta A　　Matsui T
Koganei R　　Kato T　　Kwata T
Sata Y　　Ishii S　　Kondo A
Murakami K　　Katabami T　　Tanaka Y

Endocrine
Journal(2010)

57(2)P13
5-140

201003 Relationship between
Clinical Markers of Glycemia
and Glucose Excursion
Evaluated by Continuous
Glucose Monitoring (CGM).

19 田中　逸 けんこうぶんか 41P2-5 200912 メタボリックシンドロームと２
型糖尿病-新しい視点と指導の
ポイントを考える-

20 方波見　卓行　　小川　裕　　田中　逸 ﾎﾙﾓﾝと臨床 57(7)P57
-63

200907 副腎性サブクリニカルクッシン
グ症候群は手術すべきである：
Pro

21 村上　かおり　　山田　行雄　　石井　聡
岩根　千端子　　田中　逸

内科 105(1)P1
69-171

201001 2型糖尿病に合併した尿囊腫の1
例

22 方波見　卓行　　小林　鈴子　　田中　逸 家族性腫瘍 10(1) 201001 褐色細胞腫の診断と内科・放射
線治療：現状と課題

23 佐田幸由　　方波見　卓行
大森　慎太郎　　川田　剛裕
浅井　志高　　小金井　理江子
○小池　淳樹　◇笹野　公伸　　田中　逸
（○診断病理学）
（◇東北大学大学院病理診断学）

ACTH RELATED
PEPTIDES

20 201003 多種のステロイドホルモンを産
生した副腎皮質癌の一剖検例

24 方波見　卓行 神奈川医学会雑誌 37(1)P18 201001 メタボリック症候群の真犯人は
だれか？：脂肪肝との関連を考
える

25 方波見　卓行　　田中　逸 日本臨床  2010年
2月増刊号

68(972)P
362-366

201002 肥満に起因・関連する病態・疾
患ー成立機序、病態生理、管
理・治療ー糖代謝異常(2型糖尿
病)

26 方波見　卓行　　石井　聡
小金井　理江子

内科 105(3)P4
33-436

201003 ≪二次性高血圧の診断の決め手
≫サブクリニカルCushing症候
群

27 方波見　卓行　　田中　逸 泌尿器外科 2010
年 臨増号

23(臨
増)P385-
388

201003 Aging　maleにおける内分泌環
境
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28 ○織内　昇　　方波見　卓行
◇絹谷　清剛　□木村　伯子
△櫻井　晃洋　▽佐野　壽昭
☆柴田　洋孝　◎高橋　克敏
※竹越　一博　*1田辺　晶代
*2中村　英二郎　*3橋本　重厚
*4松田　公志
（○群馬大学　大学院医学系研究科　画像
核医学助教授）
（◇金沢大学　核医学診療科教授）
（□国立病院機構　函館病院　臨床研究部
病因病態研究室室長）
（△信州大学　遺伝医学・予防医学准教
授）
（▽徳島大学大学院　ヘルスバイオサイエ
ンス研究部人体病理学教授）
（☆慶應義塾大学　医学部　腎臓・内分泌
代謝内科講師）
（◎東京大学　腎臓・内分泌内科助教）
（※筑波大学　病態制御医学　臨床分子病
態検査医学准教授）
（*1東京女子医科大学　第二内科講師）
（*2京都大学　必尿器科講師）
（*3福島県立医科大学　第三内科准教授）
（*4関西医科大学　必尿器科教授）

褐色細胞腫診療指
針2010

P39-59 201003 悪性褐色細胞腫

29 方波見　卓行 ｢褐色細胞腫の実
態調査と診療指針
の作成｣に関する
研究 平成21年度
総括･分担研究報
告書

P43-44 201003 「褐色細胞腫の実態調査と診療
指針の作成」に関する研究

30 佐田　幸由　　方波見　卓行
大森　慎太郎　　川田　剛裕
浅井　志高　　小金井　理江子
○小池　淳樹　◇笹野　公伸　　田中　逸
（○診断病理学）
（◇東北大学大学院病理診断学）

ACTH RELATED
PEPTIDES

20 201003 多種のステロイドホルモンを産
生した副腎皮質癌の一剖検例

1 石井　聡 第9回神奈川糖尿
病･代謝疾患研究
会

200905 副腎・下垂体における液体クロ
マトグラフィー質量分析法
（LC-MS/MS）の臨床応用

2 村上　かおり 第9回神奈川糖尿
病･代謝疾患研究
会

200905 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

3 ○津村　和大　○伊東　克彦
○植木　彬夫　○大島　康男
太田　明雄　○大野　敦　○小花　光夫
○菊地　泰介　○久保田　章　○栗田　正
○沢　丞　○調　進一郎　○鈴木　竜司
○高橋　裕昭　○詫摩　哲郎
○田中　洋一　○原　眞純
○半田　みち子　○松葉　育郎
○南　史朗　○杢保　敦子　　田中　逸
○三川　武彦
（○川崎糖尿病懇話会）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 糖尿病神経障害の臨床診断に至
る背景の分析<川崎市における
糖尿病神経障害の大規模実態調
査から>

内科学（代謝・内分泌内科）　学会発表
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4 松井　智也　　方波見　卓行
浅井　志高　○小尾　直子　　太田　明雄
田中　逸
（○内科学(代謝･内分泌内科)）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 糖尿病患者における100心拍変
動係数と24時間心拍変動係数の
比較検討

5 太田　明雄　　水上　知子　　佐田　幸由
川田　剛裕　　小川　裕　　方波見　卓行
田中　逸

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 Continuous Glucose
Monitoring Systemからみた
BIAsp30とBHI30の食後血糖抑制
効果の比較

6 加藤　浩之　　方波見　卓行
佐田　幸由　　古川　健太郎　　小川　裕
川田　剛裕　　太田　明雄
○朝比奈　崇介　○日野原　重明
田中　逸
（○ライフプランニングセンター）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 テストステロンと男性メタボ
リックシンドロームとの関連

7 ○槇野　久士　◇徳留　健　○岸本　一郎
○杉沢　貴子　○宮本　恵宏
□堀尾　武史　△中尾　一和
□河野　雄平　○吉政　康直
◇寒川　賢治
（○国立循環器病センター動脈硬化・代謝
内科）
（◇国立循環器病センター研究所）
（□国立循環器病センター腎臓高血圧内
科）
（△京都大学医学部内分泌代謝内科）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 肥満におけるNa利尿ペプチド受
容体GC-Aの意義の解明

8 ○杉沢　貴子　○岸本　一郎
◇小久保　喜弘　○南雲　彩子
○槇野　久士　○宮本　恵宏
○吉政　康直
（○国立循環器病センター動脈硬化・代謝
内科）
（◇国立循環器病センター予防検診部）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 2型糖尿病患者における血中脳
性ナトリウムペプチド(BNP)と
糖尿病関連因子の関係

9 ○高間　晴之　　太田　明雄
◇久保田　章　□関口　信哉
△布施　純郎　▽小花　光夫　　田中　逸
（○高間クリニック）
（◇向ヶ丘久保田内科）
（□関口内科医院）
（△小杉中央クリニック）
（▽おばな内科）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 ロスバスタチンの糖代謝に及ぼ
す影響の検討－アトルバスタチ
ンとの比較試験－

10 ○大森　慎太郎　　田中　逸
◇堀越　桃子　◇原　一雄　□柏木　厚典
△加来　浩平　▽広瀬　寛　☆河盛　隆造
◇門脇　孝　◎中村　祐輔　○前田　士郎
（○理化学研究所ヒトゲノム医科学研究セ
ンター内分泌代謝疾患研究チーム）
（◇東京大学糖尿病代謝内科）
（□滋賀医科大学内科学講座）
（△川崎医科大学糖尿病内分泌内科）
（▽慶応義塾大学保健管理センター）
（☆順天堂大学内科学代謝内分泌学講座）
（◎東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析
センター）

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 欧米人ゲノムワイド関連解析
（GWAS)のmeta-analysisで同定
された2型糖尿病感受性領域と
日本人2型糖尿病との関連
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11 小林　鈴子　　太田　明雄　　加藤　浩之
大重　聡彦　　佐田　幸由
古川　健太郎　　小金井　理江子
方波見　卓行　　田中　逸

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 強化インスリン療法とミグリ
トール併用療法による食後高血
糖改善効果

12 水上　知子　　大重　聡彦　　佐田　幸由
古川　健太郎　　小林　鈴子
方波見　卓行　　太田　明雄　　田中　逸

第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 血糖変動指標としてのグリコア
ルブミンの有用性

13 方波見　卓行　　田中　逸 第15回日本家族性
腫瘍学会学術集会

200906 褐色細胞腫における診断と内
科・放射線治療：現状と課題

14 浅井　志高　　熱海　千尋
方波見　卓行　○戸澤　晃子　　田中　逸
（○診断病理学）

第59回臨床内分泌
代謝研究会

200909 右副腎近傍に発生した後腹膜平
滑筋肉腫の一例

15 佐田　幸由　　方波見　卓行
○小田中　美恵子　　浅井　志高
小金井　理江子　　太田　明雄
○小池　淳樹　◇笹野　公伸　　田中　逸
（○診断病理学）
（◇東北大学　病理診断学）

第13回日本内分泌
病理学会学術総会

200910 類似の画像所見を呈した副腎神
経節腫と副腎皮質癌例

16 諏訪　知子　　太田　明雄
村上　かおり　　小林　鈴子
加藤　浩之　　田中　逸

第7回1型糖尿病研
究会

200911 血糖管理にCGMSが有用であった
腎移植後の１型糖尿病の１例

17 古川　健太郎 第10回神奈川糖尿
病･代謝疾患研究
会

200911 腹部内臓脂肪体積評価と臍部内
臓脂肪面積・身体計測項目との
関連性

18 加藤　浩之　　方波見　卓行
古川　健太郎　　川田　剛裕
太田　明雄　○朝比奈　崇介
○日野原　重明　　田中　逸
（○ライフプランニングセンター）

第17回日本ｽﾃﾛｲﾄﾞ
ﾎﾙﾓﾝ学会

200911 男性メタボリックシンドローム
とテストステロンとの連関

19 鈴木　さやか　○宮内　元樹
◇中地　俊介　◇太田　智行
□信岡　祐彦　○辻本　文雄
○桜井　正児　　田中　逸
（○聖マリアンナ医科大学病院　臨床検査
部　超音波センター）
（◇放射医学）
（□聖マリアンナ医科大学病院　臨床検査
医学講座）

日本超音波医学会
関東甲信越地方会
第21回学術集会

200911 日本脳神経超音波学会認定『椎
骨動脈閉塞部位診断のためのフ
ローチャート』有用性の検討

- 143 -



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 ○大重　聡彦　　田中　逸　◇荒木　信一
□梅園　朋也　△馬場園　哲也
□豊田　雅夫　▽川井　紘一
☆今西　政仁　◇宇津　貴　□鈴木　大輔
△岩本　安彦　◎中村　祐輔
※前田　士郎
（○理化学研究所ヒトゲノム医科学研究セ
ンター内分泌代謝疾患研究チーム）
（◇滋賀医科大学内科学講座）
（□東海大学医学部腎内分泌代謝内科）
（△東京女子医科大学糖尿病センター）
（▽川井クリニック）
（☆大阪市立総合医療センター腎高血圧内
科）
（◎東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析
センター）
（※理化学研究所ゲノム医科学研究セン
ター内分泌代謝疾患研究チーム）

第21回日本糖尿病
性腎症研究会

200912 KCNQ1内のSNP(rs2237897)は糖
尿病性腎症疾患感受性と関連す
る

21 佐田　幸由　　太田　明雄　　加藤　浩之
小林　鈴子　　杉沢　貴子
方波見　卓行　　田中　逸

第47回日本糖尿病
学会関東甲信越地
方会

201001 糖尿病加療中に発見した遺伝性
膵炎の一家系

22 小林　秀俊　　太田　明雄
村上　かおり　　佐田　幸由
松井　智也　　加藤　浩之
方波見　卓行　○川上　民裕　　田中　逸
（○皮膚科学）

第47回日本糖尿病
学会関東甲信越地
方会

201001 Crohn病の経過観察中に足潰瘍
を繰り返した糖尿病の1例

23 ○松浦　百合　○西出　薫　○田中　明子
加藤　浩之　　太田　明雄　　田中　逸
（○聖マリアンナ医科大学病院看護部）

第8回日本ﾌｯﾄｹｱ学
会年次学術集会

201002 糖尿病フットケア外来受診によ
り行動変容が得られ救肢し得た
糖尿病足潰瘍の１例

24 ○西出　薫　○松浦　百合　○田中　明子
加藤　浩之　　太田　明雄　　田中　逸
（○聖マリアンナ医科大学病院看護部）

第8回日本ﾌｯﾄｹｱ学
会年次学術集会

201002 糖尿病フットケア外来開設１年
の受診動向と課題

25 ○Kentaro Furukawa
○Takuyuki Katabami　◇Yasuo Nakajima
○Tomoko Sato　○Hiroyuki Kato
○Rieko Koganei　○Shiko Asai
○Tomoya Matsui　○Yukiyoshi Sata
○Takehiro Kawata　○Akihiko Kondo
○Akio Ohta　□Yasushi Tanaka
（○Department of Internal Medicine,
Division of Metabolism and
Endocrinology,
St. Marianna University School of
Medicine
）
（◇Department of Radiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（□Department of Internal Medicine,
Division of Metabolism and
Endocrinology,
St. Marianna University School of
Medicine）

第14回国際内分泌
学会 ICE 2010

201003 Evaluation of whole-
abdominal fat volume by 700-
slice CT scanning and
comparison with the
umbilical fat area
anthropometric indices
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26 大森　慎太郎　　方波見　卓行
浅井　志高　　松井　智也　○宮野　佐哲
太田　明雄　◇菅野　一男　　田中　逸
（○腎泌尿器外科学）
（◇かんの内科）

第83回日本内分泌
学会学術総会

201003 両側副腎摘出を含めた集学的治
療の神経内分泌腫瘍の一例
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長谷川泰弘 Stroke-Expert
Network

創刊号 200905 関東地区座談会

長谷川泰弘 最新循環器診療ﾏ
ﾆｭｱﾙ

初版 200909 脳血管障害　ｱﾃﾛｰﾑ血栓性脳梗
塞

3 長谷川泰弘 脳と循環 第14巻3
号P.271-
274

200909 脳卒中、心血管ｲﾍﾞﾝﾄに対するｽ
ﾀﾁﾝ療法の性別相対効果：
SPARCLサブ解析

長谷川泰弘 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病診療
Q&A110

1版 200910 Q&A92　ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病のうつの評価
に使用できる評価ｽｹｰﾙについて
説明してください

長谷川泰弘 明日の友 第182号 200911 10年間に半数が再発！意外に多
い治療や服薬の中止

○西山毅彦　◇黒岩義之　□今福一郎
△高木繁治　△吉井文均　　長谷川泰弘
▽坂井文彦　▽望月秀樹　☆岸田日帯
□中山貴博　△熊澤竜哉　　國香尚也
▽滝山容子　◎岡田雅仁　※髙橋竜哉
*1梁正淵　*2小山主夫　*3村松和浩
（○横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ
神経内科）
（◇横浜市立大学大学院医学研究科神経内
科）
（□横浜労災病院神経内科）
（△東海大学医学部内科系神経内科）
（▽北里大学医学部神経内科学）
（☆横浜市立大学大学院医学研究科神経内
科・脳卒中科）
（◎横浜南共済病院神経内科）
（※横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ）
（*1北里大学東病院神経内科）
（*2藤沢市民病院神経内科）
（*3済生会横浜市東部病院神経内科）

神経治療学 第27巻第
1号
P97-103

201001 全身型重症筋無力症に対する
cyclosporin(CsA)の症状改善効
果およびｽﾃﾛｲﾄ減量・離脱効果
の検討

1 長谷川泰弘 Stroke-Expert
Network

創刊号
P1-7

200905 「全国8地区における脳卒中診
療の現状と課題」
関東地区座談会

2 吉江智秀 日本内科学会雑誌 第98巻第
6号P111
～P132

200906 座談会　特集　虚血性脳卒中：
診断と治療の進歩
「脳卒中診療の到達点と今後の
課題」

婦人之友社

5

日本神経治療学会

6

内科学（神経内科）　誌上発表

先端医学社

1

中山書店

2

中外医学社

4

内科学（神経内科）　著書
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3 堀内正浩　　眞木二葉　○塩原紀久子
◇栃本しのぶ　　長谷川泰弘
（○聖テレジア病院）
（◇リハビリテーション部）

日本臨床 67･増刊
号4･
523-527

200906 パーキンソン病
ー基礎・臨床研究のアップデー
トー　非運動症状　自律神経症
状　嚥下障害

4 長谷川泰弘 脳卒中 Vol.31No
.5 P360
～365

200909 rtPA静注療法：海外文献レ
ビュー

5 長谷川泰弘 脳と循環 14巻3号
P271～
274

200909 脳卒中，心血管イベントに対す
るスタチン療法の性別相対効
果：SPARCLサブ解析

6 ○長谷川修　○川崎彩子　○太田光泰
○斎藤真理　　秋山久尚
（○横浜市立大学附属市民医療センター総
合診療科）

神経内科 Vol.71No
.3 P330-
332

200909 消失間際の変性運動神経は電動
速度が遅い

7 長谷川泰弘 日本医師会雑誌 138巻第7
号

200910 座談会　特集　脳卒中医療連携
の現状と問題点
脳卒中患者のQOL向上を目指す
地域連携パス

長谷川泰弘 治療 Vol.91
No.11
P2657-
2660

200911 心原性脳塞栓症

9 長谷川泰弘 日本医事新報 No.4464
P.C1-C5

200911 座談会　実地医家が担うべき新
しい役割

10 ○Kazunori Toyoda　○Masatoshi Koga
○Masaki Naganuma　◇Yoshiaki Shiokawa
□Jyoji Nakagawara　△Eisuke Furui
▽Kzumi Kimura　☆Hiroshi Yamagami
◎Yasushi Okada　　Yasuhiro Hasegawa
※Kazuomi Kario　*1Satoshi Okuda
*2Kazutoshi Nishiyama
○Kazuo Minematsu
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）
（◇杏林大学　脳神経外科）
（□中村病院脳神経外科）
（△広南病院　脳血管内科）
（▽脳卒中科）
（☆脳卒中センター）
（◎九州医療センター　神経内科）
（※自治医科大学　循環器内科）
（*1名古屋医療ｾﾝﾀｰ　神経内科）
（*2横浜市立病院市民医療ｾﾝﾀｰ神経内科）

Stroke Vol.40
No.11
P.3591-
3595

200911 Routine Use of Intravenous
Low-Dose Recombinant Tissue
Plasminogen Activator in
Japanese Patients

11 山徳雅人　　眞木二葉 難病と在宅ｹｱ 第15巻第
10号
P63-65

201001 ALS患者さんの段階的嚥下食

南山堂

8
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1 堀内正浩　　柳澤俊之　　長谷川泰弘 第50回日本神経学
会総会

200905 固定ｼﾞｽﾄﾆｱの臨床的特徴

2 秋山久尚　　長谷川泰弘 第50回日本神経学
会総会

200905 医療系企業における管理職の頭
痛への理解度に企業差はあるの
か？

3 眞木二葉 第50回日本神経学
会総会

200905 脳梗塞急性期おける嚥下障害に
対するVFの有効性

4 佐々木直 第50回日本神経学
会総会

200905 ｔPA静注療法の質の評価：川崎
脳卒中ネットワーク(KSN)の試
み

5 櫻井謙三　　伊佐早健司　○塩原紀久子
佐々木央我　　清水華奈子　　下邨華菜
徳山承明　　佐々木直　　平山俊和
長谷川泰弘
（○聖ﾃﾚｼﾞｱ病院神経内科）

第50回日本神経学
会総会

200905 急性期脳梗塞患者におけるバイ
オマーカー測定の意義

6 佐々木直　　櫻井謙三　　伊佐早健司
佐々木央我　　清水華奈子　　下邨華菜
徳山承明　　加藤文太　　高石智
山田浩史　　平山俊和　　長谷川泰弘

第50回日本神経学
会総会

200905 脳血管障害における
Pentraxin3(PTX3)の意義

7 白石眞 第50回日本神経学
会総会

200905 多発性硬化症患者に対するIFN
β-1a導入後早期における問題

8 加藤文太　　秋山久尚　　長谷川泰弘 第50回日本神経学
会総会

200905 神奈川県の脳卒中地域医療連
携：全国アンケート調査との比
較

9 佐々木央我　　國香尚也　　秋山久尚
長谷川泰弘　○米田誠
（○福井大学医学部　内科学2）

第189回日本神経
学会関東地方会

200906 末梢神経障害を呈した橋本脳症
の46歳男性例

10 櫻井謙三　　佐々木直　　塩原紀久子
佐々木央我　　清水華奈子　　下邨華菜
國香尚也　　平山俊和　　長谷川泰弘

第27回日本神経治
療学会

200906 診断に苦慮し早期治療開始に至
れなかった中枢神経系原発性悪
性リンパ腫の一例

加藤文太　　大島淳　　矢﨑俊二
佐々木央我　　鈴木孝昭

第359回神奈川神
経談話会

200906 筋症状を欠いたMELASの1例

下邨華菜　　秋山久尚　○近藤崇弘
加藤貴之　　高石智　　山田浩史
國香尚也　　長谷川泰弘
（○研修医）

神奈川神経談話会 200907 ステロイドに抵抗性を示した眼
窩筋炎の1例

内科学（神経内科）　学会発表

神奈川県民ｾﾝﾀｰ

11

ホテルｷｬﾒﾛｯﾄジャパン

12
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佐々木央我　　眞木二葉　　白石眞
長谷川泰弘

第15回 日本摂食･
嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学
会学術大会

200908 パーキンソン病の嚥下障害

加藤文太　　大島淳　　矢﨑俊二
佐々木央我　　鈴木孝昭

第190回日本神経
学会関東地方会

200909 ミオパチーを欠いたMELASの1例

15 櫻井謙三　　高石智　　加藤文太
伊佐早健司　　清水華奈子　　下邨華菜
徳山承明　　佐々木直　　長谷川泰弘

第12回日本栓子検
出と治療学会

200910 脳梗塞で発症したTrousseau症
候群4例と炎症性サイトカイン
関与の検討

16 加藤貴之　　秋山久尚　　長谷川泰弘
○岡田靖　◇塩川芳明　□中川原譲二
△古井英介　▽木村和美　☆山上宏
◎苅尾七臣　※奥田聡　*1古賀政利
*1峰松一夫　*1豊田一則
（○国立病院機構九州医療ｾﾝﾀｰ　脳血管内
科）
（◇杏林大学　脳血管内科）
（□中村記念病院　脳神経外科）
（△広南病院　脳血管内科）
（▽川崎医科大学　脳卒中科）
（☆神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院　鍼形
内科）
（◎自治医科大学　循環器内科）
（※国立病院機構名古屋医療ｾﾝﾀｰ　神経内
科）
（*1国立循環器病ｾﾝﾀｰ　内科脳血管部門）

第12回日本栓子検
出と治療学会

200910 rtPA静注療法の効果に寄与する
因子の検討：SAMURAI Study

17 伊佐早健司 第12回日本栓子検
出と治療学会

200910 大動脈解離後の慢性期に脳梗塞
を発症した51歳男性例

18 長谷川泰弘 第12回日本栓子検
出と治療学会

200910 脳梗塞の発症・進行の機序～新
たな展望～

19 野越慎司 第12回日本栓子検
出と治療学会

200910 頸動脈ｽﾃﾝﾄ留置術(CAS)前後の
経頭蓋超音波検査による術後梗
塞および過灌流症候群の予測

20 佐々木直　　白石眞　　眞木二葉
山田浩史　　柳澤俊之　　堀内正浩
平山俊和　○杉原浩　　長谷川泰弘
（○北柏リハビリ総合病院）

第3回ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病･
運動障害疾患ｺﾝｸﾞ
ﾚｽ

200910 過活動膀胱症状スコア質問票を
用いたパーキンソン病における
排尿障害の評価

21 加藤貴之　　秋山久尚　　長谷川泰弘
○豊田一則
◇SAMURAI Study Group Investigators
（○国立循環器病ｾﾝﾀｰ　内科脳血管部門）
（◇）

第37回日本救急医
学会総会

200910 脳梗塞に対するrtPA静注療法の
転帰にWeekend effectはある
か？

22 加藤貴之 第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 硬膜動静脈廔に対する経動脈的
塞栓術における頸動脈血流速度
波形の検討

砂防会館別館

14

名古屋国際会議場

13
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23 伊佐早健司　　柳澤俊之　　堀内正浩
秋山久尚　　長谷川泰弘

第47回日本神経眼
科学会総会

200911 複視で発症し、重症筋無力症と
Basedow病を認めた36歳男性例

下邨華菜　　國香尚也　　秋山久尚
長谷川泰弘

第362回神奈川神
経談話会

200911 脊髄ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽが疑われた一例

25 櫻井謙三　　伊佐早健司　　高石智
加藤文太　　清水華奈子　　下邨華菜
徳山承明　　長谷川泰弘

第21回日本脳循環
代謝学会

200911 急性期脳梗塞におけるｽﾀﾁﾝ療法
の意義：炎症性ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの変化
の観点から

26 堀内正浩　　柳澤俊之　　眞木二葉
長谷川泰弘

第39回日本臨床神
経生理学会学術大
会

200911 筋委縮性側索硬化症に対する反
復経頭蓋磁気刺激の治療効果
（第2報）

佐々木央我　　國香尚也　　秋山久尚
長谷川泰弘　○米田誠
（○福井大学医学部　内科学2）

第191回日本神経
学会関東地方会

200911 末梢神経障害を呈した橋本脳症
の46歳男性例

白石眞　　清水高弘　　秋山久尚
長谷川泰弘

第37回日本頭痛学
会総会

200911 脳動脈解離における神経症状の
出現様式と早期受診状況

秋山久尚　　長谷川泰弘 第37回日本頭痛学
会総会

200911 片頭痛に対するangiotensin Ⅱ
receptor blockerによる予防療
法の効果について

加藤貴之　○鈴木規雄　　山田浩史
秋山久尚　　長谷川泰弘
（○研修医）

第363回神奈川神
経談話会

200912 発熱後に精神症状・不随意運
動・意識障害を呈した若年女性
の1例

矢﨑俊二　○森下哲也
（○山本記念病院(内科)）

第364回神奈川神
経談話会

201001 四肢遠位部のしびれ感と冷感、
めまい感、下肢脱力、歩行時の
ふらつきを生じた71歳女性例

伊佐早健司　　安田彩来　　白石眞
秋山久尚　　長谷川泰弘

第364回神奈川神
経談話会

201001 両側Adie瞳孔を認めた80歳男性
例

○安田彩来　　伊佐早健司　　白石眞
堀内正浩　　長谷川泰弘
（○研修医）

第569回日本内科
学会関東地方会

201002 ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙがﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病の幻
覚・妄想状態に著効を示した1
例

加藤文太　　矢﨑俊二　　大島淳
佐々木央我　　鈴木孝昭

第365回神奈川神
経談話会

201002 横静脈洞血栓症を生じたプロテ
インS欠損症の71歳男性例

神奈川県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

34

神奈川県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

31

神奈川県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

32

日内会館４F

33

宇都宮東武ホテルグランデ

28

宇都宮東武ホテルグランデ

29

横浜ｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

30

かながわ県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

24

日本教育会館

27
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下邨華菜　　國香尚也　　秋山久尚
長谷川泰弘

第192回日本神経
学会関東地方会

201003 失語を主症状とした
Nonconvulsive Status
Epilepticusの76歳男性例

佐々木央我　　鈴木孝昭　　矢﨑俊二
大島淳　　加藤文太　○春日井磁
（○耳鼻咽喉科）

第51回日本老年医
学会関東甲信越地
方会

201003 突然、特発性嚥下障害を生じた
73歳男性例

砂防会館別館　ｼｪｰﾝﾊﾞｯﾊ・ｻﾎﾞｰ

35

0

36
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1 ○Niitsu Nozomi　◇Okamoto Masataka
□Miura Ikuo　◇Hirano Masami
（○Department of Hematology,
Comprehensive Cancer Center,
International Medical Center, Saitama
Medical University）
（◇Adult Lymphoma Treatment Study
Group (ALTSG)）
（□Adult Lymphoma Treatment Study
Group (ALTSG)            Department of
Hematology and Oncology, St. Marianna
University School of  Medicine）

Leukemia 23p.777
～783

200904 Clinical features and
prognosis of de novo diffuse
large B-cell lymphoma with
t(14;18) and 8q24/c-MYC
translocations

2 ○Kojima Masaru　◇Nakamura Naoya
□Murayama Kayoko　□Igarashi Tadahiko
△Matsumoto Morio　○Matsuda Hazuki
○Masawa Nobuhide　▽Miura Ikuo
☆Morita Yukio
（○Department of Pathology, Dokkyo
University School of  Medicine）
（◇Department of Pathology, Tokai
University School of  Medicine）
（□Department of Hematology and
Oncology, Gunma Cancer Hospital）
（△Department of Hematology, National
Nishigunma Hospital）
（▽Department of Hematology and
Oncology, St. Marianna  University
School of  Medicine）
（☆Laboratory of Food Hygiene, Tokyo
Kasai University, College of
Nutritional Science）

Tumori 96p.143
～148

200905 Reactive lymphoid
hyperplasia with giant
follicles associated with a
posttherapeutic state of
hematological malignancies.
a report of eight cases

3 ○Misaki Hirofumi　○Yamauchi Takahiro
○Arai Hajime　○Yamamoto Shuji
○Sutoh Hidemasa　○Yoshida Akira
○Tsutani Hiroshi　◇Eguchi Manabu
□Nagoshi Haruhisa　△Naiki Hironobu
▽Baba Hisatoshi　○Ueda Takanori
☆Yamakawa Mitsunori
（○Department of Hematology and
Oncology, University of Fukui）
（◇Eguchi Naika Clinic）
（□Department of Hematology and
Oncology, Yokohama City Seibu Hospital,
St. Marianna University）
（△Second Department of Pathology,
University of Fukui）
（▽Department of Orthopaedic Surgery,
University of Fukui
）
（☆Department of Pathology, Faculty of
Medicine, Yamagata University）

Journal of
Clinical and
Experimental
Hematopathology

49(1)
p.33～37

200905 Secondary Malignant Fibrous
Histiocytoma Following
Refractory Langerhans Cell
Histiocytosis

内科学（血液・腫瘍内科）　誌上発表
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4 ○Niitsu Nozomi　○Kohri Mika
◇Hayama Miyuki　□Tamaru Jun-ichi
△Miura Ikuo
（○Department of Hematology,
Comprehensive Cancer Center,
International Medical Center, Saitama
Medical University）
（◇Department of Hematology, Kitasato
University School of Medicine）
（□Department of Pathology, Saitama
Medical Center）
（△Department of Hematology and
Oncology, St. Marianna  University
School of  Medicine）

Leuk Res 33(6)
p.23～25

200906 ALK-positive  anaplastic
large cell lymphoma with dic
(2;4)(q23;q33)

5 ○葉山優香　○井出尚史　○嘉山尚幸
○小林円　○木村純一　○椋木茂裕
名越温古　　西尾有司　◇村上富美子
□小泉宏隆
（○眼科学）
（◇皮膚科学）
（□診断病理学）

臨床眼科 63(6)
P.967～
972

200906 眼窩内に再発したマントル細胞
リンパ腫の1例

6 ○Tomita Naoto　◇Tokunaka Mami
□Nakamura Naoya　△Takeuchi Kengo
▽Koike Junki　☆Motomura Shigeki
◎Miyamoto Ko　※Kikuchi Ako
*1Hyo Rie　*2Yakushijin Yoshihiro
*3Masaki Yasufumi　*4Fujii Soichiro
*5Hayashi Takamasa
○Ishigatsubo Yoshiaki　◎Miura Ikuo
（○Department of Internal Medicine and Clinical
Immunology, Yokohama City University Graduate School of
Medicine）
（◇Department of Pathology, Tokai University School of
Medicine）
（□Department of Pathology, Tokai University School of
Medicine）
（△Department of Pathology, Cancer Institute Japanese
Foundation for Cancer Research）
（▽Department of Pathology, St. Marianna  University
School of  Medicine）
（☆Department of Chemotherapy, Kanagawa  Cancer Center）
（◎Department of Hematology and Oncology, St. Marianna
University School of  Medicine）
（※Department of Hematology, Tokai University School of
Medicine）
（*1Department of Hematology, Yokohama City University
Medical  Center）
（*2Cancer Center, Ehime University Graduate School of
Medicine）
（*3Department of Hematology and Immunology, Kanazawa
Medical University）
（*4Department of Internal Medicine, Okayama Red Cross
General Hospital）
（*5Division of Hematology, Tenri Hosupital）

Haematologica 94(7)
P.935～
943

200907 Clinicopathological
Features of lymphoma
/leukemia patients carrying
both BCL2 and MYC
translocations

- 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

7 ○Yoshida　Masayuki　○Nishikawa　Yuji
○Yamamoto　Yohei　○Doi　Yuko
○Tokairin　Takuo　○Toshiaki Yoshioka
○Omori　Yasufumi　◇Watanabe　Atsushi
◇Takahashi　Naoto　◇Yoshioka　Tomoko
□Miura　 Ikuo　◇Sawada　Ken-ichi
○Enomoto　Katsuhiko
（○Department of Molecular Pathology
anｄ Tumor Pathology, Akita University
Graduate School of  Medicine）
（◇Department of Hematology and
Oncology, Akita University Graduate
School of  Medicine）
（□Department of Hematology and
Oncology, St. Marianna  University
School of  Medicine）

Pathology
International

59p.817
～822

200907 Csse Report
Mast cell leukemia with
rapidly progressing portal
hypertension

8 西尾有司　　佐野文明　　姜亜希
宮本鋼　○小泉宏隆　　名越温古
三浦偉久男
（○診断病理学）

神奈川血液研究会
誌

29p.51～
53

200909 中枢神経に再燃した ＣＤ５＋
Ａsian Ｖａｒｉａｎｔ of
Intravascular Large  B-cell
Lymphoma

9 加藤陽　　小川考平　　齋藤輔　　姜亜希
鈴木貴雄　　伊禮倫子　　小杉成樹
澁谷靖　　鈴木義則　　加藤雅之
井上靖之　　高橋正知　　三浦偉久男

神奈川血液研究会
誌

29p.57～
60

200909 節外病変を持ち複雑転座
ｔ（5;14;18)(p15;q32;q21.3)
を持った濾胞性リンパ腫

10 ○西澤苑　　宮本鋼　　西尾有司
瀧本円　　佐野文明　　名越温古
三浦偉久男　◇小泉宏隆
（○卒後臨床研修センター）
（◇診断病理学）

神奈川血液研究会
誌

29p.76～
78

200909 Waldenströmマクログロブリン
血症（ＷＭ）に合併したびまん
性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫
（ＤＬＢＣＬ）

11 ○申美和　　瀧本円　　西尾有司
宮本鋼　　佐野文明　　名越温古
◇小泉宏隆　　三浦偉久男
（○卒後臨床研修センター）
（◇診断病理学）

神奈川血液研究会
誌

29p.127
～130

200909 右房内腫瘤を形成したびまん性
大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫（Ｄ
ＬＢＣＬ）の1例

12 齋藤輔　　小川考平　　小杉成樹
澁谷靖　　鈴木義則　　加藤雅之
井上靖之　　高橋正知　　三浦偉久男

神奈川血液研究会
誌

29p.137
～138

200909 Ｄｏｕｂｌｅ　ｍｉｎｕｔｅｓ
を持ち硬膜外腫瘤を伴ったＣＤ
５陽性びまん性大細胞型Ｂ細胞
リンパ腫の1例

13 三浦偉久男 日本臨牀 67(10)
p.1908～
1910

200910 特集：骨髄白血病　　診断法の
進歩　一般血液検査・骨髄検査

14 小川考平　　齋藤輔　　瀧本円
西尾有司　　小杉成樹　　澁谷靖
鈴木義則　　加藤雅之　　井上靖之
高橋正知　○小池淳樹　◇中村直哉
三浦偉久男　　井上靖之　　高橋正知
三浦偉久男
（○診断病理学）
（◇東海大学医学部　病理診断学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37p.359
～369

200910 染色体転座ｔ（１１；１４）
（ｑ１３；ｑ３２）を持つ多発
性骨髄腫はｃｙｃｌinＤ１陽性
で核不整な大型細胞がＣＤ２０
とｑ５３を発現する
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1 宮本鋼　　佐野文明　　瀧本円
○宮腰重三郎　　名越温古　　三浦偉久男
（○東京都健康長寿医療センター）

第21回神奈川移植
医学会

200905 当院で経験した高齢者造血幹細
胞移植

2 ○相川幸夫　　伊澤直樹　　小杉成樹
小川考平　　齋藤輔　　加藤雅之
井上靖之　　高橋正知　　三浦偉久男
（○卒後臨床研修センター）

日本内科学会第
565回関東地方会

200909 重症肺炎後に骨髄異形成症候群
から急性骨髄性白血病に移行し
ｈｙｄroxycarbamide(HU)単剤
で寛解を得た１例

3 ○Miyamoto　Kou　○Sano　Fumiaki
○Nishio　Yuji　○Kyo　Aki
○Takimoto　Madoka
○Nagoshi　Haruhisa
◇Miyakoshi　Shigesaburou
○Miura　Ｉｋｕｏ
（○Department of Hematology and
Oncology, St. Marianna  University
School of  Medicine）
（◇Department of Hematology, Tokyo
Metropolitan Geriatric  Hospital）

第71回日本血液学
会学術集会

200910 Allogeneic　stem cell
transplant  for elderly
patients  using reduced-
intensity  conditioning

4 井上靖之　　齋藤輔　　小川考平
西尾有司　　小杉成樹　　鈴木義則
澁谷靖　　加藤雅之　　高橋正知
三浦偉久男

第71回日本血液学
会学術集会

200910 トロンボモジュリンアルファが
有効であった、全身性炎症反応
症候群を合併した造血器悪性腫
瘍の３例

5 加藤雅之　　小川考平　　西尾有司
齋藤輔　　小杉成樹　　澁谷靖
鈴木義則　　井上靖之　　高橋正知
三浦偉久男

第71回日本血液学
会学術集会

200910 当科における高齢者慢性骨髄単
球性白血病の臨床的検討

6 ○名倉重樹　　瀧本円　　宮本鋼
佐野文明　　名越温古　　三浦偉久男
（○卒後臨床研修センター）

日本内科学会第
567回関東地方会

200911 腎出血により急性腎不全を合併
した後天性血友病の1例

7 齋藤輔　　井上靖之　　小川考平
西尾有司　　小杉成樹　　澁谷靖
鈴木義則　　加藤雅之　　高橋正知
三浦偉久男

第32回日本造血細
胞移植学会

201002 約20年間のプレドニゾロン治療
後、非骨髄骨髄破壊的同種骨髄
移植が著効した難治性突発性好
酸球増加症例

8 井上靖之　　小杉成樹　　伊澤直樹
齋藤輔　　小川考平　　西尾有司
鈴木義則　　澁谷靖　　加藤雅之
高橋正知　　三浦偉久男

第32回日本造血細
胞移植学会

201002 遺伝子組み換え型トロンボモ
ジュリン製剤（ｒｈTM)により
血清HMGB1値、DICの改善を認め
たthrombotic
microangiopathy(TMA)症例

内科学（血液・腫瘍内科）　学会発表
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1 山田秀裕 内科 確定診断完
全ﾏｽﾀｰ(尾崎承一
他編集

360-365 200904 全身性自己免疫疾患

2 尾崎承一 ﾁｬｰﾄ内科診断学
(富野康日己 編
集)

547-549 200907 ANCA陽性

3 尾崎承一 看護のための最新
医学講座〔第2
版〕第11巻免疫･ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ疾患｣(日野
原重明･井村裕夫
監修)

169-180 200907 血管炎症候群

4 木俣敬仁　　尾崎承一 正しい生物学的製
剤の使い方(宮坂
信之編)

48-52 200910 生物学的製剤の副作用は予防で
きるのか？～副作用の予防策～

5 尾崎承一 改訂第7版 内科学
書Vol.2 感染性疾
患 膠原病､ﾘｳﾏﾁ性
疾患 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾
患 免疫不全症 呼
吸器疾患 (小川聡
総編集)

184-189 200910 血管炎症候群

6 市川陽一 内科学書 1.内科
学総論､治療学,
中山書店 東京都

p181-184 200911 ステロイド薬

7 市川陽一 内科学書 1.内科
学総論､治療学
中山書店 東京都

p187-189 200911 鎮痛消炎薬（非ステロイド性抗
炎症剤）

8 市川陽一 内科学書 5.内分
泌疾患､代謝･栄養
疾患､中山書店 東
京都

p82-89 200911 甲状腺中毒症と甲状腺機能亢進
症。

9 尾崎承一 ﾊﾘｿﾝ内科学(第3
版)(福井次矢､黒
川清 日本語版監
修)

2085-
2258

200912 Part14免疫系、結合組織、関節
の疾患（監訳）

10 岡崎貴裕 ﾊﾘｿﾝ内科学(第3
版)(福井次矢､黒
川清 日本語版監
修)

2215-
2220

200912 アミロイドーシス

11 山田秀裕 ﾊﾘｿﾝ内科学(第3
版)(福井次矢､黒
川清 日本語版監
修)

2189-
2202

200912 血管炎症候群

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）　著書
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12 尾崎承一 内科学症例図説
(杉本恒明､小俣政
男 総編集)

329-331 201003 Behcet病

13 岡崎貴裕 今日の診断指針 1257-
1265

201003 血管炎症候群

1 岡崎貴裕　　前田聡彦　　井上誠
北薗貴子　　柴田朋彦　　尾崎承一

Jpn. J. Clin.
Immunol.

32(2):12
4-128

200905 慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)
の経過中に多発性筋炎を発症し
たと考えられる一

2 柴田朋彦　　柴田俊子　　尾崎承一
○市川陽一　　伊藤彦
（○聖ヨゼフ病院）

Jpn. J. Clin.
Immunol.

32(2):12
9-134

200905 FDG-PETを契機に大型血管炎の
合併を診断し得たリウマチ性多
発筋痛症の1例

3 永渕裕子　　尾崎承一 ﾘｳﾏﾁ科 41(3):26
3-269

200905 Rituximabによる血管炎症候群
の治療

4 中野弘雅　　尾崎承一 Modern Physician 29(5):59
1-593

200905 血管炎症候群に対するステロイ
ドの使い方

Maeda A.　　Okazaki T　　Inoue M
Kitazono T　　Yamasaki M
○François A. Lemonnier　　Ozaki S
（○Unité d'Immmunit Cellulaire
Antivirale, Département d'Immunlogie,
Institut Pasteur）

International
Immunopharmacolo
gy

9: 1183-
1188

200906 Immunosuppressive effect of
angiotensin receptor blocker
on stimulation of mice CTLs
by angiotensin Ⅱ

6 尾崎承一　○中林公正
（○杏林大学第一内科）

脈管学 49(1):53
-61

200906 ANCA関連血管炎の前向き臨床研
究:JMAAV

7 三冨博文　　中野弘雅　○神野崇生
笹由里　　勝山直興　　小川仁史
小林亜有　　柴田朋彦　　山田秀裕
尾崎承一　◇明石嘉浩
（○初期研修センター）
（◇内科学（循環器内科））

臨床ﾘｳﾏﾁ 21:157-
162

200906 急性心筋症で発症したSLEの一
例。

8 山田秀裕　　尾崎承一 医学のあゆみ 230(9):7
46-749

200909 血管炎症候群

9 尾崎承一 日本内科学会雑誌 98(9):21
1-218

200909 教育講演　血管炎症候群の病態
と治療

10 尾崎承一 日本内科学会雑誌 98(10):1
91-202

200910 医学と医療の最前線　血管炎症
候群の病態と治療の新しい考え
方

11 尾崎承一 腎と透析 68(1):11
-21

201001 血管炎の本態は何か？

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）　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
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○黒川真奈絵　　高桑由希子　○加藤智啓
（○生化学（生化学））

炎症と免疫 18(5):54
-59

201003 プロテオミクスによる血管炎関
連因子の探索

○Xiang Y　○Kurokawa MS　○Kanke M
Takakuwa Y　○Kato T
（○生化学（生化学））

Methods Mol
Biol.

615:259-
71

201003 Peptidomics: identification
of pathogenic and marker
pept.

1 尾崎承一 第106回日本内科
学会総会

200904 血管炎症候群の病態と治療

2 尾崎承一 第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 血管炎症候群に対するリツキシ
マブ療法

3 ○山村昌弘　◇佐田憲映　□針谷正祥
△藤井隆夫　　尾崎承一　◇槇野博史
（○愛知医科大学腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科）
（◇岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
腎・免疫・内分泌代謝内科学）
（□東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科薬害監視学）
（△京都大学医学部附属病院免疫・膠原病
内科）

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 ANCA関連血管炎のアウトカム研
究

4 ○石津明洋　◇外丸詩野　◇岩崎沙理
□吉木敬　　尾崎承一
（○北海道大学大学院保健科学研究院病態
解析学分野）
（◇北海道大学大学院医学研究科分子病理
学分野）
（□㈱ジェネティックラボ）

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 MPO-ANCA関連血管炎患者抹消血
のトランスクリプトーム解析

5 中野弘雅　　山田秀裕　　大岡正道
柴田朋彦　　尾崎承一

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 ミコフェノール酸モフェチルに
よるループス腎炎寛解維持療法
の有用性の検討（10症例）

6 水島万智子　　山前正臣　　笹由里
三冨博文　　山田秀裕　　尾崎承一

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 皮膚筋炎/多発性筋炎（DM/PM）
に合併する間質性肺炎（IP）の
長期寛解維持に寄与する因子の
解析

7 笹由里　　山前正臣　　水島万智子
三冨博文　　山田秀裕　　尾崎承一

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 関節リウマチに合併する間質性
肺炎の高分解能CT(HRCT)による
予後予測の有用性

○唐澤里恵　○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53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 高安動脈炎の疾患特異的マー
カー

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(プロテオミクス研究部門)

13

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）　学会発表

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

8
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9 Hishiyama M. 第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 The Impact of rheumatoid
arthritis-associated
bronchiolar disease(RA-BD)
on progression of Rheumatoid
Arthritis.

10 Yamada H.　　Ozaki S.　　三冨博文
中野弘雅　　柴田朋彦　　大岡正道
山田秀裕　　尾崎承一

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春期学術集会

200906 心タンポナーデをきたしたリウ
マチ性心外膜炎の一例

11 高桑由希子　　大岡正道　　殿岡久美子
○川上民裕　　山田秀裕　　尾崎承一
（○皮膚科学）

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春期学術集会

200906 治療抵抗性の抗リン脂質抗体症
候群を呈したホスファチジルセ
リン・プロトロンビン抗体単独
陽性の一例

12 勝山直興　　水島万智子　　三冨博文
小川仁史　　山崎宜興　　山田秀裕
尾崎承一

第60回神奈川ﾘｳﾏﾁ
医会

200907 当院で経験したループス膀胱炎
の2症例

13 永渕裕子　　林彩子　　尾崎承一 第5回ﾘｳﾏﾁﾔﾝｸﾞｱｶ
ﾃﾞﾐｰ

200907 HMGB1蛋白質と自己免疫疾患―
抗HMGB1抗体のエピトープ解析

14 尾崎承一 第4回長崎皮膚･膠
原病ﾌｫｰﾗﾑ｡

200907 ANCA関連血管炎―最近の動向

15 尾崎承一 第11回ﾘｳﾏﾁ医の
会｡

200908 関節炎の鑑別診断～To RA or
not to RA～

16 尾崎承一 第4回御茶ﾉ水膠原
病･ﾘｳﾏﾁ内科研究
会｡

200909 ANCA関連血管炎の診断と治療―
最近の動向―

Takakuwa Y.　　Kurokawa Manae
Ooka Seido　○Nagai K.　○Arito M.
○Masuko Kayo　○Suematsu N.
○Okamoto K.　　Ozaki S.　○Kato T.
（○生化学（生化学））

 The 73th
National
Scientific
Meeting of the
American College
of Rheumatology.

200910 Comprehensive analyses of
serum peptides in
microscopic polyangitis.

18 ○清川智史　　中野弘雅　　大岡正道
山田秀裕　　尾崎承一
（○臨床研修センター）

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋期学術集会

200910 ステロイド、シクロフォスファ
ミド、血漿交換の併用にもかか
わらず腎不全に至ったWegener
肉芽腫症の一例

19 中野弘雅　　大岡正道　　山田秀裕
尾崎承一

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋期学術集会

200910 当院におけるWegener肉芽腫症
13症例

20 殿岡久美子　　大岡正道　　水島万智子
山崎宜興　　山田秀裕　　尾崎承一

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋期学術集会

200910 膠原病加療中に画像上腹腔内遊
離ガスを指摘された2例

21 ○土田興生　　大岡正道　　中野弘雅
高桑由希子　　水島万智子　◇芳賀恒夫
◇藤田歩　　山田秀裕　　尾崎承一
（○臨床研修センター）
（◇皮膚科学）

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋期学術集会

200910 対称性脂肪萎縮をきたした全身
性エリテマトーデスの一例

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

17
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22 ○吉岡拓也　　東浩平　　殿岡久美子
山田秀裕　　尾崎承一
（○生化学（生化学））

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 プレドニゾロン大量療法抵抗性
のSLEに伴う自己免疫性血小板
減少症に対し、デキサメタゾン
パルス療法が有効であった一例

23 ○三澤寛子　　小川仁史　　勝山直興
大岡正道　　柴田朋彦　　山田秀裕
尾崎承一
（○臨床研修センター）

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 レフルノミド投与中に潰瘍性腸
炎を生じた、関節リウマチ(RA)
の2症例

24 ○内田貞輔　　中野弘雅　　小俣正美
大岡正道　　山田秀裕　　尾崎承一
（○生化学（生化学））

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 原発性シェーグレン症候群によ
り慢性進行性の筋炎をきたした
一例

25 ○中村真悠子　　三冨博文　　山崎宜興
◇金剛寺謙　□木村聡子　　柴田朋彦
山田秀裕　　尾崎承一
（○臨床研修センター）
（◇内科学（循環器内科））
（□皮膚科学）

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 皮膚潰瘍に対し経皮的血管形成
術と高圧酸素療法が奏功した抗
リン脂質抗体症候群を合併した
皮膚型結節性多発血管炎の1例

26 小俣正美　　中野弘雅　○内田貞輔
山田秀裕　　尾崎承一　◇堤久
◇中澤龍斗
（○生化学（生化学））
（◇腎泌尿器外科学）

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 好酸球増多症候群による尿管炎
のための尿管狭窄をきたした1
例

27 三冨博文　　山崎宜興　　勝山直興
山田秀裕　　尾崎承一

第61回神奈川ﾘｳﾏﾁ
医会

200911 多発性筋炎の経過中に後天性血
友病Aを合成した１例

28 尾崎承一 第24回日本整形外
科学会基礎学術集
会

200911 サイトカインと関節

井上誠　　岡崎貴裕　　北薗貴子
前田聡彦　　尾崎承一

第39回日本免疫学
会総会

200912 マウスTh1およびCTLに対する選
択的5-HT2Aレセプター阻害剤の
免疫抑制作用の検討

30 水島万智子　　山崎宜興　　柴田朋彦
山前正臣　　山田秀裕　　尾崎承一

第20回日本ﾘｳﾏﾁ学
会関東支部学術集
会

200912 ステロイドと免疫抑制剤が奏功
したSLE合併肺動脈性肺高血圧
症の１例

31 ○岡寛　○遊道和雄　○山野嘉久
◇鈴木登　　尾崎承一　□須賀万智
（○難病治療研究センター）
（◇免疫学・病害動物学）
（□予防医学）

第20回日本ﾘｳﾏﾁ学
会関東支部学術集
会

200912 本邦における再発性軟骨炎の疫
学調査研究102例の報告

32 尾崎承一 第17回相模原ﾘｳﾏﾁ
研究会

201001 ＡＮＣＡ関連血管炎の診断と治
療―an update

33 尾崎承一 第74回日本循環器
学会総会･学術集
会

201003 モーニングレクチャー7「大動
脈炎症候群の診断と治療」

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

29
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34 尾崎承一 献血ﾍﾞﾆﾛﾝ―Ⅰ 適
応拡大記念講演会

201003 難治性血管炎の診断・治療に関
する最新の話題

35 尾崎承一 献血ﾍﾞﾆﾛﾝ―Ⅰ 適
応拡大記念講演会

201003 血管炎症候群の早期診断・治療
に関する最新の話題
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1 山口登　　二宮正人 精神科専門医のた
めのﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ精神
医学

P. 25-29 200908 Ⅰ診断をつけるために-不安、
いらいら、焦燥

2 ○菊池裕貴　　宮本聖也　○花岡忠人
○法橋明　○金沢徹文　○岡村武彦
○米田博
（○大阪医科大学神経精神医学教室）

ｸｴﾁｱﾋﾟﾝを使いこ
なす

P. 3-20 200908 Quetiapineの薬理学的メカニズ
ムと臨床効果-Quetiapineの至
適用量とloose bindingな薬剤
の作用機序について-

3 三宅誕実　　宮本聖也 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝを使いこ
なす

P. 68-84 200908 Quetiapineの安全性

4 宇田川至　　山口登 認知症診療の進め
方-その基本と実
践-

P. 14-41 201001 認知症の診断

5 中村悦子　　山口登 認知症診療の進め
方-その基本と実
践-

P. 48-68 201001 認知症治療の実際

6 長田賢一 線維筋痛症診療ｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ2009

P. 65-70 201003 5章　向精神薬などの精神科的
治療

7 丸田智子 Expert Nurse
Guides 術後ｹｱと
ﾄﾞﾚｰﾝ管理

P. 220-
225,
232-239,
240-242

201003 第9章　精神症状とその対策
「術後の精神症状」「せん妄の
診断・鑑別と治療」「術後の不
眠への対応」

1 山田聡子　　穴井己理子　　塚原さち子
伊藤幸恵　　田所正典　　岩倉拓
山口登

神奈川県精神医学
会誌

58 P.11-
17

200904 育児中にうつ状態を呈した母親
の特徴〜背景因子と、ロール
シャッハテスト上のパーソナリ
ティー特性から〜

2 Higuchi H　○Sato K　◇Naito S
□Yoshida K　△Takahashi H　▽Kamata M
Yamaguchi N
（○秋田回生会病院精神神経科）
（◇私立秋田総合病院精神科）
（□名古屋大学精神医学）
（△東京女子医科大学病院神経精神科）
（▽山形大学保健管理センター）

Neuropsychiatric
Disease and
Treatment

5 P.
151-155

200904 Differential clinical
effects of fluvoxamine by
the effect of age in
Japanese female major
depressive patients

3 三宅誕実　　宮本聖也 臨床精神薬理 12(4) P.
623-632

200904 向精神薬の適応外使用（適応拡
大）の現況と問題点

4 宮本聖也 Progress in
Medicine

29(5) P.
7-8

200905 統合失調症薬物治療のエッセン
ス序文

5 北島麗　　天神朋美　　宮本聖也 Progress in
Medicine

29(5) P.
57-61

200905 若年発症例に対する薬物治療

神経精神科学　著書

神経精神科学　誌上発表
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6 W. Wolfgang Fleischhacker, (監訳/宮本聖
也)

臨床精神薬理 12(6) P.
1081-
1093

200906 Risperidone持効性注射剤の系
統的レビュー

7 天神朋美　　北島麗　　荻野信
宮本聖也

精神科 14(6) P.
525-529

200906 統合失調症の認知増強薬：最近
の話題

8 山口登 日本社会精神医学
会雑誌

19(1) P.
49-52

200907 認知症患者に対する薬物治療

9 Higuchi H　○Takahashi H　◇Kamata M
□Yoshida K
（○東京女子医科大学病院神経精神科）
（◇山形大学保健管理センター）
（□名古屋大学精神医学）

Neuropsychiatric
Disease and
Treatment

5 P.
393-398

200907 Influence of
serotonergic/noradrenergic
gene polymorphisms on nausea
and sweating induced by
milnacipran in the treatment
of depression

10 山口登 神経心理学 25(3) P.
177-181

200909 老年期うつ病と認知症の共存と
連続性

11 穴井己理子　　伊藤幸恵　　岩倉拓
塚原さち子　　田所正典　　田中大輔
山口登

精神科 15(4) P.
405-410

200910 思春期症例における精神力動診
断フォーミュレーション-統合
失調症が疑われた思春期症例-

12 山口登 Geriatic
Medicine

47(11)
P. 1427-
1430

200911 高齢者のうつ病の症候学と診断
学

13 長田賢一　　宮本聖也　　丸田智子
三宅誕実　　中野三穂　　山口登

臨床精神薬理 12(11)
P. 77-91

200911 統合失調症に対する
blonanserinの長期投与試験-被
験者の要請による長期投与試験
の継続-

14 Nakano M　　Osada K　　Misonoo A
Fujiwara K　　Takahashi M　　Ogawa Y
Haga T　　Kanai S　　Tanaka D
Sasuga Y　　Yanagida T　　Asakura M
Yamaguchi N

Life Sciences 86 P.
309-314

200911 Fluvoxamine and sigma-1
receptor agonists
dehydroepiandrosterone
(DHEA)-sulfate induces the
Ser473-phosphorylation of
Akt-1 in PC12 cells

15 伊藤幸恵 精神分析研究 53(4) P.
463-469

200911 強迫症状を主訴とする女性との
心理療法過程

16 長田賢一 臨床精神薬理 12(12)
P. 174-
181

200912 Blonanserin長期投与試験の臨
床評価-5年以上の使用経験を踏
まえて-

17 伊藤幸恵 Japanese Journal
of Adolescent
Psychiatry

19(2) P.
172

200912 親密になることへの恐怖を抱え
た女児との心理療法過程〜治療
の境界をめぐって〜

18 渡邉直樹 こころの科学 149 P.
34-39

201001 高齢者の面接
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19 渡邉直樹 精神科臨床ｻｰﾋﾞｽ 10(1) P.
28-31

201001 「死にたい！」という

20 三宅誕実　　宮本聖也 臨床精神薬理 13(2) P.
273-282

201002 長期アウトカム
(effectiveness)試験

21 三宅誕実　　宮本聖也　○Abi-Dargham A
○Lieberman JA
（○Columbia University Medical
Center）

精神科 16(2) P.
167-173

201002 代謝型グルタミン酸受容体5型
標的治療薬の開発

22 渡邉直樹 社会精神医学雑誌 18(3) P.
341-351

201002 死亡前に精神科治療を受けてい
た自殺既遂者の心理社会的特徴

23 渡邉直樹 ひょうごの公衆衛
生

25 P. 2-
18

201003 こころと命を支える地域づくり
〜自殺を防ぐために私たちにで
きること〜

1 渥美加代　　穴井己理子　　伊藤幸恵
塚原さち子　　岩倉拓　○堀内勁
山口登
（○小児科学）

第28回日本心理臨
床学会

200902 新生児集中治療室(NICU)におけ
る母子ユニットへの働きかけ-
母子関係発達と障害受容の視点
から-

2 宮本聖也 第6回和歌山統合
失調症研究会

200906 統合失調症の病態進行と抗精神
病薬の神経保護作用

3 宮本聖也 第2回宮崎市郡統
合失調症治療ｾﾐﾅｰ

200906 統合失調症の早期薬物治療法的
介入の意義と課題

4 Okazaki M　　Higuchi H　　Tominaga K
Nakamura E　　Noguchi M　　Utagawa I
Yamaguchi N

World Federation
of Societies of
Biological
Psychiatry

200906 Predictors of response to
electroconvulsive therapy
obtained using the three-
factor structures of the
Montgomery and Asberg
Depression Rating Scale for
major depressive disorders
in Japanese patients

5 宮本聖也 第3回早期統合失
調症学術講演会

200907 前駆期の診断と薬物療法の役割

6 ○伊野美幸　◇下仲順子　◇金子智栄子
◇冨田恵里香　○江畠佐知子　□田中克之
△箕輪良行　　宮本聖也　　丸田智子
（○医学教育文化部門）
（◇文京学院大学）
（□脳神経外科学）
（△救急医学）

第41回日本医学教
育学会大会

200907 医学生の臨床実習体験ストレス
に関連する諸要因の検討　コー
ピング、適応、個人特性の観点
から

神経精神科学　学会発表
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7 藤原圭亮　　柳田拓洋　　中野三穂
金井重人　　田中大輔　　貴家康男
長田賢一　　朝倉幹雄

第9回 World
Congress of
Biological
Psychiatry

200907 The sensitiztion of the
acoustic startle response
persists for a long-term
after chronic variable
stress

8 宮本聖也 第23回聖医大-川
崎市北部薬剤師会
講演会

200909 わが国の統合失調症の薬物治療
の現状と今後の課題

9 宮本聖也 日本精神科救急学
会第17回大会

200909 抗精神病薬は神経保護作用をも
つのか？神経毒性的に働くの
か？

10 伊藤幸恵 第22回日本思春期
青年期精神医学会

200909 親密になることへの恐怖を抱え
た女児との心理療法過程〜治療
の境界をめぐって〜

11 宮本聖也 神奈川県精神科病
院協会統合失調症
治療ｾﾐﾅｰ

200910 抗精神薬理の持効性注射製剤の
意義と課題

12 宮本聖也 第29回日本精神科
診断学会学術集会

200910 第2世代抗精神病薬は真に実力
があるか？

13 宮本聖也 第7回統合失調症
学術講演会

200910 今日の統合失調症薬物治療に残
る謎と課題、今後の展望

14 宮本聖也 第15回市民ﾒﾝﾀﾙﾍﾙ
ｽ講座

200910 統合失調症と向き合う-早期発
見・早期治療

15 長田賢一　○増子佳世　◇竹鼻健司
□松本美富士　○加藤智啓　△西岡久寿樹
（○生化学（生化学））
（◇味の素株式会社医薬研究所）
（□名古屋市立大学）
（△難病治療研究センター）

第1回線維筋痛症
学会

200910 血漿アミノ酸成分解析による線
維筋痛症とうつ病の判別の検討

16 ○小島綾子　　長田賢一　　富永桂一朗
○高橋忍　◇西岡久寿樹
（○霞が関アーバンクリニック）
（◇難病治療研究センター）

第1回線維筋痛症
学会

200910 線維筋痛症患者における睡眠障
害と疼痛の程度の関係について

17 Ogawa Y　○Matsui H　　Osada K
Haga T　　Nakano 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）

40th Annual
Meeting of
Neuroscience

200910 Milnacipram of
antidepressant bound with
fluorescence-NBD-F passed
and accumulated into HT22
cell

18 Osada K　　Ogawa Y　○Matsui H
Haga T　　Nakano 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）

40th Annual
Meeting of
Neuroscience

200910 Chronic trifluoperazine
treatment increased P-
glycoprotein in the rat
brain
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19 Haga T　　Ogawa Y　○Matsui H
Takahashi K　　Tanaka D　　Kanai S
Sasuga Y　　Nakano M　　Yanagida T
Fujiwara K　　Asakura M　　Osada K
（○大学院アイソトープ研究施設）

40th Annual
Meeting of
Neuroscience

200910 Validation of a
fluorescence-NBD-F high-
throughput method for the
cellular noradrenaline
uptake activity

20 渡邉直樹 第27回日本森田療
法学会会長講演

200910 地域自殺予防活動と森田療法

21 宮本聖也 第37回日本精神科
病院協会精神医学
会

200911 第2世代抗精神病薬の有効性
(efficacy)と有用性
(effectiveness)

22 樋口久 第19回日本臨床精
神神経薬理学会

200911 MilnacipranおよびFluvoxamine
の薬理遺伝学による治療反応性
予測について

23 荻野信　　宮本聖也　　天神朋美
北島麗　　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19回日本臨床精
神神経薬理学会

200911 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
およびQuality of Lifeに及ぼ
す影響

24 天神朋美　　宮本聖也　　北島麗
荻野信　　三宅誕実　○兼田康宏
◇住吉太幹　　山口登
（○岩城クリニック）
（◇富山大学附属病院）

第19回日本臨床精
神神経薬理学会

200911 未服薬初発エピソード統合失調
症に対するblonanserinの臨床
効果(第一報)

25 宮本聖也 第5回滋賀臨床行
動科学研究会

200911 抗精神病薬の神経保護作用と認
知機能に与える影響

26 藤原圭亮　　柳田拓洋　　中野三穂
金井重人　　田中大輔　　貴家康男
長田賢一　　朝倉幹雄

第1回ｱｼﾞｱ神経精
神薬理学会

200911 慢性ストレス後の扁桃体CRH
ニューロン活性

27 伊藤幸恵　　穴井己理子　　荒井淳
熊田知佳　　塚原さち子　　田所正典
岩倉拓　　天神朋美　　荻野信
宮本聖也　　山口登

第13回日本精神保
健･予防学会

200911 ARMS(At Risk Mental State)に
おける認知・思考の特徴と主観
的体験〜ロールシャッハテスト
3症例の比較検討〜

28 藤原圭亮　　柳田拓洋　　中野三穂
金井重人　　田中大輔　　貴家康男
長田賢一　　朝倉幹雄

第39回日本神経精
神薬理学会

200911 扁桃体CRHニューロン活性：聴
性驚愕反応による評価

29 Takahashi K　○Miyoshi H　　Otomo M
Osada K　○Nakashima H　　Yamaguchi N
（○微生物学）

第39回日本神経精
神薬理学会

200911 Sertraline Inhibits
Endocytosis Via Suppression
for Dynamin GTPase

30 宮本聖也 第4回児童精神薬
物治療研究会

200912 新規抗精神病薬の特性とその使
い方
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31 高橋清文　○三好洋　　大友雅広
長田賢一　　山口登　○中島秀喜
（○微生物学）

第32回日本分子生
物学会

200912 sertralineはdynaminのGTPase
活性を抑制しdynamin依存的な
endocytosisを阻害する

32 宮本聖也 第3回下関市精神
神経科医会学術講
演会

201002 統合失調症の薬物治療における
認知機能改善の意義と課題

33 荻野信　　宮本聖也　　天神朋美
北島麗　　三宅誕実　　荒井淳
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5回日本統合失
調症学会

201003 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
およびQuality of Lifeに及ぼ
す影響

34 天神朋美　　宮本聖也　　荒井淳
塚原さち子　　伊藤幸恵　　田所正典
穴井己理子　　北島麗　　荻野信
三宅誕実　○兼田康宏　◇住吉太幹
山口登
（○岩城クリニック）
（◇富山大学附属病院）

第5回日本統合失
調症学会

201003 未服薬初発エピソード統合失調
症に対するblonanserinの効果
(第一報)

35 Watanabe N The 7th
International
Congress of
Morita Therapy

201003 Morita Therapy for Community
Mental Health
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1 ○松下正　○天野景裕　　滝正志
○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　○日笠聡　○福武勝幸
○藤井輝久　□田中一郎　○三間屋純一
○吉岡章　○嶋緑倫
（○学外）
（◇産業医科大学）
（□外科学（消化器・一般外科））

ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰのない血
友病患者の急性出
血､処置･手術にお
ける凝固因子補充
療法のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

p1-13 200904 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

2 ○田中一郎　◇天野景裕　　滝正志
◇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　◇日笠聡　◇福武勝幸
◇藤井輝久　◇松下正　◇三間屋純一
◇吉岡章　◇嶋緑倫
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇学外）
（□産業医科大学）

ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ保有先天
性血友病患者に対
する止血治療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ

p1-23 200904 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

3 麻生健太郎 川崎病のすべて P196-198 200907 冠動脈造影検査

4 木下明俊 小児科臨床ﾋﾟｸｼｽ
小児白血病診療

 
 200908 急性骨髄性白血病　強化療法の
意義

5 滝正志 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5):31
9-325

200910 血友病に対する補充療法の革新
―定期補充療法―

6 宮本雄策　　山本仁 小児の頭痛 150?151 200912 有毒ガス・食品などによる頭痛

7 滝正志　○吉川喜美枝　◇小野織江
◇和田育子　◇石倉未緒
（○看護部）
（◇学外）

ﾍﾞﾈﾌｨｸｽ家庭療法
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

P1-24 200912  


8 ○高橋芳右　　滝正志
（○学外）

血友病とﾌｫﾝ･ｳﾞｨﾚ
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ病の治療―
患者さんのための
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸｰ

P1-44 200912 血友病とフォン・ヴィレブラン
ド病の治療―患者さんのための
ハンドブックー

9 斉藤陽　　生駒雅昭　　山本仁
小板橋靖

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(6)
P425-431

200912 過去35年間の当院小児科におけ
る腎生検症例の動向

10 吉尾博之 ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞの新生
児の診かた(南山
堂)

改訂2版
173-186

200912 退院時のチェックポイント

11 吉尾博之 ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞの新生
児の診かた(南山
堂)

改訂2版
187-198

200912 退院時指導および退院後のケア

12 曽根田瞬 小児内分泌学 P.111～
114

200912 第8章内分泌救急処置 E．低カ
ルシウム血症によるけいれん

小児科学　著書
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13 曽根田瞬 ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ第1
部 2010年版 患者
さんによくわかる
薬の説明 (改訂第
13版)

P.496～
497

201001 6.内分泌・代謝 e.その他のホ
ルモン8） アログリセム

14 ○小野織江　◇吉川喜美枝　○酒井道生
□白幡聡　　滝正志
（○学外）
（◇看護部）
（□産業医科大学）

血友病家庭注射療
法指導ﾏﾆｭｱﾙ第2版

P1-56 201001 血友病家庭注射療法指導マニュ
アル第2版

15 滝正志　○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）
（◇産業医科大学）
（□学外）

血液凝固異常症全
国調査平成21年度
報告書

P1-65 201003 血液凝固異常症全国調査平成21
年度報告書

1 ○Shirahata A　○Fujisawa K　○Ishii E
○Ohta S　○Sako M　○Takahashi Y
○Taki M　○Mimaya J　○Kubota M
○Miura T　○Kitazawa J　○Kajiwara M
○Bessho F
（○学外）

J Pediatr
Hematol Oncol

31(1):27
-32

200905 A nationalwide survey of
newly diagnosed childhood
idiopathic thrombocytopenic
purpura in Japan

2 麻生健太郎　○Hickey E　○Dorostkar PC
○Chaturvedi R　○van Arsdell G
○Humpl T　○Benson LN
（○トロント小児病院　小児循環器科）

Catheter
Cardiovasc
Interv. 2009 Jun
1;73(7):933-40.

73(7):93
3-40.

200906 Outcomes of emergent cardiac
catheterization following
pediatric cardiac surgery.

3 吉尾博之　　笹本優佳 ﾈｵﾈｲﾀﾙｹｱ 22:24-29 200907 母乳育児の準備：非栄養的吸啜
とカンガルーケア

4 ○山崎哲　○山崎法子　○鈴木典子
○後藤宏実　○高山成伸　　滝正志
（○学外）

日本検査血液学会
雑誌

10(2):16
7-173

200907 第VIII因子インヒビター測定法
4法の特性比較と補正値による
評価法の検討

5 水野将徳　○近田正英　　栗原八千代
麻生健太郎　　後藤建次郎　　有馬正貴
都築慶光
（○外科学（心臓血管外科））

日本小児循環器学
会雑誌

25巻4号
P623-627

200907 外科的治療が奏効したペニシリ
ン耐性肺炎球菌による基礎疾患
のない感染性心内膜炎の1例

6 勝田友博　○齋藤昭彦
（○国立成育医療センター）

小児看護  
 200907 医療従事者に対する予防接種

7 長江千愛　　滝正志 ECHO 28(2):11
-12

200907 血管確保の困難さ

8 正木宏 周産期医学 Vol.39
No8

200908 特集　周産期医療インシデント
レポート　母乳の取り違え

9 木下明俊　　森本瑞穂 小児内科 vol. 41,
増刊号

200908 急性骨髄性白血病、小児疾患診
療のための病態生理

小児科学　誌上発表
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10 木下明俊　○宮地勇人　○滝智彦
（○学外）

日小血学誌 23:298-
302

200908 小児急性骨髄性白血病おける包
括的中央診断

11 勝田友博　　加藤達夫 救急医学 33(10)P.
1460‐
1463

200909 麻疹

12 Kinoshita A　○Tomizawa D　○Tabuchi K
（○学外）

a survey of 51
cases from the
Tokyo Children's
Cancer Study
Group. St.
Marianna Med J

37:37-43 200909 The role of allogeneic bone
marrow transplantation in
children with acute myeloid
leukmia carrying
t(8;21)(q22;q22)

13 ○Moiduddin N　　麻生健太郎
○Slorach C　○Benson LN
○Friedberg MK
（○トロント小児病院　小児循環器科）

Am J Cardiol. 104(6):8
62-7

200909 Effect of transcatheter
pulmonary valve implantation
on short-term right
ventricular function as
determined by two-
dimensional speckle tracking
strain and strain rate
imaging.

14 都築慶光　○武半優子　○熊井俊夫
○松本直樹　　水野将徳　　麻生健太郎
村野浩太郎　　山本仁　○小林真一
（○薬理学）

Life Sci 85(17-
18):609-
16

200910 Antenatal glucocorticoid
therapy increase cardiac
alpha-enolase levels in
fetus and neonate rats.

15 武藤真二　　滝正志 小児内科 41:1142-
1145

200910 ビタミンK欠乏性出血症

16 ○Karagoz T　　麻生健太郎　○Hickey E
○Chaturvedi R　○Lee KJ　○Nykanen D
○Benson L
（○トロント小児病院　小児循環器科）

Catheter
Cardiovasc Inter

74(5):75
3-61

200911 Balloon dilation of
pulmonary valve stenosis in
infants less than 3 kg: a
20-year experience.

17 ○吉川喜美枝　　滝正志
（○看護部）

ECHO 28(3):11
-12

200911 幼い患者さんへの精神的ストレ
ス

18 長江千愛　　滝正志 小児看護 32(12):1
552-1561

200911 血友病の治療；補充療法

19 麻生健太郎 JPIC letter 20巻P23-
26

200912 トロント小児病院の本格的な
Hybrid suiteについて

20 滝正志 ｸﾛｽﾊｰﾄ 0.959027
77777777
8

200912 血友病に対する補充療法の革新
―定期補充療法―

21 Yamamoto H　○Okumura A
（○学外）

Medimond L612:51-
56

200912 Neonatal Seizures as Chronic
Epilepsy

22 山本仁 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37巻417-
423

200912 てんかんの診断・治療・管理
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23 木下明俊　　近藤健介　　森本瑞穂
大山亮　　慶野大

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

第37巻第
5号397-
403

200912 これからの小児がん治療-より
良き治癒をめざしたパラダイム
シフト

24 宮本雄策　　福田美穂　　橋本修二 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37巻433-
439

200912 肢体不自由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

25 勝田友博 医療の広場  
 200900 麻疹撲滅をめざして　－MRワク
チンの重要性-、医療の広場

26 中島夏樹 保育と保健 (15)P.74
-76

200900 川崎市全公立保育園児のインフ
ルエンザワクチン接種とその罹
患について

27 中島夏樹 保育と保健 16 200900 座談会　これからの感染症対策

28 Fukuda M, et al Neuroimage 49巻
2735-
2745

201001 Cortical-gamma-oscillations
modulated by listening and
overt repetition of
syllables

29 水野将徳　○武半優子　○松本直樹
都築慶光　　麻生健太郎　○小林真一
山本仁
（○薬理学）

Circ J 74(1):17
1-80

201001 Antenatal glucocorticoid
therapy accelerates ATP
production with creatine
kinase increase in the
growth-enhanced fetal rat
heart.

30 ○山口晃史　○久野道　○荒田尚子
○入江聖子　　勝田友博　○村島温子
加藤達夫
（○学外）

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 11(1)P.6
9‐74

201001 妊婦におけるインフルエンザワ
クチンの有用性

31 中島夏樹　　武藤正之　　久保田風生
○小野木恵子　○清水晃　○田角喜美雄
○野矢淳子　○新井克彦
（○学外）

保育と保健 16(1)P.1
341‐
6758

201001 2008/2009年シーズンの川崎市
全公立保育園児のインフルエン
ザワクチン接種とその発症につ
いて

32 勝田友博　　加藤達夫 健康教室 2:8-10 201002 予防接種をうけることの意義

33 滝正志　○小島賢一　○鈴木伸明
○日笠聡　○天野景裕
（○学外）

診断と治療 98(2) 201002 インヒビター保有血友病患者の
止血管理における室温保存製剤
の意義、

34 ○Kudo K　○Hama A　○Kojima S
○Ishii R　○Morimoto A　○Bessho F
○Sunami S　○Kobayashi N
○Kinoshita A　○Okimoto Y　○Tawa A
○Tsukimoto I
（○学外）

Int J Hematol  
 201003 Mosaic Down syndrome-
associated acute myeloid
leukemia does not require
high-dose cytarabine
treatment for induction and
consolidation therapy.

35 ○吉川喜美枝　　滝正志
（○看護部）

ECHO 29(1):11
-12

201003 家庭注射を行うご家族のストレ
ス
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36 滝正志 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21年度
総括･分担研究報
告書(研究代表者:
坂田洋一)

p43-66 201003 血液凝固異常症のＱＯＬに関す
る研究

37 斉藤陽　○崎山武志
（○内科学（総合診療内科））

小児科診療 73(3)
P469-472

201003 【小児の漢方療法　エキス剤を
使いこなそう】 母子同服

38 勝田友博　○斉藤昭彦
（○国立成育医療センター）

臨床と微生物 37(3):25
5-258

201000 結合型肺炎球菌ワクチン

39 中島夏樹 小児保健研究 69
P.148-
172

201000 正しい知識で予防接種を

40 勝田友博　　中村幸嗣　　鶴岡純一郎 日本小児科学会誌
(inPress)

 
 201000 本邦の大規模小児医療施設にお
ける院内水痘発症状況

1 青木康之　　斉藤陽　　生駒雅昭
小板橋靖

日本小児科学会 200904 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

2 宮本雄策　　山本仁　　福田美穂
村上浩史　　宇田川紀子　　生駒雅昭

第112回日本小児
科学会

200904 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

3 長江千愛　　滝正志 第112回日本小児
科学会

200904 血栓性疾患（シンポジウム）：
小児の出血性・血栓性疾患

4 山下敦己　　長江千愛　　武藤真二
滝正志

第112回日本小児
科学会

200904 CVC血を用いた凝固能検査によ
りインヒビター出現が疑われた
血友病A重症型の乳児例

5 武藤真二　　長江千愛　　山下敦己
滝正志

第112回日本小児
科学会

200904 出血症状を契機に発見されたヒ
トパルボウイルスB-19感染の小
児例の検討

6 勝田友博　　中村幸嗣　　鶴岡純一郎
立山悟志　　徳竹忠臣　　土井啓司
中島夏樹　　五島敏郎　　加藤達夫

第112回日本小児
科学会

200904 小児特発性間質性肺炎の乳児例

7 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

第112回日本小児
科学会学術集会

200904 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

小児科学　学会発表
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8 勝田友博　　中村幸嗣　　鶴岡純一郎
立山悟志　　徳竹忠臣　　土井啓司
中島夏樹　　五島敏郎　　滝正志
加藤達夫

第112回日本小児
科学会

200904 小児特発性間質性肺炎の乳児例

9 橋本修二　　宮本雄策　　長江千愛
福田美穂　　宇田川紀子　　村上浩史
山本仁

第51回日本小児神
経学会

200905 1歳10カ月で発症した多発性硬
化症の一例

10 大野秀子　　伴さとみ　　大西奈月
矢島智枝子　　西坂まゆみ　　鳥飼美穂
笹本優佳

第17回神奈川県新
生児連絡会

200905 当院NICUにおけるＲＳウイルス
アウトブレイクについて

11 大野秀子　　伴さとみ　　大西奈月
矢島智枝子　　西坂まゆみ　　鳥飼美穂
笹本優佳

第17回神奈川県新
生児連絡会

200905 当院NICUにおけるＲＳウイルス
アウトブレイクについて

12 大野秀子　　伴さとみ　　大西奈月
矢島智枝子　　西坂まゆみ　　鳥飼美穂
笹本優佳

第17回神奈川県新
生児連絡会

200905 当院NICUにおけるＲＳウイルス
アウトブレイクについて

13 正木宏　　鈴木真波　　伊東祐順
吉馴亮子　　堀内勁　　吉尾博之

第17回神奈川県新
生児未熟児連絡会

200905 Babylog 8000plusにおけるﾃｽﾄﾗ
ﾝｸﾞを用いた加温加湿性能の比
較（MR730とHumicare200の比
較）

14 斉藤陽　　青木康之　　生駒雅昭
小板橋靖

日本腎臓学会 200906 IgA腎症における尿中
fractalkineの発現とその意義

15 斉藤陽　　青木康之　　生駒雅昭
小板橋靖

日本小児腎臓病学
会

200906 腎疾患における尿中
fractalkineの発現とその意義

16 Yamamoto H 10th Asian
Oceanian
Congress of
Child

200906 Neonatal seizures as chronic
epilepsy Neurology

17 滝正志 第32回日本血栓止
血学会

200906 QOLの阻害要因とその対策：
（シンポジウム）

18 武藤真二　　長江千愛　　慶野大
庄司朋子　　山下敦己　　曽根田瞬
滝正志

第32回日本血栓止
血学会

200906 小児DICに対する遺伝子組換え
ヒトトロンボモジュリン製剤の
使用経験

19 ○橘川薫　○竹谷英之　　滝正志
（○学外）

第32回日本血栓止
血学会

200906 日本小児血液学会血友病委員
会：乳幼児重症型血友病に対す
る定期補充療法研究における関
節症の画像評価（第一報）
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20 ○天野景裕　　滝正志　○家子正裕
○山崎雅英　○岡敏明　◇白幡聡
○高田昇　○高松純樹　○竹谷英之
□田中一郎　○花房秀次　○日笠聡
○福武勝幸　○藤井輝久　○松下正
○三間屋純一　○三室淳　○吉岡章
（○学外）
（◇産業医科大学）
（□外科学（消化器・一般外科））

第32回日本血栓止
血学会

200906 後天性血友病Ａの診断ガイドラ
イン案

21 ○松下正　○酒井道生　○藤井輝久
○家子正裕　○新谷憲治　○山崎雅英
○天野景裕　　滝正志　○岡敏明
◇白幡聡　○高田昇　○高松純樹
○竹谷英之　○花房秀次　○日笠聡
○福武勝幸　□田中一郎　○三間屋純一
○三室淳　○吉岡章　○嶋緑倫
（○学外）
（◇産業医科大学）
（□外科学（消化器・一般外科））

第32回日本血栓止
血学会

200906 後天性血友病Ａの止血療法ガイ
ドライン（案）

22 ○日笠聡　○新谷憲治　○花房秀次
○毛利博　○天野景裕　○岡敏明
○酒井道生　◇白幡聡　○高田昇
○高松純樹　　滝正志　○竹谷英之
□田中一郎　○福武勝幸　○藤井輝久
○松下正　○三間屋純一　○三室淳
○吉岡章　○嶋緑倫
（○学外）
（◇産業医科大学）
（□外科学（消化器・一般外科））

第32回日本血栓止
血学会

200906 後天性血友病Ａの免疫抑制療法
ガイドライン案

23 ○川瀬弘一　○北川博昭　○佐藤英章
○長江秀樹　○青葉剛史　　栗原八千代
土井啓司　　滝正志　◇榊原陽太郎
◇田口芳雄
（○外科学（小児外科））
（◇脳神経外科学）

第23回日本小児救
急医学会

200906 ビタミンＫ欠乏性出血症による
頭蓋内出血を契機に診断された
先天性胆道拡張症の一例

24 滝正志 第5回阪神ﾍﾓﾌｨﾘｱ
研究会

200906 「特別講演」血友病治療の現況
と今後の展望

25 滝正志 第8回ﾍﾓﾌｨﾘｱｹｱﾅｰｽ
ｾﾐﾅｰ

200906 「教育講演」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製剤
補充療法のガイドライン

26 滝正志 第8回ﾍﾓﾌｨﾘｱｹｱﾅｰｽ
ｾﾐﾅｰ

200906 「meet the expert」定期補充
療法

27 都築慶光　　麻生健太郎　　栗原八千代
後藤建次郎　　有馬正貴　　水野将徳
○武半優子　○小林真一
（○薬理学）

5th world
congress of
pediatric
cardiology and
pediatric
surgery

200906 Identification of molecular
target proteins related to
cardiac function in fetal
rat tissues after antenatal
glucocorticoid
administration using a
proteomics approach
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28 水野将徳　　麻生健太郎　　都築慶光
後藤建次郎　　栗原八千代　　有馬正貴
○武半優子　　小板橋靖
（○薬理学）

5th world
congress of
pediatric
cardiology and
pediatric
surgery

200906 Creatine Kinase Increase was
Identified in Cardiac Tissue
in Enhanced Maturation by
Perinatal Glucoocrticoid
Therapy on Fetal and Neonate
Rats

29 笹本優佳　　矢島智枝子　　西坂まゆみ
大野秀子　　鳥飼美穂

第45回日本周産期
新生児学会

200907 NICUにおける治療拒否2症例の
検討

30 笹本優佳　　矢島智枝子　　西坂まゆみ
大野秀子　　鳥飼美穂

第45回日本周産期
新生児学会

200907 NICUにおける治療拒否2症例の
検討

31 笹本優佳　　矢島智枝子　　西坂まゆみ
大野秀子　　鳥飼美穂

第45回日本周産期
新生児学会

200907 NICUにおける治療拒否2症例の
検討

32 麻生健太郎　○Hickey E　○Benson LN
（○トロント小児病院　小児循環器科）

日本小児循環器学
会

200907 Early results of
percutaneous pulmonary valve
implantation in patients
with previously implanted
bioprosthetic valves

33 Yamamoto H 28th
International
Epilepsy
Congress
Workshop

200907 Neonatal
seizures/Application of
guidelines

34 山本仁　　村上浩史　　宇田川紀子
宮本雄策　　新井奈津子　　福田美穂
橋本修二

第64回神奈川てん
かん懇話会

200907 新生児期からみられる悪性てん
かんおよびてんかん症候群につ
いて

35 山本寿子　　宮本雄策　　橋本修二
福田美穂　　新井奈津子　　宇田川紀子
村上浩史　　生駒雅昭　　山本仁

第44回神奈川小児
神経懇話会

200907 MRI拡散強調で片側性の異常を
認めた二相性脳症の1例

36 滝正志 北里大学病院小児
科教育ｾﾐﾅｰ

200907 楽しい血液凝固学入門

37 ○鈴木典子　○山崎法子　○山崎哲
○高山成伸　　滝正志
（○学外）

第10回日本検査血
液学会

200907 血漿のフィルター処理に関する
検討

38 ○山崎哲　○後藤宏実　○鈴木典子
○高山成伸　○山下敦己　　滝正志
（○学外）

第10回日本検査血
液学会

200907 13種のAPTT試薬の比較―ヘパリ
ン感受性についてー

39 M Taki Advate PASS/PAIR
investigator
meeting.

200907 Japanese Advate PASS interim
results.
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40 M,Taki　○K.Fukutake　○H.Hanabusa
○J.Takamatsu　○M.Shima
（○学外）

XXIIth Congress
of ISTH

200907 G. Advate Pass Study: Post
autholization safety
surveillance (PASS) program
of antihemophilic factor
(recomninant),
plasma/albumin-free method
(RAHF-PFM) for Japanese
hemophilia A patients.

41 ○T. Matsushita　○K. Amano　○M. Taki
○T. Oka　○M. Sakai　○A. Shirahata
○N. Takata　○J. Takamatsu
○H. Takedani　○H. Hanabusa
○S. Higasa　○K. Fukutake　○T. Fujii
○I. Tanaka　○J. Mimaya
○A. Yoshioka　○M. Shima
（○学外）

XXIIth Congress
of ISTH

200907 The Japanese guideline for
the practical replacement
therapy for acute bleeding
and surgical prophylaxis in
hemophilia without
inhibitors.

42 Yamashita A　　Nagae C　　Muto S
Asahara M　　Morimoto M　　Kondo K
Kinoshita A　○Yamazaki S
○Takayama S　　Taki M
（○学外）

XXIIth Congress
of ISTH

200907 Effects of L-asparaginase
therapy on thrombin
generation in children with
acute leukemia.

43 S. Muto　　C. Nagae　　T. Shoji
○A. Yamashita　○J. Hiramoto
○S. Yamazaki　　M. Taki
（○学外）

XXIIth Congress
of ISTH

200907 Case of an infant with a
severe hemophilia A
diagnosed due to the
development of spinal
epidural hematoma.

44 ○I. Tanaka　○K. Amano　○M. Taki
○T. Oka　○M. Sakai　○A. Shirahata
○N. Takata　○J. Takamatsu
○H. Takedani　○H. Hanabusa
○S. Higasa　○K. Fukutake　○T. Fujii
○T. Matsushita　○J. Mimaya
○A. Yoshioka　○M. Shima
（○学外）

XXIIth Congress
of ISTH

200907 The Japanese guideline for
the hemostatic therapy of
patients with congenital
hemophilia and inhibitors.

45 鈴木真波　　小林憲昭　　依田卓
堀内勁

第45回日本周産期
新生児学会

200907 実験的新生児仮死に対するエダ
ラボンの効果について

46 正木宏　　鈴木真波　　伊東祐順
吉馴亮子　　吉尾博之

第45回日本周産
期･新生児医学会

200900 簡易血糖測定器(StatStrip)の
性能評価に関する検討

47 正木宏　　鈴木真波　　伊東祐順
吉馴亮子　　吉尾博之

第45回日本周産
期･新生児医学会

200900 幼若ラット肺動脈のバゾプレッ
シンに対する反応性の検討

48 鈴木真波　　伊東祐順　　吉馴亮子
正木宏　　吉尾博之

第45回日本周産
期･新生児医学会

200900 実験的新生児仮死に対するエダ
ラボンの効果について

49 正木宏　　鈴木真波　　伊東祐順
吉馴亮子　　吉尾博之

第45回日本周産
期･新生児医学会

200900 巨大な間質性肺気腫(PIE)が塩
酸ｱﾝﾌﾟﾛｷｿｰﾙ内服等の保存的治
療で消散した１例
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50 曽根田瞬　　三宅哲雄　　小野朋洋 第22回小児成長研
究会

200907 14歳を過ぎてから急激に肥満が
進行し診断に至ったPrader-
Willi症候群の1例

51 水野将徳　○武半優子　　麻生健太郎
都築慶光　　有馬正貴　　後藤建次郎
栗原八千代　　村野浩太郎　○小林真一
（○薬理学）

日本小児循環器学
会

200907 出生前グルココルチコイド投与
による胎仔および新生仔ラット
心筋のクレアチンキナーゼの
増加

52 曽根田瞬 第8回川崎市こど
も健康ﾌｫｰﾗﾑ

200908 ＳＧＡ性低身長症について
～こどもをメタボリックシンド
ロームから守るために～

53 鶴岡純一郎　　中村幸嗣　　勝田友博
本庄綾子　　立山悟志　　長岡千春
徳竹忠臣　　有本寛　　加久浩文
中島夏樹　　五島敏郎　　加藤達夫

第13回日本ﾜｸﾁﾝ学
会

200909 Hibワクチン導入後の保護者の
意識調査

54 宮本雄策　　山本寿子　　橋本修二
福田美穂　　新井奈津子　　宇田川紀子
村上浩史　　生駒雅昭　　山本仁

第51回日本小児神
経学会関東地方会

200909 二相性の経過をとり頭部MRI 拡
散強調画像にて片側性の異常を
認めた1歳男児

55 後藤建次郎 第5回神奈川小児
循環器研究会

200909 乳幼児期に急激に発症した増帽
弁閉鎮不全症の3例

56 ○吉岡まき　○中澤龍斗　○宮野佐哲
○力石辰也　　斉藤陽　　生駒雅昭
◇島秀樹　◇北川博昭
（○泌尿器科学）
（◇外科学（小児外科））

日本小児泌尿器科
学会

200909 出生前診断による泌尿器科疾患
の検討

57 水野将徳　　正木宏　　吉馴亮子
伊東祐順　　武藤真二　　鈴木真波
吉尾博之

第8回神奈川新生
児研究会

200910 FPIES(Food Protein Induced
Enterocolitis Syndrome)が疑
われた１例

58 斉藤陽　　生駒雅昭 日本腎臓学会東部
学術大会

200910 び慢性メサンギウム増殖を伴っ
た巣状分節状糸球体硬化症の一
小児例

59 宮本雄策　　山本寿子　　橋本修二
福田美穂　　新井奈津子　　宇田川紀子
村上浩史　　山本仁

第43回日本てんか
ん学会

200910 成人期に発作の再発を認め発作
間歇期脳波でT1T2電極にてんか
ん発射を認めた局在関連てんか
んの2例

60 山下敦己　　長江千愛　　庄司朋子
武藤真二　○奥瀬千晃　　滝正志
（○内科学（消化器・肝臓内科））

第71回日本血液学
会

200910 貧血と鉄剤治療による肝機能障
害を交互に繰り返した原発性硬
化性胆管炎の小児例

61 曽根田瞬　　三宅哲雄　　小野朋洋 第43回日本小児内
分泌学会

200910 未診断のバセドウ病妊婦より出
生しマススクリーニングを契機
に発見された中枢性甲状腺機能
低下症の2 例
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62 麻生健太郎　○Moiduddin N　○Slorach C
○Benson LN　○Friedberg MK
（○トロント小児病院　小児循環器科）

日本小児循環動態
研究会

200910 Effect of transcatheter
pulmonary valve implantation
on short-term right
ventricular function as
determined by two-
dimensional speckle tracking
strain and strain rate
imaging.

63 ○立浪忍　◇三間屋純一　□白幡聡
◇竹谷英之　◇牧野健一郎　　滝正志
（○医学統計学）
（◇学外）
（□産業医科大学）

第71回日本血液学
会

200910 血液凝固異常症のQOLに関する
調査における自由記載欄の解析

64 滝正志 東海ﾍﾓﾌｨﾘｱ･ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ2009

200910 （特別講演）血友病の日常診療
における留意点―血液凝固異常
症QOL調査から見えてきたも
のー

65 矢島智枝子　　大野秀子　　笹本優佳 第8回神奈川県新
生児連絡会

200910 喉頭気管食道裂を伴ったMD双胎
超低出生体重児の1例

66 矢島智枝子　　大野秀子　　笹本優佳 第8回神奈川県新
生児連絡会

200910 喉頭気管食道裂を伴ったMD双胎
超低出生体重児の1例

67 矢島智枝子　　大野秀子　　笹本優佳 第8回神奈川県新
生児連絡会

200910 喉頭気管食道裂を伴ったMD双胎
超低出生体重児の1例

68 吉馴亮子　　鈴木真波　　伊東祐順
正木宏　　吉尾博之

第54回日本未熟児
新生児学会

200900 新生児におけるイオン化マグネ
シウムの異常値に関する検討

69 正木宏　　鈴木真波　　伊東祐順
吉馴亮子　　吉尾博之

第54回日本未熟児
新生児学会

200911 新生児におけるイオン化マグネ
シウムとイオン化カルシウムの
関係性に関する検討

70 伊東祐順　　鈴木真波　　吉馴亮子
正木宏　　吉尾博之

第54回日本未熟児
新生児学会

200900 イオン化マグネシウムの経時的
モニタリングが行えた　母体由
来高マグネシウム血症を呈した
双胎例

71 鈴木真波　　伊東祐順　　吉馴亮子
正木宏　　吉尾博之

第54回日本未熟児
新生児学会

200911 母体に塩酸リトドリンと塩酸マ
グネシウム投与により高カリウ
ム血症をきたした２症例

72 鈴木真波　　吉尾博之　　正木宏
吉馴亮子　　伊東祐順

第54回日本未熟児
新生児学会

200911 母体に塩酸リトドリンと硫酸マ
グネシウム投与により高カリウ
ム血症をきたした2症例

73 笹本優佳　　矢島智枝子　　大野秀子 第54回日本未熟児
新生児学会

200911 NICUでの治療拒否症例のその後
について

74 笹本優佳　　矢島智枝子　　大野秀子 第54回日本未熟児
新生児学会

200911 NICUでの治療拒否症例のその後
について
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75 森本瑞穂　　近藤健介　　慶野大
大山亮　　木下明俊

第51回日本小児血
液学会

200900 健常小児ドナーからの造血幹細
胞採取に関する倫理指針に従っ
て同意取得を行った骨髄移植3
例の経験

76 ○浜野志穂　○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　　慶野大
（○外科学（小児外科））

第25回小児がん学
会

200911 急性腹症で発見された両側性
Wilms腫瘍の1例

77 ○松本貴絵　○各務綾希子　○下田香織
○田中美穂　○南由加里　○八巻千明
○佐野政子　○星野薫　◇縄井一美
○岡本佐和子　　森本瑞穂　　近藤健介
木下明俊
（○看護部）
（◇神経精神科）

第7回日本小児が
ん看護学会

200911 小児がん患者の保護者医療ス
タッフ間交換ノートの有用性お
よび問題点：過去6年間の運用
経験をふまえて

78 慶野大　　近藤健介　　大山亮
森本瑞穂　　木下明俊

第51回日本小児血
液学会

200911 L-asparaginase による急性膵
炎を発症した小児急性リンパ性
白血病の5例

79 笹本優佳　　矢島智枝子　　大野秀子 第54回日本未熟児
新生児学会

200911 NICUでの治療拒否症例のその後
について

80 斉藤陽　○崎山武志
（○内科学（総合診療内科））

日本小児東洋医学
会

200911 母子同服例の検討

81 山本仁 第16回横須賀･三
浦小児科医会特別
講演

200911 小児科領域でよくみられる

82 曽根田瞬 Henning Andersen
Education
Program 2009

200911 A case of Antley-Bixler
syndrome associated with
adrenal insufficiency

83 中村幸嗣　　鶴岡純一郎　　立山悟志
勝田友博　　徳竹忠臣　　中島夏樹
五島敏郎　○大楠清文　　加藤達夫
（○学外）

第41回日本小児感
染症学会

200911 遺伝子解析によって診断された
Campylobacter fetus subsp.
fetus による髄膜炎・脳膿瘍の
1例

84 滝正志 第14回新潟ﾍﾓﾌｨﾘｱ
ｾﾐﾅｰ

200911 （特別講演）血友病の診療の基
礎講：血友病と初めて診断され
たとき患者・家族、医療者はど
うしたらよいのか

85 滝正志 長野血友病ﾌｫｰﾗﾑ
2009

200911 （特別講演）血友病の在宅自己
注射療法・定期補充療法の実践
とその留意点

86 S.Tatsunami　　T.Ueno　　R.Kuwabara
J.Mimaya　　A. Shirahata　　M. Taki

欧州ｴｲｽﾞ学会議
(EACS)

200911 Estimation of benefits from
interferon therapy among
HIV-positive hemophiliacs
coinfeceted with HCV.
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87 滝正志 第51回日本小児血
液学会

200911 「ランチョンセミナー」小児血
友病患者のＱＯＬを考える

88 武藤真二　　長江千愛　　山下敦己
庄司朋子　　慶野大　　近藤健介
木下明俊　○北川博昭　　滝正志
（○外科学（小児外科））

第51回日本小児血
液学会

200911 貧血あるいは血小板減少を契機
に診断されたHelicobactor
pylori感染の小児例の検討

89 庄司朋子　　長江千愛　　山下敦己
武藤真二　　木下明俊　　滝正志

第51回日本小児血
液学会

200911 Von Willebrand病type 2A様の
病態を伴った本態性血小板血症
の1男児例

90 山下敦己　　長江千愛　　庄司朋子
○武藤真二　　青葉剛史　　長江秀樹
濱野志穂　○古田繁行　○島秀樹
○脇坂宗親　○北川博昭
（○外科学（小児外科））

第51回日本小児血
液学会

200911 乳幼児の重症型血友病患者に対
する中心静脈カテーテル
(CVADs)の使用経験

91 ○立浪忍　○桑原理恵　　浅原美恵子
◇三間屋純一　□白幡聡　　滝正志
（○医学統計学）
（◇学外）
（□産業医科大学）

第23回日本ｴｲｽﾞ学
会

200911 HIV感染血液凝固異常症におけ
るインターフェロンによる治療
状況

92 正木宏　　鈴木真波　　伊東祐順
吉馴亮子　　吉尾博之

第54回日本未熟児
新生児学会

200911 Babylog 8000plusにおけるﾃｽﾄﾗ
ﾝｸﾞを用いた加温加湿性能の比
較（MR730とHumicare200の比
較）

93 滝正志 第3回若手臨床血
液学ｾﾐﾅｰ

200911 血友病

94 Fukuda M, et al 63th American
Epilepsy
Congress

200912 Cortical gamma-oscillations

95 勝田友博 The 8th east
asian conference
on infection
control and
prevention(EACIC
)

200900 Bed Control Simulation　for
Varicella Based on Patient’
s Immune　Status and　Ｐａｓ
ｔ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｈｉｓｔ
ｏｒｙ

96 山本寿子　　橋本修二　　福田美穂
新井奈津子　　宮本雄策　　宇田川紀子
村上浩史　　山本仁

第45回神奈川小児
神経懇話会

201001 赤痢に続発し頭部MRIにて脳梁
膨大部病変を認めた急性脳症の
一例

97 吉尾博之 神奈川県助産師会 201001 新生児を診る

98 吉尾博之 神奈川県新生児講
習会

201002 母乳の免疫学的側面の最近の話
題

99 滝正志 第1回北関東ﾍﾓﾌｨﾘ
ｱ研究会

201002 （特別講演）血友病患者に対す
る定期補充療法の実践とその留
意点
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100 山下敦己　　庄司朋子　　武藤真二
長江千愛　　滝正志

第61回神奈川血液
研究会

201002 Helicobacter pylori感染の関
連が示唆された特発性血小板減
少性紫斑病の小児例

101 麻生健太郎　　水野将徳　　都築慶光
後藤建次郎　○小林泰之
（○放射線医学）

第5回神奈川県川
崎病研究会

201002 川崎病患者に対する心臓MRIを
用いた総合的な心臓評価　－
Tagging法　Cine MRI、大動脈
Strain解析を加えた新プロト
コール導入について-

102 後藤建次郎　　水野将徳　　都築慶光
有馬正貴　　麻生健太郎　　栗原八千代

第5回神奈川県川
崎病研究会

201002 Z-scoreを用いた川崎病冠動脈
内径の検討

103 水野将徳　　正木宏　　吉馴亮子
伊東祐順　　武藤真二　　鈴木真波
吉尾博之

日本小児科学会神
奈川地方会

201002 FPIES(Food Protein Induced
Enterocolitis Syndrome)の１
例

104 正木宏 24th Fetal and
Neonatal
Physiology
Workshp of
Australia & New
Zealand

201003 How do arteries contract to
arginine vasopressin (AVP) -
--comparison between
pulmonary and iliac/femoral
arteries in juvenile and
adult rats

105 正木宏 PSANZ 14th
Annual Congress

201003 How do arteries contract to
arginine vasopressin (AVP) -
--comparison between
pulmonary and iliac/femoral
arteries in juvenile and
adult rats

106 木下明俊 Int J Hematol. 201003 Mosaic Down syndrome-
associated acute myeloid
leukemia does not require
high-dose cytarabine
treatment for induction and
consolidation therapy.

107 橋本修二　　山本寿子　　福田美穂
新井奈津子　　宮本雄策　　宇田川紀子
村上浩史　　山本仁

第52回日本小児神
経学会関東地方会

201003 抗てんかん薬内服終了後に症状
が出現し、心因反応との鑑別が
困難であった発作性運動誘発性
舞踏アテトーゼの一例

108 三宅哲雄　　曽根田瞬　　小野朋洋 第19回神奈川小児
内分泌懇話会

201003 新生児黄疸を契機に診断された
腎性尿崩症の1例

109 三宅哲雄　　栗原八千代　　鶴岡純一郎
橋本修二　　山下敦己　　宮地悠輔
滝正志

第303回日本小児
科学会神奈川地方
会

201003 頭蓋内病変を契機に診断された
肺吸虫症の一例
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1 宮島伸宜　　須田直史　　民上真也
片桐秀元　　大坪毅人

Digestiv Surgery
NOW No.5  直腸･
肛門外科手術 標
準手術とｽﾃｯﾌﾟｱｯ
ﾌﾟ手術 株式会社ﾒ
ｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

P112～
121

200904 経肛門的直腸腫瘍摘出術

2 大坪毅人 MEDECAL TORCH 外
科医のための現場
と症例 (株)ﾌｫﾚｽﾄ
ﾌﾟﾘﾝｺﾑ

1(5)P32
～33

200906 Ｋａｌｅｉｄｏｓｃｐｐｅ Ａ
ＴＯＭ日本上陸－本格的外傷外
科学トレーニングコースの導入
－

1 四万村司　　小林慎二郎　　陣内祐二
櫻井丈　　戸部直孝　　牧角良二
須田直史　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

日本臨床外科学会
雑誌

70(5)127
6～1279

200905 急性虫垂炎における腹腔鏡下虫
垂切除術と開腹虫垂切除術との
比較検討

2 宮崎賢澄　○辻本文雄　　小泉哲
◇太田智行　□五十嵐岳　○旗野誠二
○信岡祐彦　　大坪毅人
（○臨床検査医学）
（◇放射線医学）
（□内科学（消化器・肝臓内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3/4)P
239～247

200908 超音波検査の肝内盲点域の明確
化：造影ヘリカルＣＴと超音波
検査を比較対照した肝嚢胞検出
率の検討

3 ○五十嵐岳　◇辻本文雄　○松本伸行
宮崎賢澄　□小池淳樹　△岡村隆徳
△桜井正児　○岡本賢　○池田裕喜
○高橋秀明　○松永光太郎　○片倉芳樹
○奥瀬千晃　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　□高木正之　▽中島康雄
◇信岡祐彦　　大坪毅人　○鈴木通博
○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇臨床検査医学）
（□診断病理学）
（△臨床検査部）
（▽放射線医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3/4)P
203～211

200908 Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｒａｄｉａ
ｔｉｏｎ Ｆｏｒｃｅ Ｉｍｐｕ
ｌｓｅ（ＡＲＦＩ）を用いた非
侵撃的肝線維化測定法ならびに
有用性の検討

4 朝倉武士　　佐々木貴浩　　榎本武治
小林慎二郎　　小泉哲　○渡邊泰治
中野浩　　大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

日本外科感染症学
会雑誌

6(6)P601
～603

200912 膵頭十二指腸切除における術前
栄養評価と術後手術部位感染の
検討

5 ○野田顕義　　四万村司　　中野浩
○高橋正知　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5)P35
1～358

200910 癌性疼痛に対する客観的評価の
可能性について

6 櫻井丈　　畑地慶三　　宮崎賢澄
牧角良二　　瀬上航平　　諏訪敏之
小林慎二郎　　四万村司　　月川賢
宮島伸宜　　大坪毅人

消化器科 49(3)P30
1～304

200909 直腸癌同時性肝転移に対する1
期的肝切除-開腹牽引開創器を
用いた肝切除創からの前方切除
術-

外科学（消化器・一般外科）　著書

外科学（消化器・一般外科）　誌上発表
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7 櫻井丈　○野田顕義　　瀬上航平
佐々木貴浩　　諏訪敏之　　小林慎二郎
四万村司　　牧角良二　　宮島伸宜
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

日本腹部救急医学
会雑誌

30(1)P13
～16

201001 術前血清アルブミン濃度と消化
管穿孔術後のＳＳＩ発生と相関

8 中野浩　○小池淳樹　　大坪毅人
（○診断病理学）

大腸癌ﾌﾛﾝﾃｨｱ 3(1)P58
～64

201003 術前化学療法後肝障害の組織学
的検討

9 瀬上航平　　櫻井丈　○野田顕義
諏訪敏之　　榎本武治　　小林慎二郎
牧角良二　　月川賢　　山田恭司
宮島伸宜　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

癌と化学療法 36(4)P66
7～670

200904 直腸癌術後多発リンパ節再発に
対してRoswll Park Memorial
Institute（RPMI）療法が奏功
した1例

10 佐々木貴浩　　小林慎二郎　　小泉哲
○渡邊泰治　　中野浩　　大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

日本外科系連合学
会誌

70(5)P14
65～1470

200905 ＣＡ19-9異常高値を認めた胆石
症・総胆管結石の1例

11 上原悠也　　櫻井丈　　牧角良二
片桐秀元　○野田顕義　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

手術 63(7)P10
93-1106

200907 直腸脱に対して腹腔鏡下直腸固
定術を施行した1例

12 ○新谷亮　　櫻井丈　　亀井奈津子
吉田有徳　　瀬上航平　　三浦和裕
四万村司　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人
（○臨床研修センター）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(2)P14
7-150

200904 中年男性の非肥満者に発生した
白線ヘルニアの1例

13 諏訪敏之　　櫻井丈　　瀬上航平
榎本武治　　小林慎二郎　○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）

肝胆膵 59(1)P14
7-150

200907 閉塞性黄疸をきたした肝嚢胞に
対してエタノール注入療法が有
効であった1例

14 松森智子　　小林慎二郎　　四万村司
須田直史　　月川賢　　大坪毅人

日本臨床外科学会
雑誌

71(11)P3
380-3383

200911 Ｓ状結腸憩室炎による結腸膣瘻
の1例

15 瀬上航平　　小林慎二郎　　根岸宏行
佐々木貴浩　　櫻井丈　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人

日本膵臓学会誌 24(6)P72
6-730

200906 膵管出血を認めた破骨細胞型退
形成型膵管癌の1例

16 大島隆一　○湊栄治　　櫻井丈
◇吉田和彦　○嶋田久　　大坪毅人
（○島田総合病院外科）
（◇東京慈恵会医科大学付属青戸病院外
科）

日本臨床外科学会
雑誌

71(3)P83
9-843

201003 Ｓ状結腸腸間膜裂孔ヘルニア

17 三浦和裕　○小野裕國　○遠藤仁
○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　○幕内晴朗
（○外科学（心臓血管外科））

胸部外科 62(10)P8
85-887

200910 Octreotide adetateが著効した
胸部大動脈瘤術後の難治性乳び
胸

- 183 -



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 田中一郎　　田中圭一　　畑地慶三
伊藤弘昭　　根岸宏行　　諏訪敏之
榎本武治　　大坪毅人

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 腹腔鏡補助下噴門側胃切除術に
おける食道胃吻合-経腹的アン
ビル挿入法と経口用アンビル
（EEAOｒVｉｌ）の比較-

2 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（乳腺・内分泌外科））

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 Type twist method：腹腔鏡を
使った前方切除の際、直腸間膜
切離から直腸切離までの骨盤内
操作の工程をより安易、安全に
する方法

3 小林慎二郎　　大坪毅人　　小泉哲
○有泉俊一　○高橋豊　○山本雅一
（○東京女子医科大学消化器外科）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 1200例の腹部血管造影検査所見
を用いた肝動脈分岐形態の臨床
的新分類

4 朝倉武士　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
小泉哲　○渡邉泰治　　中野浩　　月川賢
大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 Ｓ状結腸軸捻転症に対するＳ状
結腸間膜形成術の工夫および術
後長期経過について

5 小泉哲　　嶋田仁　　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
（○浜松町第一クリニック横浜院）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 開腹法の違いにより術後創痛の
差異に関する検討（逆Ｔ字切開
ＶＳ両側助弓下切開）

6 櫻井丈　　牧角良二　　四万村司
吉田有徳　　根岸宏行　　亀井奈津子
瀬上航平　　嶋田仁　○野田顕義
三浦和裕　　片桐秀元　　諏訪敏之
小林慎二郎　　榎本武治　　陣内祐二
小泉哲　　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））

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 大腸癌における腫瘍マーカー～
血清ｐ53抗体の有用性～

7 畑地慶三　○渡邉泰治　　小林博通
佐々木貴浩　　小林慎二郎　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 肝虚血再灌流障害（ＩＲＩ）に
おける選択的ＣａＭ＋/ＣａＭ
阻害薬の効果

8 嶋田仁　　小泉哲　○野田顕義
根岸宏行　　朝倉武士　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 虫垂炎の開腹法を見直す～交叉
切開と傍腹直筋切開/創痛の観
点から～

9 大坪毅人 第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 司会：ハイブリットポスター
（135）「肝臓（肝がんの外科
治療2）」

10 宮島伸宜 第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 司会：ハイブリットポスター
（197）「大腸癌（手術4）」

11 亀井奈津子　　朝野隆之　　石井将光
瀬上航平　　上原悠也　　諏訪敏之
小林慎二郎　　小泉哲　　朝倉武士
大坪毅人

第7回日本ﾍﾙﾆｱ学
会学術集会

200904 鼠径ヘルニアにおける術前ＣＴ
検査の有用性に関する検討

外科学（消化器・一般外科）　学会発表
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12 小林慎二郎　○矢川陽介　○野口岳春
櫻井丈　　大坪毅人　○大橋正樹
（○筑波胃腸病院）

第77回日本消化器
内視鏡学会総会

200905 スクリーニングの内視鏡検査で
発見された十二指腸水平脚早期
（ｍ）癌の1例

13 小林慎二郎　　根岸宏行　　佐々木貴浩
小泉哲　○渡邉泰治　　朝倉武士
中野浩　◇小池淳樹　　大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）
（◇診断病理学）

第45回日本肝臓学
会総会

200906 自然破裂し発見された肉腫様変
化を伴う肝原発未分化癌の1例

14 朝倉武士　　伊藤弘昭　　三浦和裕
佐々木貴浩　　小林慎二郎　　小泉哲
中野浩　　大坪毅人

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 教室における膵腸吻合の工夫と
膵液瘻の現状

15 小泉哲　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 手術適応の診断に難渋した肝細
胞癌胃壁内転移の1例

16 小林慎二郎　　根岸宏行　　佐々木貴浩
櫻井丈　　小泉哲　○渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　◇小池淳樹
大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）
（◇診断病理学）

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 嚢胞性腫瘍の形態を示したこと
で転移とも考えられた尿膜管癌
を合併したＩＰＭＮの1例

17 小林慎二郎　　小泉哲　　佐々木貴浩
櫻井丈　○渡邉泰治　　朝倉武士
中野浩　◇有泉泰　◇小池淳樹
大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）
（◇診断病理学）

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 硬化性胆管炎の3手術例

18 佐々木貴浩　　小林慎二郎　　根岸宏行
松森智子　　三浦和裕　　小泉哲
○渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 胆嚢原発小細胞癌の1例

19 大坪毅人 第21回日本肝胆膵
外科学会･学術集
会

200906 司会：ミニシンポジウム　肝予
備能の評価

20 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
小泉哲　　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34回日本外科連
合学会学術集会

200906 人工肛門閉鎖術における皮膚環
状縫合の有用性

21 瀬上航平　　櫻井丈　　伊藤弘昭
○野田顕義　　四万村司　　牧角良二
月川賢　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第34回日本外科連
合学会学術集会

200906 半月状線ヘルニアに外鼠径ヘル
ニアと腹壁瘢痕ヘルニアが併存
した1例

22 田中圭一　　田中一郎　○上里忠英
○今井健　　根岸宏行　　松森智子
嶋田仁　　諏訪敏之　　大坪毅人
（○臨床研修センター）

第34回日本外科連
合学会学術集会

200906 超高齢者（85歳以上）における
胃癌手術症例の検討
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23 大島隆一　○湊栄治　　片山真史
櫻井丈　○吉田和彦　○嶋田久
（○嶋田総合病院外科）

第34回日本外科連
合学会学術集会

200906 内視鏡検査にて診断、治療し得
た大腸アニサキスの2例

24 ○野田顕義　　牧角良二　　根岸宏行
陣内祐二　　戸部直孝　　櫻井丈
四万村司　　月川賢　◇干川正之
□小池淳樹　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇病理学）
（□診断病理学）

第34回日本外科連
合学会学術集会

200906 壁外性発育を示した巨大GISTの
1例

25 根岸宏行　　小林慎二郎　　佐々木貴浩
櫻井丈　　小泉哲　○渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

第34回日本外科連
合学会学術集会

200906 術前画像で確定診断し得た
Gross Ｂ型遊走胆嚢の1例

26 ○岩重玲子　　櫻井丈　◇野田顕義
西尾乾司　　四万村司　□吉松美佐子
□小川普久　□滝澤謙治　　月川賢
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□放射線医学）

第34回日本外科連
合学会学術集会

200906 傍大動脈リンパ節転移が大動脈
と近位空腸にそれぞれ直接浸潤
し、大量吐血をきたした1例

27 木村正之 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 特別講演座長：当番世話人

28 田中一郎 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 世話人

29 小森山広幸 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 世話人

30 山田恭司 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 世話人

31 月川賢 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 世話人

32 宮島伸宜 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 世話人
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33 四万村司 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 事務局

34 大坪毅人 6th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200906 代表世話人7

35 中野浩　○Elie Housseau
○Edpard Rssso
○Philippe Bachellier
○Daniel Jaeck　　大坪毅人
（○ルイパスツール大学肝胆膵外科）

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 切除不能の同時性両葉多発大腸
癌肝転移に対するTwo-Stage
Hepatectomy

36 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64回日本消化器
外科学会総会

200907 腹腔鏡下直腸切除術における縫
合不全を起こさない切離，吻合
の工夫

37 四万村司　　陣内祐二　○野田顕義
櫻井丈　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 当科における緩和ケアの現状と
展望

38 牧角良二　　戸部直孝　　陣内祐二
吉田有徳　　西尾乾司　○野田顕義
櫻井丈　　四万村司　　月川賢
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 進行・再発消化器癌患者におけ
る消化管閉塞に対する酢酸オク
トレオチドの有用性の検討

39 櫻井丈　　中野浩　　三浦和裕
諏訪敏之　　新井達広　　小林慎二郎
四万村司　　牧角良二　　宮島伸宜
大坪毅人

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 進行再発大腸癌化学療法
（FOLFIRI，FOLFOX）のSplenic
Volume Increaseについての検
討

40 諏訪敏之　　田中圭一　　吉田有徳
瀬上航平　　嶋田仁　　榎本武治
小林慎二郎　　櫻井丈　　田中一郎
大坪毅人

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 ネフレーゼ症候群を合併した胃
癌の1手術例

41 小泉哲　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 ＭＤＣＴより作成したＭＲＩ画
像による肝細胞癌の術前腫瘍肉
眼分類診断

42 小林慎二郎　　小泉哲　　佐々木貴浩
櫻井丈　○渡邉泰治　　朝倉武士
大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 肝門部における胆管合流形態と
門脈分岐の関係についての検討
－グリソン一括処理の妥当性－

43 三浦和裕　　小泉哲　　伊藤弘昭
松森智子　　嶋田仁　　佐々木貴浩
小林慎二郎　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 精神疾患を背景とした盲腸軸捻
転症の1例
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44 上原悠也　　小林慎二郎　　佐々木貴浩
櫻井丈　　牧角良二　　四万村司
須田直史　　大坪毅人　○有泉泰
○高木正之
（○診断病理学）

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 上行結腸に発生した腺扁平上皮
癌の1例

45 宮崎賢澄　○辻本文雄　　小泉哲
◇太田智行　○信岡祐彦　　大坪毅人
（○臨床検査医学）
（◇放射線医学）

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 造影ＣＴとの比較による肝臓超
音波検査の盲点域の検討

46 亀井奈津子　　四万村司　　吉田有徳
瀬上航平　　三浦和裕　○野田顕義
櫻井丈　　戸部直孝　　牧角良二
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 臍転移（Sister Mary Jpseph’
s Nodule）が診断の契機となっ
た大腸癌の2例

47 小野田恵一郎　　佐治攻　○岩田啓吾
○岡村隆一郎　　大坪毅人
（○衣笠病院外科）

第64回日本消化器
外科学会総会

200907 成人に発生した巨大後腹膜奇形
腫の1例

48 大坪毅人 第64回日本消化器
外科学会総会

200907 座長：一般演題（ポスター）
肝　鏡視下手術

49 新井達広 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 腫瘍センターがん治療部会のめ
ざす「がん治療」

50 ○横田真里　○上塚朋子　○篠田紘子
○長谷川恭子　◇飯蔦麻希　◇辻美和
◇菅原敬子　◇菊地直子　□野田顕義
四万村司　△二宮正人　○増原慶壮
（○薬剤部）
（◇看護部）
（□内科学（血液・腫瘍内科））
（△神経精神科学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 緩和ケアチームにおける薬剤師
の関わり

51 ○野田顕義　　四万村司　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 癌性疼痛に対しての知覚・痛覚
定量分析装置（Pain Ｖision）
の有用性について

52 畑地慶三　○渡邉泰治　　小林博通
佐々木貴浩　　小林慎二郎　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○浜松町第一クリニック横浜院）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 ＮＡＳＨモデルラットにおける
肝虚血再灌流障害（ＩＲＩ）と
Ｃａブロッカー（ＣＶ159）の
投与効果～ＥＲＳによる検討～

53 宮崎賢澄　○辻本文雄　　小泉哲
◇太田智行　□五十嵐岳　○信岡祐彦
大坪毅人
（○臨床検査医学）
（◇放射線医学）
（□内科学（消化器・肝臓内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 造影ＣＴとの比較による肝臓超
音波検査の盲点域の検討
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54 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 座長：シンポジウム

55 中野浩 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会ならびに平成
21年度評議員･総
会

200907 座長：第Ⅰ郡

56 小林慎二郎　　上原悠也　　三浦和裕
佐々木貴浩　　櫻井丈　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人

第40回日本膵臓学
会大会

200907 早期発見･早期診断の重要性を
痛感させられた症例の学ぶ膵癌
の自然史

57 小林慎二郎　　朝倉武士　○吉松美佐子
○森本毅　◇小池淳樹　　佐々木貴浩
小泉哲　　中野浩　　大坪毅人
（○放射線医学）
（◇診断病理学）

第40回日本膵臓学
会大会

200907 ＭＤ－ＣＴを用いた膵癌の術前
進展診断についての検討

58 山田恭司　　濱谷昌弘　○岩端秀之
松森智子　◇本田朱麗　　本庄広大
川嶋八也　　戸部直孝　　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））
（□外科学（呼吸器外科））

第1回小切開･鏡視
下外科学会

200908 当院における右側結腸癌に対す
る小切開手術と腹腔鏡手術の比
較

59 大坪毅人 第45回日本胆道学
会学術集会

200909 座長：要望演題　胆嚢癌におけ
る腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応・
位置づけとの諸問題1

60 三浦和裕　　中野浩　　片桐秀元
諏訪敏之　　新井達広　　小林慎二郎
櫻井丈　　小泉哲　　四万村司
牧角良二　　朝倉武士　　月川賢
山田恭司　　宮島伸宜　　大坪毅人

第47回日本癌治療
学会総会

200910 ＊最優秀演題賞受賞＊＊
進行再発癌に対する化学療法関
連肝障害と脾容積変化率につい
ての調査

61 小林慎二郎　　上原悠也　　福岡麻子
○野田顕義　　宮崎賢澄　　佐々木貴浩
諏訪敏之　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第47回日本癌治療
学会総会

200910 膵腺扁平上皮癌の3例

62 小林慎二郎　　上原悠也　　福岡麻子
○野田顕義　　宮崎賢澄　　佐々木貴浩
諏訪敏之　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第47回日本癌治療
学会総会

200910 診断に苦慮した肝腫瘍の3切除
例

63 花井彰　　片山真史　○西川徹
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第64回日本大腸肛
門病学会学術集会

200911 腹腔鏡(補助）下前方切除術で
使用する術中リアルタイムマー
キングのためのラパロポイン
ター直腸鏡の現状

- 189 -



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

64 四万村司　　須田直史　　亀井奈津子
畑地慶三　　櫻井丈　　牧角良二
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人

第64回日本大腸肛
門病学会学術集会

200911 鏡視下手術におけるＭＤ－ＣＴ
（Multiditecotor-rowCT）の有
用性とＩＭＡの解剖

65 片桐秀元　　民上真也　　須田直史
宮島伸宜　　大坪毅人

第64回日本大腸肛
門病学会学術集会

200911 腫瘍径10mm・SM浸潤のS状結腸
低分化型腺癌に253番リンパ節
転移を認めた1手術例

66 小野田恵一郎　　佐治攻　　大坪毅人 第64回日本大腸肛
門病学会学術集会

200911 上行結腸癌卵巣転移による
Meigs症候群の1例

67 宮島伸宜 第64回日本大腸肛
門病学会学術集会

200911 座長：一般演題（口演）　大腸
癌外科10

68 朝倉武士　　福岡麻子　　宮崎賢澄
○野田顕義　　諏訪敏之　　小林慎二郎
小泉哲　　中野浩　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 膵頭十二指腸切除における術前
栄養評価と術後手術部位感染の
検討

69 牧角良二　　四万村司　　櫻井丈
須田直史　　小島啓夫　　畑地慶三
亀井奈津子　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 当院における左側大腸癌イレウ
スに対する治療の現状

70 四万村司　○野田顕義　　新井達広
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 外科ローテーション期間中の初
期臨床研修医に対する緩和ケア
に関する教育効果

71 田中一郎　　田中圭一　　根岸宏行
松森智子　　片桐秀元　　三浦和裕
須田直史　　大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 胃全摘術における工夫

72 中野浩　　朝倉武士　○野田顕義
宮崎賢澄　　諏訪敏之　　小林慎二郎
小泉哲　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 膵頭部癌に対するRO膵頭十二指
腸切除の工夫

73 花井彰　　京井玲奈　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
○西川徹　　田中圭一　　小森山広幸
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 腹腔鏡(補助）下低位前方切除
術での直腸間膜切離のビット
フォール

74 櫻井丈　　牧角良二　　四万村司
亀井奈津子　　瀬上航平　　小島啓夫
畑地慶三　　片桐秀元　　諏訪敏之
榎本武治　　小林慎二郎　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 後腹膜剥離先行による腹腔鏡下
右半結腸切除

75 櫻井丈　　牧角良二　　四万村司
亀井奈津子　　瀬上航平　　小島啓夫
嶋田仁　　畑地慶三　　片桐秀元
諏訪敏之　　榎本武治　　小林慎二郎
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 腹腔鏡下S状結腸切除に一過性
虚血性大腸炎を合併した1例
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76 片桐秀元　　須田直史　　浜辺太郎
上原悠也　　三浦和裕　　田中一郎
大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 高齢者の胃癌術後十二指腸断端
再発による挙上空腸狭窄に対し
て胃瘻から行った経鼻内視鏡的
ステント留置の工夫

77 ○野田顕義　　小林慎二郎　　福岡麻子
宮崎賢澄　　諏訪敏之　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 特異な画像所見を呈し診断に難
渋した単純性肝嚢胞の1例

78 根岸宏行　　小泉哲　　瀬上航平
嶋田仁　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人　○小田中美惠子
（○診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 原発巣の特定が困難であった
Inflammatory myofibreblastic
tumor（ＩＭＴ）の1例

79 上原悠也　　須田直史　○岡野美紀
佐々木貴浩　　大坪毅人　◇河原太
◇太田智彦　□有泉泰　□高木正之
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 乳癌術後6年で脾臓転移を来た
した1例

80 三浦和裕　　須田直史　　浜辺太郎
上原悠也　　片桐秀元　　田中一郎
○小池淳樹　　大坪毅人
（○診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 腹腔内出血を来たし巨大ＧＩＳ
Ｔの1例

81 亀井奈津子　　櫻井丈　　伊藤弘昭
西尾乾司　　根岸宏行　　吉田有徳
瀬上航平　○野田顕義　　畑地慶三
石井将光　　小泉哲　　朝野隆之
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 鼠経ヘルニアにおける術前ＣＴ
検査の有用性に関する検討

82 吉田有徳　　櫻井丈　　西尾乾司
根岸宏行　　瀬上航平　　亀井奈津子
○野田顕義　　畑地慶三　　小島啓夫
小林慎二郎　　四万村司　　牧角良二
宮島伸宜　　月川賢　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 術前組織学的診断が可能であっ
た原発性進行小腸癌の1例

83 浜辺太郎　　須田直史　　上原悠也
三浦和裕　　片桐秀元　　田中一郎
大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 悪性腫瘍による高度咽頭・食道
狭窄に対する経鼻内視鏡を用い
た食道ステントの有用性

84 濱谷昌弘　　山田恭司　　金子英彰
戸部直孝　　川嶋八也　　本庄広大
松森智子　○土居正知　　大坪毅人
（○診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 後腹膜脂肪腫の1例

85 石井将光　　花井彰　　京井玲奈
片山真史　　神尾浩司　　朝野隆之
住吉賢　　田中圭一　○西川徹
小森山広幸
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 術中下肢支持器（レビデー
ダー）使用に伴うコンパートメ
ント症候群の一例
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86 民上真也　　嶋田仁　　佐々木貴浩
片桐秀元　　須田直史　　宮島伸宜
大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 左肝動脈分岐異常を伴う早期胃
癌に対し自立神経温存腹腔鏡補
助下幽門側胃切除術を施行した
1例

87 瀬上航平　　櫻井丈　　根岸宏行
○野田顕義　　四万村司　　牧角良二
月川賢　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 消化管通過障害を来たしたＳ状
結腸巨大脂肪腫の1例

88 嶋田仁　　諏訪敏之　　根岸宏行
松森智子　　佐々木貴浩　　民上真也
田中圭一　　田中一郎　　宮島伸宜
大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 食道裂肛ヘルニアに嵌頓した胃
ＧＩＳＴの1例

89 畑地慶三　　四万村司　　亀井奈津子
小島啓夫　　櫻井丈　　牧角良二
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 98歳の超高齢者直腸癌に対して
腹腔鏡下低位前方切除術を施行
した1例

90 三原良孝　○小林義典　○下島礼子
○中原孝　○山田武男　○濱口實
◇久保起与子
（○諏訪中央病院外科）
（◇諏訪中央病院病理）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 胃切除術37年後の輸入脚閉塞症
の1例

91 田中圭一　　田中一郎　　根岸宏行
松森智子　　嶋田仁　　諏訪敏之
小森山広幸　　大坪毅人

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 術前ＭＤＣＴ施行による胃癌症
例の有用性の検討

92 小野田恵一郎　　佐治攻　○岩田啓吾
○岡村隆一郎　　大坪毅人
（○衣笠病院外科）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 総胆管結石との鑑別が困難で
あった胆嚢結石による閉塞性胆
管炎の1例

93 奈良橋喜芳　○西田二郎　○岡田了祐
○長嶋隆　○佐藤滋　○吉田紘一
大坪毅人
（○新座志木中央病院外科）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 メッケル憩室による絞扼性イレ
ウスの一手術例

94 大島隆一　○湊栄治　　櫻井丈
◇吉田和彦　○嶋田久
（○島田総合病院外科）
（◇東京慈恵会医科大学付属青戸病院外
科）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 Ｓ状結腸間膜裂孔ヘルニアの1
例

95 亀井奈津子　　櫻井丈　　伊藤弘昭
西尾乾司　　根岸宏行　　瀬上航平
○野田顕義　　畑地慶三　　牧角良二
四万村司　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 男性に発症した閉鎖孔ヘルニア
の1例

96 根岸宏行　　田中一郎　　瀬上航平
松森智子　　嶋田仁　　諏訪敏之
田中圭一　　大坪毅人　○小田中美惠子
（○診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 食道癌肉腫の1例
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97 松森智子　　田中一郎　　根岸宏行
嶋田仁　　諏訪敏之　　田中圭一
大坪毅人　○根岸龍二郎　○紅露剛史
◇小池淳樹　◇高木正之
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 十二指腸内のＧＩＳＴとカルチ
ノイド腫瘍の発生を認めた1例

98 福岡麻子 第71回日本臨床外
科学会総会

200911 Blind loopの糞便貯留がきっか
けとなって捻転を来たした腸回
転異常の1例

99 ○本田朱麗　　山田恭司　　金子英彰
戸部直孝　　濱谷昌弘　　川嶋八也
本庄広大　　松森智子　◇横手薫美夫
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 Bilayer patchi device（ＰＨ
Ｓ法）を用いて修復した腰ヘル
ニアの1例

100 大坪毅人 第71回日本臨床外
科学会総会

200911 座長：一般演題(口演）・肝-4

101 宮島伸宜 第71回日本臨床外
科学会総会

200911 司会：ビデオセッション　腹腔
鏡下大腸切除術-助手と術者の
やること、やらないこと-2

102 牧角良二　　宮島伸宜　　浜辺太郎
○小池彩華　　畑地慶三　　片桐秀元
諏訪敏之　　櫻井丈　　四万村司
須田直史　　月川賢　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 直腸癌に対する腹腔鏡下手術手
技ポイント～困難症例により安
全･確実に行うには～

103 民上真也　　嶋田仁　　佐々木貴浩
片桐秀元　　須田直史　　宮島伸宜
大坪毅人

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 尿膜管臍瘻に対する臍形成を伴
う腹腔鏡下切除術の検討

104 佐々木貴浩　　嶋田仁　　民上真也
須田直史　　宮島伸宜　　大坪毅人

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 胆嚢における　ＳＬＩＳ
（Single Incision
Laparoscopic）の手技と適応

105 民上真也　　嶋田仁　　佐々木貴浩
片桐秀元　　須田直史　　宮島伸宜
大坪毅人

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 門脈海綿血管腫を伴った早期胃
癌に対し腹腔鏡補助下幽門保存
胃切除術を施行した1例

106 花井彰　　京井玲奈　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
○西川徹　　住吉賢　　田中圭一
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 Type Twist Method：腹腔鏡下
前方切除の骨盤内操作の根本的
な問題点を画期的に解決する方
法

107 田中圭一　　田中一郎　　片山真史
住吉賢　　小森山広幸　　大坪毅人

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 腹腔鏡補助下噴門側胃切除術に
おける経口アンビル（EEATM
OrVilTM）の使用経験
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108 四万村司　　牧角良二　　亀井奈津子
小島啓夫　　畑地慶三　　櫻井丈
須田直史　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 腹腔内膿瘍形成症例に対する鏡
視下手術の経験

109 牧角良二　　四万村司　　櫻井丈
亀井奈津子　　小島啓夫　　畑地慶三
須田直史　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 腹腔鏡下Ｓ状結腸切除術後に虚
血性腸炎をきたした1例

110 宮島伸宜 第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 司会：一般演題　大腸･肛門悪
性　手術既往例･重複癌

111 須田直史 第22回日本内視鏡
外科学会総会

200912 司会：一般演題　大腸･肛門良
性　腹腔鏡下虫垂切除術⑤

112 朝倉武士　　福岡麻子　　宮崎賢澄
○野田顕義　　諏訪敏之　　小林慎二郎
小泉哲　　中野浩　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第22回日本外科感
染症学会総会

200912 膵頭十二指腸切除後の感染性合
併症と血清プロカルシトニンの
関係

113 石井将光　　京井玲奈　　片山真史
神尾浩司　　朝野隆之　　住吉賢
田中圭一　○西川徹　　花井彰
小森山広幸
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第22回日本外科感
染症学会総会

200912 当院での新規手術前手指消毒法
（ラビング法、ウオーターレス
法）導入における現状と問題点

114 ○磯貝一成　○伊藤由香　○篠田紘子
◇緒方晴樹　　新井達広　○増原慶壮
（○薬剤部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 支持療法に対するアンケート調
査

115 ○近藤崇弘　　三浦和裕　　上原悠也
瀬上航平　　小島啓夫　　宮崎賢澄
片桐秀元　　榎本武治　　須田直史
◇小田中美惠子　　田中一郎　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 胃管再発をきたした食道癌の1
例

116 三浦和裕　　小泉哲　　戸部直孝
大坪毅人

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 当科における院内ＰＨＳ使用に
関する検討

117 ○桑島規夫　○坪井由紀子　○福田麻衣
○松隅愛子　○伊東みなみ　○山中努
○松浦賢　◇奥瀬千晃　　月川賢
□松田隆秀
（○メディカルサポートセンター医療福祉
相談）
（◇内科学（消化器・肝臓内科））
（□内科学（総合診療内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 がん患者･家族へのソーシャル
ワーク支援－個別支援から患
者･家族との協働へ－
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118 ○遠藤渉　　畑地慶三　◇小池彩華
亀井奈津子　　小島啓夫　　諏訪敏之
櫻井丈　　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）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 98歳の超高齢者直腸癌に対して
腹腔鏡下低位前方切除術を施行
した1例

119 ○清川智史　　小林慎二郎　◇野田顕義
□岩重玲子　　浜辺太郎　　亀井奈津子
上原悠也　　諏訪敏之　　片桐秀元
小泉哲　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 保存的治療で軽快した外傷性十
二指腸壁内血腫の1例

120 榎本武治 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 海外留学体験講義1：脾臓由来
幹細胞のスフェア形成能の解明

121 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 司会：海外留学体験講義1

122 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会および平成21
年度評議委員会･
総会

200912 司会：特別講演

123 櫻井丈 第25回日本静脈経
腸栄養学会

201002 胃癌術後における手術侵襲の栄
養指標に及ぼす影響

124 木村正之　　小林博通　○吉川剛司
◇越宗紀一郎　◇前田長生　　大坪毅人
（○消化器外科）
（◇聖ヨゼフ病院外科）

第82回日本胃癌学
会

201003 免疫化学療法（ＴＳ1＋ＣＤＤ
Ｐ＋レンチナン）が奏功してい
る切除不能進行胃癌の一例

125 ○長晴彦　◇地口学　□梶原博
△村上仁志　□鍋島一仁　△大島實
△利野靖　▽関川浩司　☆嶋田顕
四万村司　◎田辺聡
（○神奈川県立がんセンター消化器外科）
（◇明神台クリニック）
（□東海大学医学部付属病院）
（△横浜市立大学外科治療学）
（▽川崎幸病院外科）
（☆昭和大学横浜市北部病院内科）
（◎北里大学医学部内科）

第82回日本胃癌学
会

201003 ＡＧＲＥＥチェックリストを用
いたＧＩＳＴ診療ガイドライン
の評価

126 小林慎二郎　　四万村司　　片桐秀元
諏訪敏之　　櫻井丈　　小泉哲
牧角良二　　朝倉武士　　中野浩
月川賢　　田中一郎　　大坪毅人

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 当院における膿瘍形成性虫垂炎
に対する治療の現況
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127 小泉哲　　小林慎二郎　　朝倉武士
中野浩　　大坪毅人

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 当院における外傷患者診療マネ
ジメントの現況

128 櫻井丈　　瀬上航平　　亀井奈津子
小島啓夫　　畑地慶三　　片桐秀元
諏訪敏之　　片山真史　　小林慎二郎
榎本武治　　小泉哲　　四万村司
牧角良二　　朝倉武士　　中野浩
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 保存的加療にて軽快した門脈ガ
ス血症の1例

129 櫻井丈　　瀬上航平　　畑地慶三
諏訪敏之　　小林慎二郎　　榎本武治
四万村司　　牧角良二　　月川賢
宮島伸宜　　大坪毅人

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 胃癌術後難治性縫合不全に対す
る経管栄養の有用性

130 小林慎二郎　　瀬上航平　　亀井奈津子
上原悠也　　三浦和裕　　片桐秀元
諏訪敏之　　櫻井丈　　小泉哲
四万村司　　牧角良二　　朝倉武士
中野浩　　月川賢　　大坪毅人

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 急性腹症に対するプロカルシト
ニン値測定の有用性の検討

131 諏訪敏之　　櫻井丈　　浜辺太郎
○小池彩華　　畑地慶三　　四万村司
牧角良二　　月川賢　◇戸澤晃子
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 急性腹症で発生し術前診断出来
た虫垂粘液嚢腫の1例

132 ○野田顕義　　小林慎二郎　　浜辺太郎
福岡麻子　　諏訪敏之　　櫻井丈
小泉哲　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 保存的治療で軽快した外傷性十
二指腸壁内血腫の1例

133 畑地慶三　　櫻井丈　　浜辺太郎
○小池彩華　　亀井奈津子　　小島啓夫
諏訪敏之　　四万村司　　牧角良二
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 異時性に2度の特発性結腸穿孔
をきたした1例

134 瀬上航平　　櫻井丈　　根岸宏行
三浦和裕　　諏訪敏之　　榎本武治
小林慎二郎　　牧角良二　　月川賢
大坪毅人

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 穿孔性腹膜炎をきたした肺癌小
腸転移の1例

135 大島隆一　○湊栄治　　櫻井丈
◇吉田和彦　○嶋田久　　大坪毅人
（○島田総合病院外科）
（◇東京慈恵会医科大学付属青戸病院外
科）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 特発性腸重積症の1例

136 嶋田仁　　民上真也　　佐々木貴浩
片桐秀元　　宮島伸宜　　大坪毅人

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 早期に発見された胃神経内分泌
細胞癌の1例

137 佐治攻　　石井将光　　小野田恵一郎
○岩田啓吾　○岡村隆一郎　　大坪毅人
（○衣笠病院外科）

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 3rd line化学療法が奏功し切除
後長期生存しえたStageⅣ胃癌
の1例
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138 小林博通　　木村正之　○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42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 免疫化学療法（ＴＳ-1＋レンチ
ナン＋ＣＤＤＰ）が奏功してい
る進行胃癌の1例

139 ○岩重玲子　　三浦和裕　◇浅野孝太
◇鈴木紗理　　上原悠也　　瀬上航平
片桐秀元　　須田直史　　田中一郎
□小泉宏隆　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇臨床研修センター）
（□診断病理学）

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 胃癌と胃ＧＩＳＴ合併の一例

140 小島啓夫　　櫻井丈　　瀬上航平
亀井奈津子　　畑地慶三　○野田顕義
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
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 大腸癌術後経口摂取開始時の食
事の種類の検討

141 川嶋八也　○滝澤知世子　　松森智子
◇本田朱麗　　本庄広大　　濱谷昌弘
戸部直孝　　金子英彰　□横手薫美夫
山田恭司　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□外科学（呼吸器外科））

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 低位前方切除回腸瘻造設後の空
置大腸に発生した閉塞性大腸炎
の1例

142 京井玲奈　　花井彰　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　住吉賢
朝野隆之　　田中圭一　○西川徹
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 術後14年目に再発した膵内分泌
腫瘍の1例

143 浜辺太郎　　諏訪敏之　　小林慎二郎
○天神和美　　福岡麻子　◇野田顕義
小泉哲　　朝倉武士　　中野浩
□前田一郎　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□診断病理学）

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 肝原発性扁平上皮癌の1例

144 堀越邦康　○伊藤篤志　◇日高英二
◇和田陽子　◇山口かずえ　◇吉松軍平
◇池原貴志子　◇遠藤俊吾　◇石田文生
◇田中淳一　◇工藤進英　□御子神哲也
（○昭和大学横浜市北部病院循環器セン
ター）
（◇昭和大学横浜市北部病院消化器病セン
ター）
（□昭和大学横浜市北部病院病院病理科）

第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 腹部大動脈瘤の手術所見で発見
された魚骨による小腸穿孔の1
例

145 大坪毅人 第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 特別講演座長

146 須田直史 第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 座長：①食道･胃
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147 木村正之 第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 座長：②胃-2

148 小林慎二郎 第42回神奈川消化
器病医学会総会

200910 座長：⑦膵

149 宮島伸宜 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 特別講演座長：当番世話人

150 大坪毅人 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 代表世話人

151 田中一郎 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 世話人

152 月川賢 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 世話人

153 小森山広幸 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 世話人

154 山田恭司 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 世話人

155 木村正之 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 世話人

156 四万村司 7th
Gastrointerstona
l Chemotherapy
Seminar(GCS)

200911 事務局

157 牧角良二 Bone Metastasis
& MBO Therapy
Forun in
Kanagawa

200911 当院におけるサンドスタチンの
使用経験

158 大坪毅人 第2回川崎北部地
域医療連携緩和ｹｱ
の会

200912 症例検討会司会・進行
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159 嶋田仁　　民上真也　　佐々木貴浩
宮島伸宜　　大坪毅人

第126回神奈川臨
床外科医学会集団
会

200912 大腸癌に対する単孔式腹腔鏡視
下手術（ＳＩＬＳ）の経験

160 本庄広大　○松澤文乃　　松森智子
◇本田朱麗　　川嶋八也　　濱谷昌弘
戸部直孝　　金子英彰　□横手薫美夫
山田恭司　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□外科学（呼吸器外科））

第126回神奈川臨
床外科医学会集団
会

200912 最近経験した小腸癌の2例

161 ○小山亮太　　片山真史　　京井玲奈
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
住吉賢　◇西川徹　　田中圭一　　花井彰
小森山広幸　□干川昌弘　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□病院病理部）

第126回神奈川臨
床外科医学会集団
会

200912 Castleman病と鑑別を要した肝
細胞癌の孤立性傍大動脈リンパ
節転移の1例

162 ○岩重玲子　　小林慎二郎　　亀井奈津子
上原悠也　◇野田顕義　　片桐秀元
諏訪敏之　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　□有泉泰　□小池淳樹
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□診断病理学）

第126回神奈川臨
床外科医学会集団
会

200912 膵癌との鑑別を要した
autommune pancreatitisの1例

163 大坪毅人 第126回神奈川臨
床外科医学会集団
会

200912 特別講演座長

164 民上真也 第126回神奈川臨
床外科医学会集団
会

200912 座長

165 ○岸龍一　　諏訪敏之　　櫻井丈
○秦ひろか　　瀬上航平　　畑地慶三
宮崎賢澄　　四万村司　　牧角良二
月川賢　◇力石辰也　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇腎泌尿器外科学）

第1回神奈川ﾍﾙﾆｱ
研究会

201002 生体腎移植後に発症した特異な
腹壁瘢痕ヘルニアの1例

166 大坪毅人 第1回神奈川ﾍﾙﾆｱ
研究会

201002 特別講演司会

167 小林博通 第12回｢新緑の会｣ 200904 腹腔鏡下胆嚢摘出術について

168 大坪毅人 第12回｢新緑の会｣ 200904 講演：今日の急性腹症

169 木村正之 第12回｢新緑の会｣ 200904 特別講演座長
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170 中野浩 獨協医科大学越谷
病院外科講演会

200904 「切除不能大腸癌肝転移に対す
る術前化学療法＋肝切除：特に
two-stage hepatectomy
proceureとの術前化学療法によ
る肝障害（Blue Liver ＆
Yellow Liver）に対する対処に
ついて

171 大坪毅人 川崎北部大腸がん
薬物療法研究会

200905 特別講演司会

172 大坪毅人 外科 Ground
Round

200906 講演：肝切除の実際

173 大坪毅人 第2回三浦半島ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸ

200906 特別講演：「聖マリアンナ医科
大学　2009」

174 浜辺太郎　　三浦和裕　　伊藤弘昭
小林慎二郎　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　○小池淳樹　　大坪毅人
（○診断病理学）

第813回外科集談
会

200906 巨大後腹膜脂肪肉腫の1例

175 ○鶴岡淳　　小林慎二郎　○中山知沙香
福岡麻子　◇野田顕義　　宮崎賢澄
諏訪敏之　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第813回外科集談
会

200906 急性腹症で発生したSchonlein-
Henoch紫斑病の1症例

176 朝倉武士 第16回神奈川肝胆
膵外科研究会(ﾛﾏﾝ
ｽｶﾝﾌｧﾗﾝｽ)

200906 企画委員

177 櫻井丈 第25回神奈川ｽﾄｰﾏ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会

200906 講習内容：消化管ストーマの造
設方法と合併症

178 四万村司 第15回神奈川大腸
肛門手術手技研究
会

200906 当科におけるCovering stomaの
適応と手術手技

179 山田恭司 第15回神奈川大腸
肛門手術手技研究
会

200906 世話人

180 民上真也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
東横病院公開講座

200906 講演：「胃癌の診断と最新治療
（内視鏡治療・腹腔鏡手術）」

181 大坪毅人 第13回よこはま癌
ﾌｫｰﾗﾑ

200908 世話人

182 大坪毅人 第13回よこはま癌
ﾌｫｰﾗﾑ

200908 座長　SessionⅣ：「胆・膵
癌」
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183 ○鈴木沙理　　三浦和裕　○浅野孝夫
◇岩重玲子　　上原悠也　　瀬上航平
片桐秀元　　須田直史　　田中一郎
大坪毅人　□高橋秀明
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□内科学（消化器・肝臓内科））

第814回外科集談
会

200909 原発性硬化性胆管炎の長期生存
中に出血を契機に発見された胃
癌の1例

184 ○吉田良仁　　小林慎二郎　○宮内雅利
○天神和美　　浜辺太郎　　福岡麻子
◇野田顕義　　諏訪敏之　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第814回外科集談
会

200909 Groove pancreatitsと鑑別を要
したgroove

185 ○宮内雅利　　小林慎二郎　○吉田良仁
○天神和美　　浜辺太郎　　福岡麻子
◇野田顕義　　諏訪敏之　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第814回外科集談
会

200909 抗凝固治療中に発生した出血性
胆のう炎の1例

186 朝倉武士 第814回外科集談
会

200909 座長：肝・胆・膵(悪性）

187 四万村司 平成21年度日本女
性薬剤師会研修講
座

200909 講義：がん疼痛について

188 田中一郎 第11回神奈川外科
代謝栄養研究会

200910 司会：基調講演

189 宮島伸宜 第15回神奈川消化
器内視鏡外科研究
会

200911 座長：講演Ⅰ

190 浜辺太郎　　畑地慶三　○小池彩華
亀井奈津子　　諏訪敏之　　櫻井丈
牧角良二　　四万村司　　月川賢
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第30回大腸肛門疾
患懇話会

200911 Sister Mary Joseph’s Nodule
を認めた大腸癌の3例

191 山田恭司 第30回大腸肛門疾
患懇話会

200911 世話人

192 ○松原史明　　瀬上航平　　諏訪敏之
櫻井丈　　四万村司　　牧角良二
月川賢　　大坪毅人
（○臨床研修センター）

第815回外科集談
会

200912 潰瘍性大腸炎と合併した若年性
直腸癌の1例

193 ○崎元仁志　　三浦和裕　　亀井奈津子
小島啓夫　　畑地慶三　　櫻井丈
四万村司　　牧角良二　　月川賢
◇小池淳樹　◇小泉宏隆　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

第815回外科集談
会

200912 虫垂粘液嚢胞性疾患の2例

- 201 -



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

194 ○相川幸生　　小林慎二郎　○山崎行敬
浜辺太郎　　福岡麻子　◇野田顕義
諏訪敏之　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　□小泉宏隆　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□診断病理学）

第815回外科集談
会

200912 卵巣を原発とした転移性膵癌の
1例

195 小林博通　　木村正之　○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37回神奈川胃癌
治療研究会

200912 集学的治療により切除しえた小
腸ＧＩＳＴ術後の腹膜播腫性転
移症例の手術ビデオ（原発切除
→グリベック→腹膜播腫→グリ
ベック→スーテント→腹膜播腫
切除

196 ○吉川剛司　　木村正之　　小林博通
◇前田長生　　大坪毅人
（○消化器外科）
（◇聖ヨゼフ病院外科）

第37回神奈川胃癌
治療研究会

200912 免疫化学療法（ＴＳ-1＋ＣＤＤ
Ｐ＋レンチナン）が奏功してい
る切除不能進行胃癌の一例

197 榎本武治　　田中一郎　　諏訪敏之
四万村司　　櫻井丈　　宮崎賢澄
瀬上航平　　上原悠也　　三浦和裕
小島啓夫　　片桐秀元　○高崎晴子
◇竹村弘　　大坪毅人
（○感染制御部）
（◇微生物学）

第37回神奈川胃癌
治療研究会

200912 待機的胃癌手術症例における手
術部位感染サーベイランスの結
果とその検討

198 田中圭一　　京井玲奈　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
住吉賢　○西川徹　　花井彰
小森山広幸　　田中一郎　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第37回神奈川胃癌
治療研究会

200912 術前ＭＤＣＴで、脾動脈と共同
幹を成す左胃動脈から左肝動脈
への分岐異常を認めた胃癌の1
例

199 ○利野靖　○村上仁志　○湯川寛夫
○今田敏夫　◇前田長生　　木村正之
（○横浜市立大学一般外科）
（◇聖ヨゼフ病院外科）

第37回神奈川胃癌
治療研究会

200912 グリベック耐性小腸ＧＩＳＴに
対するステーント投与の1例

200 田中圭一 第37回神奈川胃癌
治療研究会

200912 座長：Sessin Ⅴ

201 山田恭司 第16回神奈川ｽﾄｰﾏ
研究会

200912 世話人

202 民上真也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
東横病院公開講座

201001 講演：「おしりから血がでた
ら？-おしりと腸の病気につい
て」

203 四万村司 第19回神奈川外科
手術手技研究会

201001 Ｓ状結腸癌

204 京井玲奈　　住吉賢　　花井彰
片山真史　　神尾浩司　　石井将光
朝野隆之　　田中圭一　○西川徹
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第5回NET Work
Japan

201001 術後14年目にして再発した非機
能性膵内分泌腫瘍

- 202 -



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

205 上原悠也　　小林慎二郎　　片桐秀元
亀井奈津子　　小泉哲　　朝倉武士
○有泉泰　○小池淳樹　　大坪毅人
（○診断病理学）

第33回神奈川県癌
治療懇話会

201002 良悪性の鑑別に難渋した膵腫瘤
の3切除例

206 大坪毅人 第33回神奈川県癌
治療懇話会

201002 座長：一般演題Ⅱ

207 大坪毅人 宮城手術画像研究
会

201002 特別講演：「肝切除の実際」

208 嶋田仁　　民上真也　　佐々木貴浩
宮島伸宜　　大坪毅人

第1回単孔式内視
鏡手術研究会

201002 大腸癌に対する単孔式腹腔鏡下
手術の経験と工夫

209 宮島伸宜 第1回単孔式内視
鏡手術研究会

201002 コメンテーター

210 山田恭司 第7回神奈川外科
感染症研究会

201002 世話人

211 ○野田顕義
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第17回神奈川肝胆
膵外科研究会(ﾛﾏﾝ
ｽｶﾝﾌｧﾗﾝｽ)

201002 症例提示

212 小林慎二郎 第17回神奈川肝胆
膵外科研究会(ﾛﾏﾝ
ｽｶﾝﾌｧﾗﾝｽ)

201002 司会

213 朝倉武士 第17回神奈川肝胆
膵外科研究会(ﾛﾏﾝ
ｽｶﾝﾌｧﾗﾝｽ)

201002 幹事

214 大坪毅人 第17回神奈川肝胆
膵外科研究会(ﾛﾏﾝ
ｽｶﾝﾌｧﾗﾝｽ)

201002 スーパーバイザー

215 山田恭司 川崎市外科医会 201003 世話人

216 山田恭司 川崎市大腸がん検
診小委員会

201003 委員

217 ○小泉英樹　　小林慎二郎　　諏訪敏之
○高木泰　○鈴木碧　◇小池彩華
◇岩重玲子　□野田顕義　　片桐秀元
小泉哲　　朝倉武士　　中野浩
△船津美恵子　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□内科学（血液・腫瘍内科））
（△診断病理学）

第816回外科集談
会

201003 上部消化管造影検査を転機に発
症した穿孔性虫垂炎の1例
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218 ○高木泰　　小林慎二郎　○小泉英樹
○鈴木碧　◇小池彩華　◇岩重玲子
□野田顕義　　片桐秀元　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　△船津美恵子
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□内科学（血液・腫瘍内科））
（△診断病理学）

第816回外科集談
会

201003 Osler-weber-Rendu病患者に発
症した胆嚢炎の1例

219 ○尹琁暎　　三浦和裕　　浜辺太郎
瀬上航平　　小島啓夫　　宮崎賢澄
小林慎二郎　　小泉哲　　榎本武治
田中一郎　◇戸澤晃子　◇小泉宏隆
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

第816回外科集談
会

201003 鼠径部に生じた皮膚子宮内膜症

220 木村正之 第4回かながわ健
康塾～最新のがん
治療～

201003 講義：②胃がん

221 牧角良二 第11回神奈川大腸
疾患腹腔鏡下手術
ｾﾐﾅｰ

201003 腹腔鏡下手術：トレーニーとト
レーナー　双方の立場から

222 嶋田仁 第11回神奈川大腸
疾患腹腔鏡下手術
ｾﾐﾅｰ

201003 ゼロからの結腸右半切除術

223 宮島伸宜 第11回神奈川大腸
疾患腹腔鏡下手術
ｾﾐﾅｰ

201003 Discussnt

224 須田直史 第11回神奈川大腸
疾患腹腔鏡下手術
ｾﾐﾅｰ

201003 Discussnt

225 ○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

第1回日本･ﾓﾝｺﾞﾙ
消化器癌ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200904 Bleeding during resection
can be reduced by clamping
the Inferior Vena Cava below
the liver

226 ○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

第1回日本･ﾓﾝｺﾞﾙ
消化器癌ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200904 Moderators

227 ○Michitsugu Komeda
○Shinjiro Kobayashi
○Tadashi Suda
○joe Sakurai
○Tsukasa Shimamura
○Ryouji Makizumi
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

The
International
college of
Surgeons The
55th Annual
Congress of the
Japan Section

200907 A Case of Malignant lymphoma
of the small intestine
penentrating the singmoid
colon
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228 ○Natsuko Kamei
○Joe Sakurai
○Kouhei Segami
○Atsuyoshi Noda
○Shinjiro Kobayashi
○Ichirou Tanaka
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

The
International
college of
Surgeons The
55th Annual
Congress of the
Japan Section

200907 A Case with a gastric cancer
coexisting with a gastric
GIST

229 ○Hiroaki Ito
○Shinjirou Kobayashi
○Joe Sakurai
○Jin Shimada
○Naotaka Tobe
○Akiko Isogai
○Kenichi Tanaka
○Ichiro Tanaka
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

The
International
college of
Surgeons The
55th Annual
Congress of the
Japan Section

200907 A gastric cancer patient
developing e．Coli penumonia
during adjuvant chemotherapy

230 ○Kouhei Segami
○Joe Sakurai
○Hiroyuki Negishi
○Shinjiro Kobayashi
○Satoshi Koizumi
○Takeshi Asakura
○Hiroshi Nakano
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

The
International
college of
Surgeons The
55th Annual
Congress of the
Japan Section

200907 A Case of giant cell type
anaplastic ductal carcinoma
of the Pancreas with a
Hemosuccus Pancreaticus

231 ○Hiroyuki Negishi
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

The
International
college of
Surgeons The
55th Annual
Congress of the
Japan Section

200907 A Case of panctratic
pancreatic Pseudocyst (**
Young Investigator Award 受
賞　**）

232 ○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

The
International
college of
Surgeons The
55th Annual
Congress of the
Japan Section

200907 Chairperson：Intestine and
Stomach

233 ○Hiroshi Nakano
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

19th World
Congress of the
International
Association of
Surgeons,Gastroe
nterologists and
Oncologists

200909 Surgical Strategy for
Multiple Bilobar Liver
Metastases after
Preooerative chemotherapy：
When to do What？
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234 ○S.Kobayashi
○T.Asakura　◇N.Ohike
○T.Enomoto
○J.Sakurai
○S.Koizumi
○T.Watanebe
○H.Nakano
○T.Ootsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）
（◇PAthology，Showa University
Northern Yokohama Hospital）

40th ANNIVERSARY
Japan Pancreas
Society(共同開催
American
Pancreatic
Assciatio)

200911 Mixed Acinar-Endocreine
Carcinoma of the Pancreas
With Interaductal Growth
Into Main Pancreatic
Duct:Report of a Case

235 ○S.Kobayashi
○T.Asakura　◇N.Ohike
○T.Enomoto
○J.Sakurai
○S.Koizumi
○T.Watanabe
○H.Nakano
○T.Ootsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）
（◇PAthology，Showa University
Northern Yokohama Hospital）

40th ANNIVERSARY
Japan Pancreas
Society(共同開催
American
Pancreatic
Assciatio)

200911 Mixed Acinar-Endocreine
Carcinoma of the Pancreas
With Interaductal Growth
Into Main Pancreatic
Duct:Report of a Case

236 ○Tsukasa Shimamura
◇Nobuyoshi Miyajima
○Joe Sakurai
○Ryouji Makizumi
○Satpshi Tsukikawa
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University Toyoko
Hospital）

XXIV
International
Society Of
University Colon
& Recal
Surgerons

201003 The Utility of
Multidetector-row CT
Angiograph of Preoperative
Examination for Laparpscppic
Colorectal Surgery
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1 幕内晴朗　　近田正英　　小林俊也
○樋口和彦　　阿部裕之
（○JR東京総合病院）

日本医事新報 第4433号
No.4
p46-54

200904 臨床医学の展望2009心臓血管外
科学

2 幕内晴朗 日本外科学会雑誌 第110第3
号p133-
138

200905 卒後外科教育と専門医制度４．
サブスペシャルティの立場から
見た卒後外科教育と専門医制度
3）心臓血管外科専門医

3 小林俊也 ICUとCCU Vol.33(6
)p459-
464

200906 心疾患患者の非心臓手術の周術
期管理「弁膜症」

4 幕内晴朗 日本冠疾患学会雑
誌

15巻p91-
97

200906 心臓血管外科における施設集約
化の動向と問題点

5 幕内晴朗 Medical Practis
臨時増刊号

Vol.26p3
99-404

200907 第5部 周術期の栄養管理の実際
心臓手術

6 小山照幸 理学療法 第26巻8
号p939-
946

200908 虚血性心疾患の病態と医学的治
療

7 ○三浦和裕　　小野裕國　　遠藤仁
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　　幕内晴朗
（○外科学（消化器・一般外科））

胸部外科 第62巻第
10号
P885-887

200909 Octreotide acetateが著効した
胸部大動脈瘤術後難治性乳び胸

8 村上浩　　幕内晴朗　　近田正英
小林俊也　　鈴木敬麿　　安藤敬
大野真　　小野裕國　　千葉清
永田徳一郎

胸部外科 62巻13号
p1118-
1121

200912 対麻痺を合併した血栓閉塞型
Stanford A型急性大動脈解離に
生じた肺塞栓と再解離

9 小山照幸　○笠井督雄　○吉田和彦
◇武田聡　◇小川武希
（○東京慈恵会医科大学附属青戸病院ス
タットコール委員会）
（◇東京慈恵会医科大学救急医学講座）

蘇生 第29巻第
1号p33-
37

201001 中学生に対する心肺蘇生法教育

1 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39回日本心臓血
管外科学会学術総
会

200904 Ebstein奇形に対するHetzer変
法の検討

2 安藤敬　　幕内晴朗　　小林俊也
近田正英　　村上浩　　小野裕國
永田徳一郎　　遠藤仁

第39回日本心臓血
管外科学会学術総
会

200904 早期血栓閉塞型急性A型大動脈
解離に対する治療方針ごとの遠
隔期成績検討

3 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

第37回日本血管外
科学会総会

200905 成人大動脈縮窄症の手術治療の
検討

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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4 小山照幸 第46回日本ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ医学会

200906 全国のリハビリテーション医療
機関の現状

5 小野裕國　　鈴木敬麿　○亀井奈津子
向後美沙　　永田徳一郎　　安藤敬
村上浩　　小林俊也　　近田正英
幕内晴朗
（○外科学（消化器・一般外科））

第150回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200906 感染性上腸間膜動脈瘤と深大腿
動脈瘤を合併した感染性心内膜
炎の１例

6 千葉清　　阿部裕之　　北中陽介 第150回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200906 急性動脈塞栓症を契機に発見さ
れた巨大左房粘液腫の１例

7 近田正英　　小林俊也　　村上浩
鈴木敬麿　　安藤敬　　小野裕國
永田徳一郎　　幕内晴朗

第45回日本小児循
環器学会総会

200907 地域中核病院における成人先天
性心疾患手術症例の検討

8 安藤敬　　幕内晴朗　　小林俊也
近田正英　　村上浩　　鈴木敬麿
小野裕國　　永田徳一郎　　向後美沙

第27回東京胸部外
科懇話会

200907 胸部外科大動脈瘤術後、縦隔炎
による出血性ショックを繰り返
した１例

9 小山照幸 第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料を算定するために

10 小山照幸　○伊東春樹　○上月正博
○高橋哲也　○井澤和大　○及川恵子
○田倉智之　○長山雅俊　○吉田俊子
○田域孝雄
（○日本心臓リハビリテーション学会診療
報酬対策委員会）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料届出医療機関の動向

11 小山照幸　○渡辺敏
（○東横病院リハビリテーション部）

第15回日本心臓ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200907 脳血管障害を伴う心臓機能障害
のリハビリテーション

12 小山照幸　○松本順子　○八木麻衣子
○吉岡了　○渡邊陽介　○川口朋子
○管紗里江
（○東横病院リハビリテーション部）

第57回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会

200907 東横病院リハビリテーション室
の現状

13 近田正英　　幕内晴朗　　小林俊也
鈴木敬麿　○村野浩太郎
（○小児科学）

第57回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会

200909 成人先天性心疾患手術症例の問
題点<地域中核病院における検
討>

14 鈴木敬麿　　小林俊也　　小野裕國
安藤敬　　永田徳一郎　　遠藤仁
村上浩　　近田正英　　幕内晴朗

第213回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200909 感染性心内膜炎との鑑別に苦慮
した大動脈二尖弁を伴う巨細胞
性血管炎の１例

15 ○永澤慧　○石橋祐記　○明石嘉浩
○小山幸平　○鈴木健吾　○長田圭三
○三宅良彦　　小野裕國　　鈴木敬麿
小林俊也　　幕内晴朗
（○内科学（循環器内科））

第213回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200909 多発性細菌性動脈瘤を合併した
感染性心内膜炎の1例

16 遠藤仁　　近田正英　　小林俊也
村上浩　　鈴木敬麿　　安藤敬
永田徳一郎　　幕内晴朗

第5回神奈川小児
循環器研究会

200909 multipleVSDに対し、sandwich
法を用いた一例
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17 永田徳一郎　　幕内晴朗　　小林俊也
近田正英　　村上浩　　鈴木敬麿
安藤敬　　遠藤仁　○大塚憲
（○研修医）

第17回日本血管外
科学会関東甲信越
地方会

200910 Klebsiella pneumoniae感染性
動脈瘤切迫破裂後に準緊急手術
を施行した１症例

18 安藤敬　○永井宏平　　近田正英
○岡本一起　○黒川真奈絵　○増子佳世
○有戸光美　○末松直也　　小林俊也
村上浩　　鈴木敬麿　　小野裕國
永田徳一郎　　向後美沙　　遠藤仁
幕内晴朗　◇加藤智弘
（○疾患プロテオーム・分子病態治療学教
室）
（◇生化学（生化学））

第50回日本脈管学
会総会

200910 プロテオミクスによる腹部大動
脈瘤形成機序の解明

19 小山照幸　○笠井督雄　○行木太郎
○吉田和彦　◇武田聡　◇小川武希
（○東京慈恵会医科大学附属青戸病院）
（◇東京慈恵会医科大学救急医学講座）

第28回日本蘇生学
会

200911 中学生に対する心肺蘇生法教育

20 小山照幸　○関一平
（○東横病院救急集中治療部）

第28回日本蘇生学
会

200911 病院職員に対する心肺蘇生法教
育ー事前アンケート調査ー

21 小林俊也　　近田正英　　村上浩
鈴木敬麿　　安藤敬　　永田徳一郎
遠藤仁　　幕内晴朗

第18回神奈川心臓
血管外科研究会

200911 当科の標準術式　－安全・確実
な手術をめざして－

22 小山照幸　○田中比露美　○関一平
○栗原さゆり　○馬込裕子
（○東横病院医療安全管理対策室）

第8回日本予防医
学ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ学
会

201003 病院職員に対する心肺蘇生法教
育

23 千葉清　　阿部裕之　　北中陽介 第19回東京血管外
科画像診断治療研
究会

201003 膝窩動脈完全閉塞症例に対し、
PTAが効奏せず手術に至った1例

24 小山照幸 日本りは医学会第
45回関東地方会

201003 保険診療におけるリハビリテー
ション関連医療費について
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1 中村治彦　　中西聡　　多賀谷理恵
安藤幸二　　新明卓夫　　望月篤
栗本典昭　　横手薫美夫

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

第37巻第
2号p77-
85

200904 総説　「肺癌の外科治療」

2 中村治彦 胸部外科 62: p308 200904 右肺全摘後の有瘻性MRSA膿胸に
対するair-plombage兼有茎大網
充填術

3 中村治彦 日本気管食道科学
会会報

60: p297 200904 文献紹介　Clinical
Transplantation of a Tissue-
engineered Airway.
Lancet,372:2023-2030,2008

4 安藤幸二　○志茂新　　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）

日本臨床外科学会
雑誌

第70巻4
号p1016-
1019

200904 交通事故による多発外傷に伴う
気管支損傷の1手術例

5 中村治彦 日本外科系連合学
会雑誌

34:p1131
-1132

200906 肺癌組織型と治療戦略

6 中村治彦 呼吸 28:
p577-578

200906 肺癌悪性度を決めるもの

7 中村治彦　　栗本典昭　　望月篤 呼吸器疾患ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝｰ最新の診療指
針ｰ総合医学社

p287-289 200906 転移性肺腫瘍

8 望月篤　　中村治彦 New専門医を目指
すｹｰｽ･ﾒｿｯﾄﾞ･ｱﾌﾟ
ﾛｰﾁ8呼吸器疾患新
報社(東京)

p281-289 200906 前胸部痛を訴えて来院した32歳
男性

9 Kurimoto N　　Nakamura H　○Miyazawa T
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

J Med Ultrasound 17: p31-
43

200907 Overview of endobronchial
ultrasonography in chest
medicine

10 新明卓夫　　岸龍一　○瀬上航平
多賀谷理恵　　安藤幸二　　森田克彦
望月篤　　栗本典昭　◇高木正之
横手薫美夫　　中村治彦　□仁木利郎
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇診断病理学）
（□自治医科大学病理学）

肺癌 49:
p493-494

200908 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

11 ○宮澤輝臣　　栗本典昭　○大重雅寛
○藤田佳嗣　○松岡由香　○井上健男
○西根広樹　○木田博隆　○半田寛
○古屋直樹　○石川文月　○中村美保
○佐治淳子　○石田敦子　○延山誠一
○白川妙子　○峯下昌道　　中村治彦
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸と循環 57:
p915-920

200909 総説　「高度の診断的気管支鏡
の可能性」

外科学（呼吸器外科）　誌上発表
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12 Nakamura H　○Hirata T　○Kitamura H
○Nishikawa J
（○国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外
科）

Annals of
Thoracic and
cardiovascular
Surgery

15:
p304-310

200910 Correlation of the
standardized uptake value in
FDG-PET with the expression
level of cell-cycle-related
molecular biomarkers in
resected non-small cell lung
cancers

13 ○加藤治文　　中村治彦　◇児玉憲
◇中山治彦
（○国際医療福祉大学）
（◇神奈川県立がんセンター呼吸器外科）

Medico 40: p26-
34

200911 肺癌の手術

14 栗本典昭　　中村治彦 呼吸 28巻12号
p1186-
1192

200912 総説　「気管支腔内超音波断層
法」

15 中村治彦 日本気管食道科学
会会報

61: p52 201002 文献紹介　Prospective
staging of lung cancer with
combined PET-CT,361:32-39,
2009

1 安藤幸二　　森田克彦　○井上肇
多賀谷理恵　　新明卓夫　◇瀬上航平
望月篤　　栗本典昭　□長田博昭
中村治彦
（○形成外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□湘南中央病院外科）

第109回日本外科
学会

200904 広範囲気管切除後のDumon
stent 併用「無細胞気管」移植
の実験的検討

2 多賀谷理恵　　安藤幸二　　新明卓夫
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
○有泉泰　○高木正之　　中村治彦
（○診断病理学）

第128回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200904 胸腔鏡下に切除した胸壁発生ポ
リープ状気管支嚢腫の１例

3 望月篤　　安藤幸二　　多賀谷理恵
新明卓夫　　森田克彦　　栗本典昭
横手薫美夫　○長田博昭　　中村治彦
（○湘南中央病院外科）

第26回日本呼吸器
外科学会総会

200905 肺腺癌手術例における予後因子
の検討

4 中村治彦　　森田克彦　　安藤幸二
多賀谷理恵　　新明卓夫　　望月篤
栗本典昭　　横手薫美夫　○長田博昭
（○湘南中央病院外科）

第26回日本呼吸器
外科学会総会

200905 腺様嚢胞癌に対する頸部気管環
状切除術

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
中村治彦

第26回日本呼吸器
外科学会総会

200905 慢性壊死性肺アスペルギルス症
による有瘻性膿胸の1手術例

6 安藤幸二　○井上肇　　森田克彦
多賀谷理恵　　新明卓夫　　望月篤
栗本典昭　◇長田博昭　　中村治彦
（○形成外科学）
（◇湘南中央病院外科）

第26回日本呼吸器
外科学会総会

200905 各種材質による人工気管移植成
績

外科学（呼吸器外科）　学会発表
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7 森田克彦　　新明卓夫　　安藤幸二
望月篤　　多賀谷理恵　　栗本典昭
中村治彦

第26回日本呼吸器
外科学会総会

200905 当院における自然血気胸手術症
例の検討

8 栗本典昭　　安藤幸二　○井上健男
多賀谷理恵　　新明卓夫　　森田克彦
望月篤　　中村治彦　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 葉・区域・亜区域気気管支から
穿刺を行ったEBUS-TBNAの検討

9 ○平田剛史　○宮島邦治　○田口雅彦
中村治彦　○池田徳彦
（○国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外
科）

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 一側完全無気肺を伴う肺癌気道
閉塞に対して気管支鏡下レー
ザー腫瘍焼灼術を用いて緊急救
命をし得た１例

10 栗本典昭　　多賀谷理恵　　安藤幸二
新明卓夫　　森田克彦　　望月篤
中村治彦　○井上健男　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 モーニングセミナー　EBUS-
TBNAによる私の穿刺技術

11 栗本典昭　　多賀谷理恵　　安藤幸二
新明卓夫　　森田克彦　　望月篤
中村治彦　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 モーニングセミナー　EBUS画像
から予想される病理組織像

12 新明卓夫　　森田克彦　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 鉗除消失した中心型早期肺癌の
1例�

13 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32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 胸腔鏡下に摘出した胸壁腫瘍の
3例

14 栗本典昭　　森田克彦　　多賀谷理恵
新明卓夫　　安藤幸二　　望月篤
中村治彦

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 気管・気管支における内視鏡的
粘膜下層剥離術(Endoscopic
submucosal dissection;ESD)の
実験的検討

15 望月篤　　栗本典昭　　新明卓夫
多賀谷理恵　　安藤幸二　　森田克彦
中村治彦

第32回日本呼吸器
内視鏡学会

200905 重症身障害児（者）の長期気管
カニューレ留置による気管内肉
芽狭窄例の検討

16 新明卓夫　　森田克彦　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
○高木正之　　中村治彦
（○診断病理学）

第150回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200906 透析患者の胸壁に発生した悪性
線維性組織球腫の1切除例

17 中村治彦 第2回川崎肺がん
治療ｾﾐﾅｰ

200906 非小細胞肺がんの組織型別治療
（パネルディスカッション）

18 土田興生　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦

第129回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200907 EBUS-TBNAで診断し得たPET陽
性、肺門・縦隔リンパ節腫大例
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19 中西聡　　望月篤　　多賀谷理恵
新明卓夫　　安藤幸二　　栗本典昭
中村治彦

第155回日本肺癌
学会関東支部会

200907 術前化学療法後、気管支形成を
伴う右上・中葉切除を行った若
年肺癌の1例

20 Haruhiko Nakamura　　Kouji Ando
Rie Tagaya　　Takuo Shinmyo
Katsuhiko Morita　　Atsushi Mochizuki
Noriaki Kurimoto　　Kumio Yokote
○Hiroaki Osada
（○湘南中央病院外科）

13th
International
Congress for the
Study of Lung
Cancer

200908 Female gender is a
prognostic factor in lung
cancer patients after
surgery

21 Noriaki Kurimoto　　Haruhiko Nakamura
Taeko Shirakawa　○Teruomi Miyazawa
◇Hiroaki Osada
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇湘南中央病院外科）

13th
International
Congress for the
Study of Lung
Cancer

200908 Endobronchial
ultrasonography for
peripheral lung lesions

22 望月篤　○長田博昭　　中西聡
多賀谷理恵　　新明卓夫　　安藤幸二
栗本典昭　　横手薫美夫　　中村治彦
（○湘南中央病院外科）

第13回日本気胸･
嚢胞性肺疾患学会
総会

200909 当院における原発性自然気胸手
術例の検討ー手術法の時代的変
遷と壁側胸膜切除術の意義ー

23 N.Kurimoto　　H.Nakamura　○F.Ishikawa
○T.Inoue　○T.miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

European
Respiratory
Society Vienna
2009

200909 Clinical application of
endobronchial
ultrasonography guided
tranabronchial needle
aspiration (EBUS-TBNA) at
the lobar, segmental, or
sub-segmental bronchus

24 N.Kurimoto　　H.Nakamura　○F.Ishikawa
○T.Inoue　○T.miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

European
Respiratory
Society Vienna
2009

200909 Analysis of intemal
structures�of mediastinal
and hilar lymph nodes by
endobronchial
ultrasonography

25 多賀谷理恵　　栗本典昭　　中西聡
新明卓夫　　安藤幸二　　望月篤
○前田一郎　○小池淳樹　　中村治彦
（○診断病理学）

第130回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200910 EBUS-GS下生検で診断した盲腸
癌肺転移の１例

26 栗本典昭 第130回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200910 特別講演　EBUSの将来

27 中村治彦　　森田克彦　　新明卓夫
中西聡　　多賀谷理恵　　安藤幸二
望月篤　　栗本典昭　○笹生豊
○別府諸兄
（○整形外科学）

第62回日本胸部外
科学会定期学術集
会

200910 肺癌に対する左上葉及び脊柱
（第２、3胸椎）合併切除

28 望月篤　　栗本典昭　　中西聡
多賀谷理恵　　新明卓夫　　安藤幸二
森田克彦　　中村治彦

第62回日本胸部外
科学会定期学術集
会

200910 肺癌術前診断に有効な超音波気
管支鏡下経気管支針生険手技
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29 中西聡　　新明卓夫　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
○高木正之　　中村治彦
（○診断病理学）

第151回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200911 中年女性に発生した肺原発
glomus腫瘍の1切除例

30 ○中村治彦
（○日本肺癌学会渉外委員会禁煙推進小委
員会）

第50回日本肺癌学
会総会

200911 日本肺癌学会会員への喫煙に関
するアンケート結果

31 安藤幸二　　中西聡　　多賀谷理恵
新明卓夫　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦

第50回日本肺癌学
会総会

200911 体表超音波検査による胸壁近傍
腫瘤性病変の性状及び進達度評
価

32 望月篤　　栗本典昭　　中西聡
多賀谷理恵　　新明卓夫　　安藤幸二
中村治彦

第50回日本肺癌学
会総会

200911 粘液産生性腺癌における気管支
腔内超音波断層法所見の検討

33 多賀谷理恵　　中西聡　　安藤幸二
新明卓夫　　望月篤　　栗本典昭
横手薫美夫　　中村治彦

第50回日本肺癌学
会総会

200911 肺癌切除例におけるFDG-PETの
有用性

34 新明卓夫　　安藤幸二　　中西聡
多賀谷理恵　　望月篤　　栗本典昭
横手薫美夫　　中村治彦

第50回日本肺癌学
会総会

200911 術前CTガイド下マーキングを施
行した肺病巣切除例の検討

35 橋本瑛理子　　村井美華　　中西聡
○吉田有徳　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
栗本典昭　　中村治彦
（○外科学（小児外科））

第131回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200912 肺腺癌で右上葉切除後11年を経
て出現した気管癌の1例

36 ○吉田有徳　　中西聡　　村井美華
橋本瑛理子　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
◇長田博昭　　中村治彦
（○外科学（小児外科））
（◇湘南中央病院外科）

第156回日本肺癌
学会関東支部会

200912 10年前から存在したGGO病変の1
切除例

37 中村治彦 川崎外科医会 200912 特別講演　根治をめざした呼吸
器外科手術

38 新明卓夫　　中西聡　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦　○高木正之　◇小林俊也
◇幕内晴朗
（○診断病理学）
（◇外科学（心臓血管外科））

第152回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

201002 血栓性静脈炎を伴った縦隔悪性
細胞腫瘍の1切除例

39 新明卓夫　○根岸宏行　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
◇中村美保　◇峯下昌道　◇宮澤輝臣
中村治彦
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第132回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

201003 腺癌と術前診断された肺原発悪
性黒色腫の1例
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40 ○根岸宏行　　新明卓夫　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
◇中村美保　◇峯下昌道　◇宮澤輝臣
中村治彦
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第157回日本肺癌
学会関東支部会

201003 肺多発癌の診断にEGFR遺伝子異
常検索が有用であった1例
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1 北川博昭　　脇坂宗親　　青葉剛史 別冊日本臨床 新
領域別症候群ｼﾘｰ
ｽﾞNo.12 消化管症
候群(第2版)下 -
その他の消化管疾
患を含めて-

524-528 200909 IV. 空腸、回腸、盲腸、結腸、
直腸、先天性異常、遺伝性疾患
先天性内因性腸閉塞（閉鎖・狭
窄）症

1 北川博昭　　青葉剛史　　長江秀樹
○小池淳樹
（○診断病理学）

日本小児泌尿器科
学会雑誌

18巻1号
P9-15

200901 羊胎仔尿路閉塞モデルをもちい
た尿路閉塞に対する胎児治療の
有効性について

2 Hideaki Sato　○Paula Murphy
◇Piotr Hajduk　◇Hajime Takayasu
Hiroaki Kitagawa　◇Prem Puri
（○University of Dublin）
（◇Our Ladys Chidrens Hospital）

Pediatric
Surgery
International

第25巻11
巻p967-
971

200901 Sonic hedgehog gene
expression in nitrofen
induced hypoplastic lungs in
mice

3 川瀬弘一　　北川博昭　　佐藤英章 小児外科 第41巻8
号p827-
829

200908 日帰り手術：２歳の男児です。
鼠径ヘルニアで手術をするので
すが、３泊４日の入院といわれ
ました。友人のお子さんは日帰
り手術だったと聞いたのです
が。

4 北川博昭　　脇坂宗親　　川瀬弘一
古田繁行

手術 63巻11号
P1621-
1626

200910 小児の虫垂切除術

5 北川博昭　　脇坂宗親　○熊木孝代
◇竜トシ子　◇井上浩子
（○6東病棟）
（◇安全管理室）

小児外科 42巻1号
5-9

201001 小児外科における医療リスクマ
ネージメントの現状

1 青葉剛史　　北川博昭　○Kevin Pringle
◇小池淳樹　　長江秀樹　□関保仁
脇坂宗親
（○オタゴ大学）
（◇診断病理学）
（□関小児病院）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 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

2 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
佐藤英章　　古田繁行

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 当院で経験したsecond
malignancy症例

3 北川博昭　　脇坂宗親　　川瀬弘一
佐藤百合子　　濱野志穂

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 大学病院における女性医師に対
する勤務への取り組み

4 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
佐藤英章　　古田繁行

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 青年期となった小児固形悪性腫
瘍術後長期生存例の問題点と対
策　当院で経験したsecond
malignancy症例

外科学（小児外科）　誌上発表

外科学（小児外科）　学会発表

外科学（小児外科）　著書
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5 Aoba T　　Kitagawa H　○Koike J
◇Wakisaka M　　Furuta S　□Soneda S
（○診断病理学）
（◇Department of Pathology）
（□Department of Pediatrics）

42th Annual
Meeting of
Pacific
Association of
Pediatric
Surgeons

200905 A neonate with
nesidioblastosis associated
with persistent fetal
histology: Association of
the pathological findings
with SUR1 germ line
mutation.

6 Furuta S　○Kojima K　○Kodama S
○Paz AC　　Kitagawa H　○Vacanti CA
（○Brigham and Women's Hospital,
Harvard Medical School）

42th Annual
Meeting of
Pacific
Association of
Pediatric
Surgeons

200905 Tissue engineered adrenal
gland -adrenal sphere cell-

7 青葉剛史　○小池淳樹　　古田繁行
脇坂宗親　◇岩渕啓一　□田中祐吉
○高木正之　　北川博昭
（○診断病理学）
（◇北里大学医学部病理学）
（□神奈川県立こども医療センター病理
科）

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 小児腎芽腫Favorable
histologyの組織学的再検討－
改訂分類における後腎芽細胞優
位型組織像の意義－

8 新開統子　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　古田繁行　　濱野志穂
長江秀樹

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 当院における移動性精巣の経験
－手術症例を中心に－

9 島秀樹　　脇坂宗親　　古田繁行
濱野志穂　　長江秀樹　　北川博昭

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 重症心身障害児における逆流防
止術時に作成した胃瘻に伴う問
題点の検討

10 古田繁行　○小島宏司　○児玉正太
○Vacanti, Charles A
（○Brigham and Women's Hospital,
Harvard Medical School）

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 Tissue engineered adrenal
gland

11 濱野志穂　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　古田繁行　　長江秀樹
新開統子　　草刈百合子

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 ヒルシュスプルング病類縁疾患
における重症合併症の検討－長
期中心静脈栄養の限界と小腸移
殖の適応条件－

12 川瀬弘一　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　佐藤英章　　古田繁行
濱野志穂　　長江秀樹　　青葉剛史

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 肥厚性幽門狭窄症に対する臍
Sliding Window法－オリーブを
創外で把持し幽門筋切開を行う
ために－

13 Sato H　○Murphy P　◇Takayasu H
Kitagawa H　◇Puri P
（○University of Dublin, Trinity
College, Dublin, Ireland）
（◇Children's Research Center, Our
Lady's Children's Hospital, Dublin,
Ireland）

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 Sonic Hedgehog Gene
Expression in Nitrofen
Induced Hypoplastic Lungs in
Mice.
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14 Kitagawa H　　Wakisaka M　○Taira Y
Shima H　　Furuta S　　Hamano S
Nagae H　　Aoba T　◇Kawaguchi F
（○Department of Emergency and
Critical care）
（◇栗木台川口クリニック）

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 Thoracic traumatic in
children; Review of 76
cases.

15 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
古田繁行　　濱野志穂　　長江秀樹

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 当院における小児救急への対応
－小児外科医の役割－

16 北川博昭 第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 International Session 3
Chest and Others　司会

17 川瀬弘一　　北川博昭　　佐藤英章
長江秀樹　　青葉剛史　○栗原八千代
◇土井啓司　○瀧正志　□榊原陽太郎
□田口芳雄
（○小児科学（小児科））
（◇小児科）
（□脳神経外科学）

第23回日本小児救
急医学会

200906 びたみんK欠乏性出血症による
頭蓋内出血を契機に診断された
先天性胆道拡張症の1例

18 島秀樹　　脇坂宗親　　古田繁行
○木下明俊　○近藤健介　○慶野大
◇上島巌　◇森本毅　　北川博昭
（○小児科学（小児科））
（◇放射線医学）

第45回日本小児放
射線学会

200906 陰嚢部横紋筋肉の破裂に対し
IVRで救命できた１例

19 古田繁行　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　濱野志穂　　青葉剛史
○栗本典昭
（○外科学（呼吸器外科））

第36回日本小児内
視鏡研究会

200907 気管支用細経超音波で診断し得
た先天性食道狭窄症の１例

20 古田繁行　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　濱野志穂　　青葉剛史
○川口文夫
（○栗木台川口クリニック）

第36回日本小児内
視鏡研究会

200907 稀な小児アニサキス症の1例

21 青葉剛史　○正木宏　○伊東祐順
○有馬正貴　◇吉馴亮子　□五十嵐豪
□井槌慎一郎　○堀内勁　　北川博昭
（○高度新生児医療センター）
（◇小児科学（新生児））
（□産婦人科学（産科））

第45回日本周産
期･新生児医学会
総会

200907 胎児診断された両側多嚢胞腎の
１例

22 ○八木香　　島秀樹　　脇坂宗親
吉田繁之　　濱野志穂　　青葉剛史
○岡野美紀　○大山彗　○栗原毅
北川博昭
（○臨床研修センター）

第57回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200907 奇形腫を伴ったHuman Tailの一
例

23 島秀樹　　脇坂宗親　　古田繁行
濱野志穂　　長江秀樹　　北川博昭

第32回日本膵･胆
管合流異常研究会

200908 術前膵仮性嚢胞を形成した先天
性胆道拡張症の１例

24 北川博昭 神奈川県内科医学
会第34回臨床医学
研修講座

200909 大学病院における医療安全管理
室の役割
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25 ○吉岡まき　○中澤龍斗　○宮野佐哲
○力石辰也　◇斉藤陽　◇生駒雅昭
島秀樹　　北川博昭
（○腎泌尿器外科学）
（◇小児科学（小児科））

第18回日本小児泌
尿器科学会総会

200910 出生前診断による泌尿器科疾患
の検討

26 ○勝間忍　　島秀樹　○渡鍋久美子
◇佐藤美緒　□山崎桂　△坂本美樹
◇荻原由貴　◇高城友之　　脇坂宗親
○熊木孝代　　北川博昭
（○6東病棟）
（◇5東病棟）
（□手術室）
（△麻酔科学）

第20回日本小児外
科QOL研究会

200910 手術室見学ツアー実施が周手術
期の子どもに与える影響～フェ
イススケールを用いた客観的行
動評価から～

27 島秀樹 第44回日本小児外
科学会関東甲信越
地方会

200910 座長　腹部（４）

28 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　○木下明俊　○近藤健介
○慶野大　○大山亮
（○小児科学（小児科））

第44回日本小児外
科学会関東甲信越
地方会

200910 頚部・咽後膿瘍と肺膿瘍を形成
した慢性肉芽腫の１例

29 長江秀樹 第20回日本小児呼
吸器外科研究会

200910 喉頭気管分離術後腕頭動脈瘻の
検討

30 濱野志穂　　脇坂宗親　　新開統子
草刈百合子　　島秀樹　　古田繁行
青葉剛史　　北川博昭　○安藤幸二
○望月篤
（○外科学（呼吸器外科））

第20回日本小児呼
吸器外科研究会

200910 当院における小児自然気胸の臨
床的検討

31 北川博昭 第29回日本小児内
視鏡外科･手術手
技研究会

200910 座長　　頚部・気管・気道

32 川瀬弘一　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　佐藤英章　　古田繁行
濱野志穂　　長江秀樹　　青葉剛史

第29回日本小児内
視鏡外科･手術手
技研究会

200910 巨大臍ヘルニアに対する臍形成
術の比較

33 古田繁行　　北川博昭　　川瀬弘一
脇坂宗親　　新開統子　　島秀樹
佐藤英章　　濱野志穂　　青葉剛史

第29回日本小児内
視鏡外科･手術手
技研究会

200910 腫瘤形成性虫垂炎に対する
interval appendectomyの有用
性と限界

34 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
新開統子　　古田繁行　　濱野志穂
青葉剛史

第14回日本小児外
科漢方研究会

200910 重症心身障害児における半夏厚
朴湯の有用性

35 佐藤英章　　北川博昭　　川瀬弘一
脇坂宗親　　新開統子　　島秀樹
古田繁行　　濱野志穂　　青葉剛史

第25回日本小児外
科学会秋季ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200910 鎖肛術後粘膜脱に対する
Millard's Flapの功罪
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36 青葉剛史　○正木宏　◇五十嵐豪
◇井槌慎一郎　　濱野志穂　　古田繁行
島秀樹　　脇坂宗親　　北川博昭
（○小児科学（新生児））
（◇産婦人科学（産科））

第7回日本胎児治
療学会学術集会

200911 胎児診断された両側多囊腎の1
例

37 青葉剛史　　北川博昭　○Kevin Pringle
◇小池淳樹　□北島一樹
○Jane Zuccollo
（○オタゴ大学）
（◇診断病理学）
（□小児科）

第7回日本胎児治
療学会学術集会

200911 Preliminary report; 羊胎仔尿
路閉塞モデルと急性尿細管壊死
（ATN）の関連性

38 脇坂宗親　　北川博昭　　古田繁行
濱野志穂　○木下明俊　○近藤健介
○中田幸之介
（○小児科学（小児科））

第25回日本小児が
ん学会

200911 当施設で無治療経過観察を行っ
た神経芽腫マススクリーニング
症例の追跡結果

39 ○武藤真二　◇長江千愛　◇山下敦己
□庄司朋子　◇慶野大　◇近藤健介
◇木下明俊　　北川博昭　◇瀧正志
（○小児科学（新生児））
（◇小児科学（小児科））
（□西部病院小児科）

第51回日本小児血
液学会

200911 貧血あるいは血小板減少を契機
に診断されたHelicobactor
pylori感染の小児例の検討

40 青葉剛史　○小池淳樹　　濱野志穂
古田繁行　　島秀樹　　脇坂宗親
○高木正之　　北川博昭
（○診断病理学）

第25回日本小児が
ん学会

200911 治療抵抗性腎芽腫の2例：腎腫
瘍改訂分類における後腎芽細胞
優位型腎芽腫の予後は？

41 古田繁行　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　濱野志穂　　青葉剛史
○木下明俊　○近藤健介　○大山亮
○慶野大　◇高木正之　◇有泉泰
□五味弘道　△船窪正勝　□小川普久
（○小児科学（小児科））
（◇診断病理学）
（□放射線医学）
（△救急医学）

第25回日本小児が
ん学会

200911 動脈塞栓術後外陰部を含めて腫
瘍を摘出しえた巨大傍精巣横紋
筋肉腫の1例

42 北川博昭 第25回日本小児が
ん学会

200911 座長　　ポスター　まれな腫瘍
など４

43 ○真鍋周太郎　　島秀樹　　北川博昭
脇坂宗親　　古田繁行　　濱野志穂
青葉剛史　◇唐沢久美子　□福田美穂
（○臨床研修センター）
（◇小児科）
（□小児科学（小児科））

第58回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200912 喉頭気管分離術と腕頭動脈切離
術を同時に施行した重症心身障
害児の1例

44 古田繁行　　北川博昭　　川瀬弘一
脇坂宗親　　新開統子　　島秀樹
佐藤英章　　濱野志穂

第126回神奈川県
臨床外科医学会集
談会

200912 小児腫瘤形成性虫垂炎に対する
Interval Appendectomy(IA)の
経験

45 佐藤英章 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会

200912 食道閉鎖症モデルマウスにおけ
る責任遺伝子発現様式の3次元
解析
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46 青葉剛史　　古田繁行　　北川博昭
脇坂宗親　　島秀樹　　濱野志穂
青葉剛史　○木下明俊　○近藤健介
○大山亮
（○小児科学（小児科））

第10回JRSG研究会 201001 中間リスクプロトコールを脱落
した巨大傍精巣RMSの治療経験

47 Kitagawa H　　Wakisaka M　　Shima H
Furuta S　　Hamano S　　Aoba T
Sato H　　Kawase　H

The 22nd
Congress of the
Asian
Association of
Pediatric
Surgeons

201002 Treatment strategy for
subglottic stenosis in
children

48 Shima H　　Wakisaka M　　Furuta S
Hamano S　　Aoba T　　Kitagawa H

The 22nd
Congress of the
Asian
Association of
Pediatric
Surgeons

201002 The usefullness of
Laryngotracheal Separation
in the treatment of Severe
Motor and Intellectual
Disabilities

49 Aoba T　　Kitagawa H　○Koike J
Wakisaka M　　Hamano S　　Furuta S
Shima H
（○診断病理学）

The 22nd
Congress of the
Asian
Association of
Pediatric
Surgeons

201002 Our approach to the
Bilateral Wilms's tumor

50 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
新開統子　　古田繁行　　濱野志穂
青葉剛史

第23回日本小児脾
臓研究会

201002 手術を施行した小児外傷性脾損
傷の検討

51 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
新開統子　　古田繁行　　濱野志穂
青葉剛史　○木下明俊　○近藤健介
○大山亮
（○小児科学（小児科））

第52回神奈川小児
腫瘍研究会

201003 最近経験した巨大横紋筋肉腫の
2例－外科治療を中心に－

- 221 -



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 太田智彦　　呉文文　　小池彩華
○浅川英輝　◇小泉宏隆　□福田護
（○応用分子腫瘍学）
（◇診断病理学）
（□聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

Breast Cancer 16巻4号
268-274

200905 Contemplating
chemosenseitivity of basal-
like breast cancer based on
BRCA1 dysfunction

2 ○岩瀬弘敬　◇紅林淳一　□津田均
太田智彦　△黒住昌史　▽宮本和明
○山本豊　☆岩瀬拓士
（○熊本大学乳腺・内分泌外科）
（◇川崎医科大学乳腺甲状腺外科）
（□国立がんセンター中央病院病理科）
（△埼玉がんセンター病理診断科）
（▽呉医療センター中国がんセンター外
科）
（☆癌研有明病院乳腺科）

Breast Cancer 17巻2号
118-121

200905 Clinicopathological analyses
of triple negative breast
cancer using surveillance
data from the Registration
Committee of the Japanese
Breast Cancer Society

3 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　　太田智彦
○岡本恭子　□印牧義英　○中島康雄
岩谷胤生　　緒方晴樹　　太田智彦
□福田護　△前田一郎
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（△診断病理学）

日本乳癌検診学会
誌

18巻2号
176-181

200906 当院の非浸潤性乳管癌(DCIS)に
おけるマンモグラフィ(MMG)お
よび超音波(US)の仮想検診感度
の比較

4 ○土屋恭子　　緒方晴樹　　岩重玲子
小池彩華　　上島知子　◇浅川英輝
志茂新　　速水亮介　　河原太
○川本久紀　　矢吹由香里　　太田智彦
○福田護　□前田一郎
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□診断病理学）

日本癌治療学会誌 44巻2号
316

200909 癌化学療法及び放射線療法の病
理診断医の役割 術前化学療法
前検体のホルモン感受性・HER2
発現と、組織学的治療効果判定
の検討

5 ○伊藤由香　○長田貴美子　○硲真悟
○下郷裕美子　○松崎邦弘　○町島浩
◇横手薫美夫　　緒方晴樹　□高橋正和
○増原慶壮
（○薬剤部）
（◇外科学（呼吸器外科））
（□内科学（血液・腫瘍内科））

日本病院薬剤師会
雑誌

45巻7号
925-929

200907 薬剤師によるがん化学療法の説
明に対する患者の評価と評価に
基づく業務の改善

6 ○前田一郎　　福島美由紀　　草苅宏有
星川咲子　　生澤竜　　安田玲子
志茂新　　緒方晴樹　　福田護
○高木正之
（○診断病理学）

日本臨床細胞学会
雑誌

49巻
Suppl.18
6

201003 穿刺生検の普及と乳腺穿刺吸引
細胞診　その有用性の再検討
穿刺吸引細胞診の「検体不適
性」と「鑑別困難」

外科学（乳腺・内分泌外科）　誌上発表
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7 ○浅川英輝　◇小泉宏隆　　小池彩華
◇高橋真紀子　　呉文文　□岩瀬弘敬
△福田護　　太田智彦
（○応用分子腫瘍学）
（◇診断病理学）
（□熊本大学乳腺・内分泌外科）
（△聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

Breast Cancer
Research

12(2):17 201003 Prediction of breast cancer
sensitivity to neoadjuvant
chemotherapy based on status
of DNA damage repair
proteins

1 太田智彦　　小池彩華　○浅川英輝
◇福田護
（○応用分子腫瘍学）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 BRCA1機能不全をtargetにした
乳癌の化学療法

2 呉文文　　佐藤工　　小池彩華
○西川裕之　◇小泉宏隆
□Ashok R. Venkitaraman　　太田智彦
（○大学院附属研究施設）
（◇診断病理学）
（□The Medical Research Council Cancer
Cell Unit, Hutchison/MRC Research
Centre）

fifth Cold
Spring Harbor
meeting on The
Ubiquitin Family

200904 The E3 ligase activity of
HERC2 regulates BRCA1-
mediated G2/M checkpoint
function independent of
BARD1

3 小池彩華　　呉文文　○西川裕之
太田智彦
（○大学院附属研究施設）

fifth Cold
Spring Harbor
meeting on The
Ubiquitin Family

200904 Regulation of nucleophosmin
by BRCA1 E3 ubiquitin ligase

4 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

あけぼの神奈川公
開講演会

200904 福田護先生の講演・相談会

5 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 サージカルフォーラム（71）
「乳がん手術1」司会

6 ○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
□前田一郎
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□診断病理学）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 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

外科学（乳腺・内分泌外科）　学会発表
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7 ○浅川英輝　　太田智彦　　小池彩華
◇小泉宏隆　◇高木正之　□福田護
（○応用分子腫瘍学）
（◇診断病理学）
（□聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第109回日本外科
学会定期学術集会

200904 術前化学療法効果予測因子とし
ての乳癌細胞核内Rad 51 foci
形成の検討

8 西川徹　○片山真史　○神尾浩司
◇朝野隆之　○小森山広幸　□島田直樹
□安田玲子　△小泉宏隆　　矢吹由香里
緒方晴樹　▽福田護
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇西部病院一般外科）
（□西部病院病院病理部）
（△診断病理学）
（▽聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第21回日本内分泌
外科学会総会

200905 甲状腺穿刺吸引細胞診における
迅速染色の有用性

9 ○白英　　河原太　　志茂新　　上島知子
○土屋恭子　◇浅川英輝　　速水亮介
岩重玲子　○川本久紀　　矢吹由香里
緒方晴樹　　太田智彦　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 豊胸術後乳癌の1例

10 西川徹　　速水亮介　○住吉賢　○花井彰
○小森山広幸　◇福田護
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 乳癌終末期患者における在宅緩
和ケアクリニックとの関わり

11 ○川本久紀　○土屋恭子　○印牧義英
○新明裕子　○長谷川雅子　○今井陽子
小池彩華　　上島知子　　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
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 聖マリアンナ医科大学附属研究
所ブレスト＆イメージング先端
医療センター附属クリニックに
おけるチーム医療

12 緒方晴樹　　小池彩華　　上島知子
○浅川英輝　　志茂新　　速水亮介
河原太　◇川本久紀　　矢吹由香里
太田智彦　◇福田護　◇印牧義英
□前田一郎
（○応用分子腫瘍学）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（□診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 非浸潤性乳管癌を疑う症例に対
する過小診断に陥らないための
工夫
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13 ○土屋恭子　　緒方晴樹　　小池彩華
上島知子　◇浅川英輝　　志茂新
速水亮介　○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
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 術前化学療法(NAC)後の
Pathological CR (pCR) 症例に
おける組織学的検討

14 ○浅川英輝　　呉文文　　小池彩華
◇福田護　□小泉宏隆　　太田智彦
（○応用分子腫瘍学）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（□診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 術前化学療法効果予測因子とし
てのBRCA1径路発現の検討

15 ○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17回日本乳癌学
会学術総会

200907 班研究報告2　2007年度　最終
報告「Triple negative 乳癌の
生物学的特徴と治療法に関する
研究

16 太田智彦 第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 口演11「予後因子（4）」座長

17 矢吹由香里　　緒方晴樹　○白英
◇浅川英輝　　速水亮介　　河原太
太田智彦　○福田護　□岡崎寛子
□中島康雄　△前田一郎　△田所衛
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□放射線医学）
（△診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 針生検にて診断し、ステロイド
投与が著効した肉芽腫性乳腺炎
の1例

18 志茂新　○白英　　岩重玲子　　小池彩華
吉岡知子　○土屋恭子　◇浅川英輝
速水亮介　○新明裕子　　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
△岡本恭子　○印牧義英　△中島康雄
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□診断病理学）
（△放射線医学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 当院における男性乳癌の治療計
画及び治療効果の検討

19 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 特別報告「患者さんのための乳
がん診療ガイドライン」司会
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20 ○岡山慶子　◇長谷川雅子　○廣瀬瑞穂
□中谷牧子　○高島元子　○中島梓
△川上善郎　◇福田護
（○NPO法人キャンサーリボンズ）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（□朝日エル）
（△成城大学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 容貌に関するサポートが、乳が
ん患者を中心とした女性がん患
者の心の変化に及ぼす影響

21 ○田島信哉　◇前田一郎　□印牧義英
○岡本恭子　○嶋本裕　○岡崎寛子
○中島康雄　　緒方晴樹　□福田護
◇高木正之
（○放射線医学）
（◇診断病理学）
（□聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 E-DCISおよびintraductal
papillomaの鑑別に関する組織
化学的検討

22 ○前田一郎　◇田島信哉　　緒方晴樹
太田智彦　□福田護　□印牧義英
◇中島康雄　○高木正之
（○診断病理学）
（◇放射線医学）
（□聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 Endocrine DCISと乳管内乳頭腫
の鑑別におけるサイトケラチン
5/6，14，34βE12の有用性

23 小池彩華　○浅川英輝　　呉文文
◇福田護　　太田智彦
（○応用分子腫瘍学）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 BRCA1によるDNA損傷修復機構の
解析

24 岩重玲子　　小池彩華　　河原太
上島知子　○土屋恭子　○川本久紀
矢吹由香里　　緒方晴樹　　太田智彦
◇中島康雄　□前田一郎　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 当院における管状癌4例の検討

25 上島知子　○川本久紀　　矢吹由香里
緒方晴樹　　太田智彦　○福田護
◇前田一郎
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 切除生検で悪性腫瘍だったが追
加切除を施行しなかった症例の
検討

26 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 ランチョンセミナー15司会
「Reducing Bio-Mechanical
and Associated Complications
with Breast Reconstruction
Procedures.（乳房再建術に伴
う生体力学的合併症および関連
合併症の緩和）」
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27 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　□前田一郎
太田智彦　△印牧義英　○岡本恭子
○嶋本裕　　矢吹由香里　△川本久紀
河原太　　緒方晴樹　　太田智彦
△福田護　○中島康雄
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□診断病理学）
（△聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 ステレオガイド下マンモトーム
生検(MMT)検体の超音波(US)に
よる微細石灰化描出能の検討

28 太田智彦 第19回乳癌基礎研
究会

200907 乳癌の化学療法感受性とBRCA1

29 西川徹 西部医療圏 乳癌
連携ﾈｯﾄﾜｰｸ研究会

200907 セッション1：「各病院の乳腺
外科紹介」

30 ○鈴木沙里　○三浦和裕　○浅野孝太
岩重玲子　○上原悠也　○瀬上航平
○片桐秀元　○須田直史　○田中一郎
○大坪穀人　◇高橋秀明
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

第814回外科集談
会

200907 原発性硬化性胆管炎の長期生存
中に出血を契機に発見された胃
癌の1例

31 西川徹 女性の皆さん健康
について考えてみ
ませんか?

200907 「乳がんおよび乳がん検診につ
いて」

32 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第18回日本乳癌画
像研究会ｾﾐﾅｰ

200907 乳癌診療・検診の未来

33 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

富山県保健所乳が
んｾﾐﾅｰ

200909 乳がんを早く見つけてきれいに
治す～私達のとりくみ～

34 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第10回よこはま乳
癌ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200910 開会のご挨拶

35 緒方晴樹 第10回よこはま乳
癌ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200910 テーマ2「Evolutionから
Revolutionへ～がん治療の最前
線～」座長

36 太田智彦 Breast Cancer
Education TV
Seminar

200910 【BRCA1の機能不全を標的とし
た乳癌の化学療法～プラチナ、
PARP阻害剤など～】

37 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

町田市講演会 200910 大切なあなたのために…知って
おきたい乳がんのこと
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38 ○土屋恭子
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 術前化学療法前検体のホルモン
感受性・HER2発現と、組織学的
治療効果判定の検討

39 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

川崎西法人会女性
部会研修会

200910 乳がんに関するお話し

40 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第1回神奈川乳が
ん検診懇話会

200910 乳がん検診の現状と今後の展望

41 本田朱麗　○山田恭司　○金子英彰
○戸部直孝　○濱谷昌弘　○川嶋八也
○本庄広大　◇園部智子　□横手薫美夫
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇川崎市立多摩病院外科）
（□外科学（呼吸器外科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 Bilayer patch device（PHS
法）を用いて修復した腰ヘルニ
アの一例

42 志茂新　　岩重玲子　　小池彩華
上島知子　　速水亮介　　河原太
矢吹由香里　○川本久紀　　緒方晴樹
○福田護　◇前田一郎
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇診断病理学）

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 腋窩リンパ節転移を認めた
Ductal carcinoma in situ
(DCIS)の1例

43 西川徹　○黒屋進悟　◇京井玲奈
◇片山真史　◇神尾浩司　◇石井将光
◇住吉賢　○朝野隆之　◇花井彰
◇田中圭一　◇小森山広幸　　速水亮介
緒方晴樹
（○西部病院一般外科）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第71回日本臨床外
科学会総会

200911 画像検査において悪性所見を呈
する、乳腺に発生した顆粒細胞
腫の2症例

44 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第47回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200911 モーニングセミナー：乳がんの
対策型および任意型検診に現状
と今後

45 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 特別講演2：座長「乳腺外科医
としてのランニングをほぼ走り
終えて

46 速水亮介　　緒方晴樹　　岩重玲子
小池彩華　　上島知子　○土屋恭子
本田朱麗　◇浅川英輝　　志茂新
河原太　　西川徹　○川本久紀
矢吹由香里　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 神奈川県における平成20年度乳
癌集団検診の実施状況

- 228 -



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

47 ○福田護　◇森本忠興　□大内憲明
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇日本乳癌検診学会 前理事長）
（□東北大学大学院医学系研究科腫瘍外科
学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 鼎談：乳癌検診の過去、現在、
未来

48 ○岩田広治　◇中村清吾　□戸井雅和
△大野真司　▽田中完児　☆渡辺亨
◎遠藤登喜子　※大内憲明　*1福田護
（○愛知県立がんセンター中央病院乳腺
科）
（◇聖路加国際病院乳腺外科）
（□京都大学大学院医学研究科外科乳腺
科）
（△国立病院機構九州がんセンター乳腺
科）
（▽リボン・ロゼ田中寛児乳腺クリニッ
ク）
（☆浜松オンコロジーセンター）
（◎国立病院機構名古屋医療センター放射
線科）
（※東北大学大学院医学系研究科外科病態
学講座腫瘍外科）
（*1聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 乳癌検診受診率向上のためのピ
ンクリボンイベントの効果

49 ○島田菜穂子　◇野末悦子　□霞富士雄
△福田護　◇高木富美子　◇岸まゆみ
◇木場律子
（○ピンクリボンブレストケアクリニック
表参道）
（◇特定非営利活動法人乳房健康研究会）
（□特定非営利活動法人乳房研究会・順天
堂大学乳腺科）
（△聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 「一般女性の意識・行動調査分
析による受診者パターン分類と
乳がん検診受診率向上への考察

50 ○野末悦子　◇霞富士雄　□福田護
△島田菜穂子　△高木富美子　△岸まゆみ
（○コスモス女性クリニック・特定非営利
活動法人乳房研究会）
（◇特定非営利活動法人乳房健康研究会・
順天堂大学医学部附属医院乳腺センター）
（□聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（△特定非営利活動法人乳房研究会）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 産婦人科における乳がん検診及
び啓発活動～乳がん検診受診率
50％をめざして

51 ○川本久紀　○土屋恭子　○白英
○都築麻紀子　　上島知子　○印牧義英
○市瀬雅寿　○前里美和子　○小川優理
○鷹島由紀　○佐藤光也　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 超音波ガイド下吸引式乳房組織
生検システム(vacora)を用いた
乳房内微細石灰化および腫瘤の
採取方法の検討
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52 ○鷹島由紀　○小川優理　○前里美和子
○印牧義英　○川本久紀　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 当院における乳がん発見率向上
への取り組み1

53 速水亮介　　緒方晴樹　　岩重玲子
小池彩華　　上島知子　○土屋恭子
本田朱麗　◇浅川英輝　　志茂新
河原太　　西川徹　○川本久紀
矢吹由香里　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 神奈川県における平成20年度乳
癌集団検診の実施状況

54 ○前里美和子　○鷹島由紀　○小川優理
○印牧義英　○川本久紀　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 当院における乳がん発見率向上
への取り組み2

55 ○後藤由香　○大矢慶美　○大橋冬美
◇前里美和子　□岡崎寛子　　矢吹由香里
□嶋本裕　□岡本恭子　◇印牧義英
□中島康雄　◇福田護
（○画像センター）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（□放射線医学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 当院におけるマンモトーム生検
（MMT)の実績ーMMT不可能症例
の検討ー

56 ○岡崎寛子　◇印牧義英　　矢吹由香里
○奥田逸子　○岡本恭子　○嶋本裕
□後藤由香　□大橋冬美　□大矢慶美
◇前里美和子　△前田一郎　　緒方晴樹
太田智彦　◇福田護　○中島康雄
（○放射線医学）
（◇聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（□画像センター）
（△診断病理学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 当院におけるマンモトーム生検
（MMT)の実状ーマンモグラフィ
（MMG)の石灰化所見と病理診断
の対比ー

57 上島知子　○土屋恭子　　志茂新
速水亮介　　河原太　○川本久紀
緒方晴樹　○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 マンモグラフィのみで所見が
あった非浸潤性乳管癌の1例

58 河原太　　岩重玲子　　小池彩華
上島知子　○土屋恭子　　本田朱麗
◇浅川英輝　　志茂新　　速水亮介
○川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　○福田護　□前田一郎
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□診断病理学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 乳腺非浸潤性アポクリン癌の1
例ー本邦報告例の考察と併せ
てー
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59 志茂新　　岩重玲子　　小池彩華
上島知子　○土屋恭子　◇浅川英輝
速水亮介　　本田朱麗　　緒方晴樹
□前田一郎
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）
（◇応用分子腫瘍学）
（□診断病理学）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 乳癌検診で発見され、センチネ
ルリンパ節生検を施行した副乳
癌の1例

60 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第19回日本乳癌検
診学会総会

200911 ランチョンセミナー5
これからの乳癌診療に向けての
取り組み～独立型大学附属ブレ
スト＆イメージングセンターの
経験～

61 ○磯貝一成　○伊藤由香　○篠田紘子
緒方晴樹　◇新井達広　○増原慶壮
（○薬剤部）
（◇外科学（消化器・一般外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第58回学
術集会

200912 支持療法に対するアンケート調
査

62 ○清川智史　◇小林慎二郎　□野田顕義
岩重玲子　◇浜辺太郎　◇亀井奈津子
◇上原悠也　◇諏訪敏之　◇片桐秀元
◇小泉哲　◇朝倉武士　◇中野浩
◇大坪穀人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□内科学（血液・腫瘍内科））

第58回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200912 保存的治療で軽快した外傷性十
二指腸壁内血腫の1例

63 太田智彦 第58回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200912 特別講演司会

64 ○磯貝一成　○伊藤由香　○篠田紘子
緒方晴樹　◇新井達広　○増原慶壮
（○薬剤部）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第58回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200912 支持療法に対するアンケート調
査

65 西川徹 第126回神奈川県
臨床外科医学会集
談会

200912 セッション7座長

66 ○小山亮太　◇片山真史　◇京井玲奈
◇神尾浩司　◇石井将光　○朝野隆之
◇住吉賢　　西川徹　◇田中圭一
◇花井彰　◇小森山広幸　□千川昌弘
◇大坪穀人
（○西部病院一般外科）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□西部病院病理部）

第126回神奈川県
臨床外科医学会集
談会

200912 Castleman病と鑑別を要した肝
細胞癌の孤立性傍大動脈リンパ
節転移の1例

67 岩重玲子　○小林慎二郎　○亀井奈津子
○上原悠也　◇野田顕義　○片桐秀元
○諏訪敏之　○小泉哲　○朝倉武士
○中野浩　□有泉泰　□小池淳樹
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□診断病理学）

第126回神奈川県
臨床外科医学会集
談会

200912 膵癌を要したautoimmune
pancreatitisの1例
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68 ○大坪穀人　○本庄広大　◇松澤文乃
□園部智子　　本田朱麗　○川嶋八也
○濱谷昌弘　○戸部直孝　○金子英彰
△横手薫美夫　○山田恭司　○大坪穀人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇多摩病院外科）
（□川崎市立多摩病院外科）
（△外科学（呼吸器外科））

第126回神奈川県
臨床外科医学会集
談会

200912 最近経験した小腸癌の2例

69 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

川崎市外科医会学
術講演会

201002 乳癌の検診・診断・治療の最新
動向

70 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

医療･健康ｾﾐﾅｰ が
んと向き合う

201003 みんなで支えあう、これからの
「がんケアネットワーク」のあ
り方とは

71 ○福田護
（○聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレ
スト&イメージング先端医療センター附属ク
リニック）

第16回日本産婦人
科乳癌学会

201003 特別講演：これからの乳がん検
診と乳癌治療ー乳がん検診にお
ける産婦人科医の関与ー
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1 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

Neurosurgery NOW
No.7 低侵襲時代
の頭蓋底手術 -過
度な露出をさける
ために-

P.134～
151

200908 Ⅱ．基本的到達法　Extended
transsphenoidal approach

2 ○田中雄一郎　　内田将司　　水庭宜隆
和久井大輔　　鈴木由布　　吉田泰之
伊藤英道　　平本準　　森嶋啓之
橋本卓雄　◇酒井圭一　◇本郷一博
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇信州大学医学部脳神経外科）

脳腫瘍の外科 -
Multimodality 時
代の脳腫瘍の外科
-

P.112～
117

200910 経シルビウス裂アプローチ
（TSA）における静脈剥離の工
夫　－トルコ鞍部腫瘍に対する
拡大TSA－

3 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

下垂体腫瘍のすべ
て

P.374～
378

200910 下垂体腫瘍の治療VIII　G.経蝶
型骨手術の合併症

4 小野元 腎移植のすべて P.29～33 200911 腎移植登録の実際とそのシステ
ム　献腎移植ドナーの適応と管
理（脳死と心停止）

5 小野元 腎移植のすべて P.52～53 200911 グリーフケアの意義

6 ○田中雄一郎　◇小林茂昭
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇相澤病院脳神経外科）

内科学症例図説 P.543～
544

200911 １２．神経疾患　(14)くも膜下
出血

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
正常圧水頭症の疫
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.30 201003 正常圧水頭症の疫学・病態と治
療に関する研究

1 榊原陽太郎　　田口芳雄　　松森隆史
中村歩希　　中山博文　　小野寺英孝

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 37(2)P.1
33～140

200904 80歳以上高齢者破裂脳動脈瘤患
者の治療予後

2 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

月刊ﾅｰｼﾝｸﾞ4月増
刊号 脳･神経･脊
髄ｲﾗｽﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ

29(5)P.6
2～63

200904 脳・脊髄系の疾患　髄膜腫

3 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

月刊ﾅｰｼﾝｸﾞ4月増
刊号 脳･神経･脊
髄ｲﾗｽﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ

29(5)P.6
6～68

200904 脳・脊髄系の疾患　神経鞘腫

4 ○田中雄一郎　◇徳重一雄　□本郷一博
△小林茂昭
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇小諸厚生総合病院）
（□信州大学医学部脳神経外科）
（△相澤病院脳神経外科）

脳卒中の外 37(2)P.1
33～136

200905 両側上下下垂体動脈瘤閉塞で視
障害を生じたと考えられる2症
例

脳神経外科学　誌上発表

脳神経外科学　著書

実験動物飼育管理研究施設

7
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5 鈴木由布　　田中克之　○根岸大輔
○清水万紀子　　吉田泰之　　橋本卓雄
○山崎浩史
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

Neurol Med Chir
(Tokyo)

49(5)P.1
93～197

200905 Pharmacokinetic
Investigation of Increased
Efficacy Against Maligant
Gliomas of Carboplatin
Combined with Hyperbaric
Oxygenation.

6 ○植松悟子　◇清水直樹　○安炳文
○尾崎由佳　○唐木千晶　○北岡昭一郎
○黒澤茶々　○黒澤寛史　○長井孝二郎
○新田雅彦　○濱口正道　　平本準
◇上村克徳
（○国立成育医療センター総合診療部救急
診療科）
（◇国立成育医療センター手術集中治療
部）

日小児会誌 113(6)p.
945～953

200906 小児軽症頭部外傷と画像検査に
関する研究

7 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
○関一平　○中澤暁雄
（○救急医学）

新薬と臨床 58(6)P.1
061～
1067

200906 重症くも膜下出血におけるシべ
レスタットナトリウム（エス
ポール®）の効果

8 森嶋啓之　　伊藤英道　　古屋優
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

Geriatric
Neurosurgery

21P.51～
56

200907 高齢者の破裂脳動脈瘤に対する
コイル塞栓術とクリッピング術

9 小野元 第42回日本臨床腎
移植学会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
2

P.7 200907 献腎移植ドナーをめぐる諸問題

10 橋本卓雄 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 特集増刊
号P.31～
35

200907 臨床医学教育の現状と課題：脳
神経外科学　－脳神経外科学後
期研修プログラムを中心に－

11 小野元　○中村晴美　◇秋山政人
□高橋公太　△島秀樹　△北川博昭
▽力石辰也
（○移植支援室）
（◇財団法人新潟県臓器移植推進財団）
（□新潟大学腎泌尿器病態学）
（△外科学（小児外科））
（▽腎泌尿器外科学）

今日の移植 22(5)P.9
71～974

200909 誤嚥・窒息による心肺停止後の
蘇生後脳症から臨床的脳死状態
に陥った11歳の男児からの献
腎・献眼提供症例

12 ○酒井圭一　○村岡尚　○八子武裕
○青山達郎　○本郷一博　◇田中雄一郎
□櫻井晃洋
（○信州大学医学部脳神経外科）
（◇脳神経外科学（脳卒中））
（□信州大学医学部遺伝医学・予防医学）

日内分泌会誌 85
Suppl.
P.124～
126

200910 多発性内分泌腫瘍Ⅰ型に伴う下
垂体腺腫の手術治療経験

13 橋本卓雄　　吉田泰之 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 37(6)P.4
47～452

200912 悪性神経膠腫の診断・治療の最
前線
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14 中村歩希　○田中俊英　◇檜山孝美
◇大久保信治　◇工藤忠　◇小林博雄
□小田中美恵子
（○慈恵会医科大学付属柏病院脳神経外
科）
（◇石岡循環器科脳神経外科学病院）
（□診断病理学）

Neurol Med Chir
(Tokyo)

50(1)P.4
1～44

201001 Subarachnoid Hemorrhage
Caused by Ruptured
Dissecting Aneurysm Arising
From the Extracranial Distal
Posterior Inferior
Cerebellar Artery -Case
Report-

水庭宜隆　○三好洋　◇佐々木千鶴子
□高橋清文　△田中雄一郎　○中島秀喜
橋本卓雄
（○微生物学）
（◇大学院電子顕微鏡研究施設）
（□神経精神科学）
（△脳神経外科学（脳卒中））

脳卒中 32(1)P.4
8～54

201001 ラットを用いた脳動脈瘤初期発
生段階におけるMMP-2,-9の解析

16 榊原陽太郎　　田口芳雄　　内田一好
中山博文

Neurol Surg 38(3)P.2
87～290

201003 片頭痛様発作で発症した海綿状
血管腫の1例

17 中村歩希　　小野寺英孝　　松森隆史
中山博文　　榊原陽太郎　　田口芳雄

脳卒中の外 8(2)P.11
9～123

201003 破裂前交通動脈瘤クリッピング
術3日後にアプローチと反対側
に sylvian hematoma が増大し
た1例

18 ○吉野茂　　小野元
（○安全管理室）

危機と管理 41 P.69
～77

201003 臓器移植法改正をめぐるソー
シャル・リスクマネジメント

1 鈴木由布　　吉田泰之　　田中克之
○有泉泰　○田所衛　◇田中雄一郎
橋本卓雄
（○診断病理学）
（◇脳神経外科学（脳卒中））

第108回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200904 頭蓋外多発遠融転移をきたした
膠芽腫の1例

2 内田将司　　小野元　　干川芳弘
田中克之　○相田芳夫
（○診断病理学）

第108回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200904 診断に至らなかった頭蓋内腫瘍
の1例

3 中村歩希　　榊原陽太郎　　小野寺英孝
松森隆史　　中山博文　　田口芳雄

第108回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200904 くも膜下出血クリッピング術後
に反対側 sylvian hematoma が
増大した1例

4 中村歩希　○工藤忠　○大久保信治
○小林博雄
（○石岡循環器科脳神経外科学病院）

第18回脳神経外科
手術と機器学会
CNTT

200904 腰部脊柱管狭窄症における棘突
起縦割式除圧術の工夫

5 橋本卓雄 神奈川県臨床整形
外科医会第107回
学術講演会

200905 頭部外傷　－軽・中等部外傷の
日常診療の問題点－

6 小野元　　吉田泰之　　平本準
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第22回多摩脊椎脊
髄ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

200905 当院における低髄液圧症候群症
例の治療選択と問題点

電子顕微鏡研究施設

15

脳神経外科学　学会発表
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7 中村歩希　○工藤忠　○大久保信治
○小林博雄
（○石岡循環器科脳神経外科学病院）

第24回日本脊髄外
科学会

200905 棘突起縦割式除圧術の工夫

8 ○田中雄一郎　　吉田泰之　　平本準
◇坂本辰夫　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇町田病院）

第18回日本聴神経
腫瘍研究会

200906 高位頸静脈球症例における内耳
道開放

9 小野元　○島秀樹　○北川博昭
◇中村晴美　□力石辰也　□佐々木秀郎
□中澤龍斗　□佐藤雄一
（○外科学（小児外科））
（◇移植支援室）
（□腎泌尿器外科学）

第19回新潟移植再
生研究会

200906 誤嚥・窒息による心肺停止後の
蘇生後脳症から臨床的脳死状態
に陥った11歳男児からの献腎・
献眼症例

10 小野元 第22回日本脳死･
脳蘇生学総会学術
集会

200906 脳死のメカニズムと脳死判定の
ポイント

11 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

第21回日本頭蓋底
外科学会

200907 聴神経腫瘍手術：内耳道開放の
分析

12 鈴木由布　○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

第9回信州脳死研
究会

200907 脳死下臓器移植例の経験　－医
師の立場から－

13 中村歩希　　内田将司　　鈴木由布
小野寺英孝　　古屋優　　田口芳雄

第25回湘南脊髄外
科研究会

200907 頚部腫瘤の一例

14 吉田泰之 第12回かながわ間
脳下垂体疾患ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽ

200907 術前頭蓋咽頭腫を疑った小児鞍
上部病変の1例

15 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

第12回かながわ間
脳下垂体疾患ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽ

200907 経蝶型骨洞手術の合併症回避の
ノウハウ

16 伊藤英道　　長島悟郎　○植田敏浩
○高田達郎　○岡田俊一　○野越慎司
○大塚快信　○渡邉裕文　○土屋敦史
○吉江智秀
（○内科学（神経内科））

第15回京浜脳神経
外科懇話会

200907 クモ膜下出血発症したACA, MCA
主幹動脈 dolichoectasia の1
例

17 古屋優　　内田将司　　鈴木由布
小野寺英孝　　中村歩希　　田口芳雄

第24回神奈川脳卒
中ﾌｫｰﾗﾑ

200907 中大脳動脈遠位部動脈瘤　－2
症例からの検討－

18 田中克之 第42回日本医学教
育学会大会

200907 本学におけるポートフォリオ評
価の課題

19 ○田中雄一郎　　水上平祐　　平本準
吉田泰之　　森嶋啓之　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第12回神奈川脳神
経外科手術手技研
究会

200909 ACoA-A1切離によるクリッピン
グが可能になったACoA動脈瘤の
2例
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20 伊藤英道　　長島悟郎　○田中雄一郎
橋本卓雄　◇植田敏浩　◇高田達郎
◇岡田俊一　◇渡邉裕文
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇内科学（神経内科））

第109回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200909 クモ膜下出血発症した脳主幹動
脈 dolichoectasia の術例

21 内田将司　　鈴木由布　　小野寺英孝
中村歩希　　古屋優　　田口芳雄

第109回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200909 Jargon失語にて発症し脳梗塞様
の画像を呈した成人男性MELAS
の1例

22 小野元　○中村晴美　◇力石辰也
□吉野茂　△秋山政人　▽高橋公太
（○移植支援室）
（◇腎泌尿器外科学）
（□医療安全管理室）
（△財団法人新潟県臓器移植推進財団）
（▽新潟大学腎泌尿器病態学）

第45回日本移植学
会総会

200909 臓器提供側の責任と課題

23 小野元　○中村晴美　◇吉野茂
□力石辰也
（○移植支援室）
（◇医療安全管理室）
（□腎泌尿器外科学）

第45回日本移植学
会総会

200909 臓器提供における費用の検討

24 中村歩希 第5回房総脊椎脊
髄手術手技研究会

200909 paraspinal tumor

25 内田将司　　中村歩希　　鈴木由布
小野寺英孝　　古屋優　　田口芳雄

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 慢性硬膜下血腫の治療例の検討
穿頭－洗浄術と穿頭－ドレナー
ジ術における再発率と在院日数
との比較

26 中山博文　○石川達哉　○山下真吾
○福井一生　○武藤達士　○引地堅太郎
○吉岡正太郎　○河合秀哉　○玉川紀之
○師井淳太　○鈴木明文　○安井信之
（○秋田県立脳血管研究センター）

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 Basal Interhemispheric
Approach における髄液漏およ
び嗅覚障害の発生について

27 小野元　○田中雄一郎　　平本準
吉田泰之　　水庭宜隆　　鈴木由布
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 臓器提供における脳神経外科医
の役割

28 ○田中雄一郎　　水庭宜隆　　和久井大輔
吉田泰之　　平本準　◇酒井圭一
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇信州大学医学部脳神経外科）

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 経蝶型骨洞手術における術後髄
液漏：拡大経蝶型骨洞手術は安
全か？

29 吉田泰之　　田中克之　　鈴木由布
平本準　○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 悪性リンパ腫のプロトンＭＲＳ
による術前診断
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30 平本準　　和久井大輔　　森嶋啓之
伊藤英道　　吉田泰之　　水庭宜隆
鈴木由布　　松森隆史　　岡村晶子
小野寺英孝　　内田将司　　古屋優
○田中雄一郎　　橋本卓雄　◇坂本辰夫
□井手路子
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇町田病院）
（□日本医科大学千葉北総病院）

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 リスクマネージメントの観点か
らみた慢性硬膜下血腫収受月の
管理

31 森嶋啓之　　伊藤英道　　和久井大輔
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 脳動脈瘤に対するコイル塞栓術
の長期成績

32 伊藤英道　　長島悟郎　　森嶋啓之
和久井大輔　　小野寺英孝　○田中雄一郎
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 末梢性脳動脈瘤に対する血管内
治療の有効性

33 中村歩希　　田口芳雄　　内田将司
鈴木由布　　小野寺英孝　　古屋優

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 前頭蓋底再建の我々の工夫

34 水庭宜隆　　和久井大輔　○田中雄一郎
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 臨界血管内圧からみた脳動脈瘤
クリップの特性　－適切なク
リップ選択のための基礎研究－

35 小野寺英孝　　古屋優　　中村歩希
内田将司　　鈴木由布　　田口芳雄
○渡辺寛之
（○渡辺クリニック）

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 dAVFに対する直建手術

36 内田一好　　古屋優　　中村歩希
内田将司　　鈴木由布　　田口芳雄
○渡辺寛之
（○渡辺クリニック）

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 硬膜動静脈瘻（ｄＡＶＦ）の診
断、経過観察における3テスラ
MIRAの有用性

37 古屋優　　中村歩希　　小野寺英孝
鈴木由布　　内田将司　　中山博文
榊原陽太郎　　田口芳雄　　橋本卓雄

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 前方循環未破裂脳動脈瘤の単一
施設における手術成績と合併症

38 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

第68回日本脳神経
外科学会学術総会

200910 上下垂体動脈と動脈瘤

39 吉田泰之　○田中雄一郎　　榊原陽太郎
平本準　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第18回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200910 Nauta type 4(?) と考えられた
前頭葉巨大嚢胞性髄膜腫の一例

40 田中克之　　吉田泰之　　鈴木由布
内田将司　　干川芳弘　　小野元
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第18回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200910 治療不適応例における化学療法
ＴＭＺ治療後再発症例を含めた
治療経験から

41 鈴木由布　　古屋優　　小野寺英孝
内田将司　　中村歩希　　田口芳雄

第18回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200910 視神経膠腫の一例
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42 田中克之 第44回日本高気圧
環境潜水医学会総
会

200911 癌治療におけるＨＢＯの期待：
悪性脳腫瘍に対する高気圧酸素
療法併用化学療法の治療効果判
定

43 鈴木由布　　吉田泰之　○田中雄一郎
◇中村晴美　　内田将司　　小野元
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇移植支援室）

第27回日本脳腫瘍
学会

200911 脳腫瘍ドナーにおける脳死移植
の問題　－78例目脳死下臓器摘
出を経験して－

44 森嶋啓之　　伊藤英道　　和久井大輔
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 嚢状脳動脈瘤に対するコイル塞
栓術の長期成績

45 伊藤英道　　長島悟郎　　森嶋啓之
和久井大輔　　小野寺英孝　○田中雄一郎
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 対側椎骨動脈アプローチを併用
した Baloon-assisted Coil
Embolization で治療した椎骨
底動脈瘤の2例

46 ○吉江智秀　○高田達郎　○土屋敦史
○渡邉裕文　○岡田俊一　　伊藤英道
○野越慎司　○大塚快信　　長島悟郎
○植田敏浩
（○内科学（神経内科））

第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 脳血管造影検査における持続還
流システムと多目的造影剤自動
注入器の有用性

47 小野寺英孝　　森嶋啓之　　伊藤英道
中村歩希　　古屋優　　鈴木由布
内田将司　　田口芳雄

第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 多発性硬膜動脈瘤瘻に対し経動
脈的塞栓術及び直達手術を行っ
た一症例

48 ○田之上哲也　◇立嶋智　　和久井大輔
◇Vinuela F.　□谷下一夫
（○慶応義塾大学大学院理工学研究科総合
デザイン工学専攻）
（◇カリフォルニア大学ロサンゼルス校放
射線学）
（□慶応義塾大学理工学部システムデザイ
ン工学科）

第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 ラビットへの誘発脳動脈瘤にお
ける血行動態と動静脈壁組織の
評価

○大森一平　　水庭宜隆　◇立嶋智
□谷下一夫
（○慶応義塾大学大学院理工学研究科総合
デザイン工学専攻）
（◇カリフォルニア大学ロサンゼルス校放
射線学）
（□慶応義塾大学理工学部システムデザイ
ン工学科）

第25回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200911 ラット誘発脳動脈瘤発生段階に
おける血流と血管壁構造の関係

50 平本準　○田中雄一郎　　松澤源志
水庭宜隆　　中村歩希　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第16回日本神経内
視鏡学会

200912 鋳型状脳室内血腫に対する神経
内視鏡術

51 吉田泰之　○田中雄一郎　　榊原陽太郎
平本準　　和久井大輔　　森嶋啓之
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第110回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200912 Nauta Type 4(?)と考えられた
前頭葉大嚢胞性髄膜腫の1例

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設

49
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52 小野寺英孝　　古屋優　　鈴木由布
中村歩希　　水庭宜隆　　田口芳雄

第110回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200912 腺様嚢胞癌に伴う多量出血に対
して内頸動脈 trapping をおこ
なった1例

53 松森隆史　　大塩恒太郎　　内田一好
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第110回日本脳神
経外科学会関東支
部会

200912 くも膜下出血にて発症した頭蓋
頚椎移行部硬膜動静脈瘻の一例

54 水庭宜隆　　和久井大輔　○田中雄一郎
橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会

200912 臨界血管内圧からみた脳動脈瘤
クリップの特性

55 ○藤井暁　○森英輝　○五十嵐義浩
○玉城瑛信　○大川修　○清水徹
◇田中雄一郎　　平本準　　橋本卓雄
□舘田武志
（○クリニカルエンジニア部）
（◇脳神経外科学（脳卒中））
（□麻酔学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第58回学術
集会

200912 脳神経外科における術中誘発電
位のモニタリング

56 吉田泰之　○田中雄一郎　　内田将司
小菅康史　　榊原陽太郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第26回白馬脳神経
外科ｾﾐﾅｰ

201002 定位生検手術により出血性脳梗
塞を来した神経膠腫の一例

57 ○田中雄一郎　　遠藤秀　　榊原陽太郎
吉田泰之　　内田将司　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第26回白馬脳神経
外科ｾﾐﾅｰ

201002 計5.7リットル出血した頭蓋
底’髄膜腫’の摘出例

58 吉田泰之　○田中雄一郎　　田中克之
鈴木由布　　内田将司　　平本準
◇今村恵子　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇放射線医学）

第33回日本脳神経
CI学会総会

201002 悪性リンパ腫のプロトンＭＲＳ
所見　～中枢神経原発リンパ腫
を中心に～

59 遠藤秀　　吉田泰之　　森嶋啓之
榊原陽太郎　○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第19回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

201002 局所アルコール注入とＰＡＬが
有用であった蝶形骨平面血管周
皮腫の一例

60 小菅康史　　平本準　　森嶋啓之
和久井大輔　○田中雄一郎　　橋本卓雄
◇小泉宏隆　◇高木正之　□諌山和男
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇診断病理学）
（□多摩脳神経外科）

第20回日本間脳下
垂体腫瘍学会

201002 短期間に増大した松果体部奇形
腫の一例

61 ○田中雄一郎
（○脳神経外科学（脳卒中））

第20回日本間脳下
垂体腫瘍学会

201002 間脳下垂体腫瘍に対する開頭術
～術式の選択・工夫・変遷～

62 小野元　○田中雄一郎　　橋本卓雄
◇箕輪良行　◇平泰彦
（○脳神経外科学（脳卒中））
（◇救急医学）

第15回日本脳神経
外科救急学会

201002 当院での臓器提供に対する費用
配分の実態

63 遠藤秀　　長島悟郎　　吉田泰之
榊原陽太郎　○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

第15回日本脳神経
外科救急学会

201002 妊産婦の脳出血・くも膜下出血
の治療と問題点
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64 小野元　○藤谷茂樹　○和田崇文
○桝井良裕　○箕輪良行　○平泰彦
（○救急医学）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 法改正後の集中治療における臓
器移植医療の方向性

65 小野元　　内田将司　　吉田泰之
平本準　　干川芳弘　　田中克之
○田中雄一郎　　橋本卓雄
（○脳神経外科学（脳卒中））

2nd
International
Congress of Asia
Oceania
Neurotrauma
Society

201003 Analysis of bicycle-related
head injury among young
people

66 鈴木由布　　吉田泰之　　古屋優
中村歩希　　小野寺英孝　　水庭宜隆
内田将司　○吉本全　　橋本卓雄
田口芳雄
（○桜丘中央病院内科）

第23回日本老年脳
神経外科学会

201003 後期高齢者悪性神経膠腫の治療
戦略
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1 新井猛　　別府諸兄 整形外科Knack &
Pitfalls 小児整
形外科の要点と盲
点(文光堂)

P.73-75 200905 内反肘　矯正手術

2 小林哲士　○箕輪良行　○藤谷茂樹
（○救急医学）

ER 救急診療ｵﾝｺｰﾙ
(訳)(丸善)

P.42-46 200907 関節腫脹

3 小林哲士　○箕輪良行　○藤谷茂樹
（○救急医学）

ER 救急診療ｵﾝｺｰﾙ
(訳)(丸善)

P.341-
344

200907 頸部と脊髄外傷

4 小林哲士　○箕輪良行　○藤谷茂樹
（○救急医学）

ER 救急診療ｵﾝｺｰﾙ
(訳)(丸善)

P.345-
348

200907 骨盤と股関節の外傷

5 小林哲士　○箕輪良行　○藤谷茂樹
（○救急医学）

ER 救急診療ｵﾝｺｰﾙ
(訳)(丸善)

P.349-
355

200907 四肢の骨折と脱臼

6 小林哲士　○箕輪良行　○藤谷茂樹
（○救急医学）

ER 救急診療ｵﾝｺｰﾙ
(訳)(丸善)

P.518-
521

200907 腰椎穿刺

7 ○泉田良一　　別府諸兄　◇太藻ゆみこ
（○江戸川病院慶友人工関節センター）
（◇メディカルフィットネス研究所）

運動器慢性疾患に
対する運動療法
(金原出版株式会
社)

134-146 200909 変形性股関節症に対する運動療
法

8 別府諸兄　○太藻ゆみこ
（○メディカルフィットネス研究所）

運動器慢性疾患に
対する運動療法
(金原出版株式会
社)

147-153 200909 変形性股関節症に対するエクサ
サイズボールを使用したボール
体操の実際

9 別府諸兄 ｺｱｽﾀﾋﾞﾘﾃｨｰ
(DVD)(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ
株式会社)

1 200911 １.ベースワーク・ブリッジン
グ

10 別府諸兄 ｺｱｽﾀﾋﾞﾘﾃｨｰ
(DVD)(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ
株式会社)

2 200911 2.下部コア・脚

11 別府諸兄 ｺｱｽﾀﾋﾞﾘﾃｨｰ
(DVD)(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ
株式会社)

3 200911 3.上部コア・腕

12 小林哲士 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.198-
203

200911 脱臼（肩、肘、その他）

13 小林哲士 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.204-
209

200911 四肢・骨盤の固定

整形外科学　著書
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14 小林哲士 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.210-
211

200911 牽引

15 小林哲士 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.253-
257

200911 ブロック

16 小林哲士 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.265-
268

200911 関節穿刺

17 小林哲士 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.299-
303

200911 脊椎損傷、脊髄損傷

18 小林哲士　○若竹春明
（○救急医学）

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ
(編集:箕輪良行､
児玉貴光)(羊土
社)

P.289-
290

200911 コンパートメント症候群

19 泉山公 整形外科､
Knack&Pitfalls
骨折治療の要点と
盲点(文光堂)

P82-87 200911 Ⅴ高齢者に多い骨折　橈骨遠位
端骨折

20 新井猛　　別府諸兄 ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ
PART1第1部患者さ
んによくわかる薬
の説明2010年版

P.558-
560

201001 抗炎症・鎮痛7)カシワドール、
ガシクロン－注射－（抗炎症鎮
痛薬）8)ノイロトロピン－飲み
薬・注射－（抗炎症鎮痛薬）

1 秋山唯 日本脊髄障害医学
会誌

22(1):18
0-181

200906 腰部脊柱管内に発生した毛細血
管性血管腫の1例

2 別府諸兄 Salvus(整形外科
領域学術雑誌)

3(1)P.9-
12

200904 イラストで見る整形外科疾患
「テニス肘（上腕骨外側上顆
炎）」

3 泉山公　　別府諸兄 関節外科 研修医
が知っておきたい
骨折治療ﾏﾆｭｱﾙ

28(4)P.7
3-81

200904 上肢　橈骨遠位端骨折

4 松下和彦　　別府諸兄 関節外科 研修医
が知っておきたい
骨折治療ﾏﾆｭｱﾙ

28(4)P.6
4-72

200904 手・指骨折

整形外科学　誌上発表
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5 別府諸兄 関節外科 28(4) 200904 企画・編集「手根不安定症の治
療戦略」

6 別府諸兄 関節外科 28(4)P19
-20

200904 introduction

7 別府諸兄 関節外科 28(4)P11
6

200904 編集後記

8 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）

膝 33(2)P.2
0-324

200904 変形性膝関節症に対する運動療
法の短期成績

9 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）

日足外会誌 30(2)P.1 200905 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）

10 仁木久照　　青木治人
○井口傑(慶応大学）
（○慶応大学）

日足外会誌 30(2)P.2 200905 日本足の外科学会　足関節・後
足部判定基準（JSSF
ankle/hindfoot scale）

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）

日足外会誌 30(2)P.3 200905 日本足の外科学会　中足部判定
基準（JSSF midfoot 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）

日足外会誌 30(2)P.4 200905 日本足の外科学会　母趾判定基
準（JSSF hallux scale）
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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）

日足外会誌 30(2)P.5 200905 日本足の外科学会　2～5趾判定
基準（JSSF lesser 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）

日足外会誌 30(2)P.6 200905 日本足の外科学会　RA足部・足
関節判定基準（JSSF RA foot
ankle scale）

15 清水弘之　　中島浩志　　別府諸兄 Monthly book
Orthopaedics増刊

22(5)P.9
0-95

200905 すぐに役立つ日常整形外科診療
に対する私の工夫。 ー肘部管
症候群に対する超音波診断ー

16 小林哲士　　清水弘之　　別府諸兄 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 5月号 11(2)P.2
55-259

200905 整形外科のコツ1-すぐに整形外
科をコールすべし（小児上腕骨
顆上骨折のポイント）

17 笹益雄 医者がすすめる専
門病院 神奈川県
版 ﾗｲﾌ企画 第4版
第1刷

P.201 200906 聖マリアンナ医科大学横浜市西
部病院整形外科

18 重松辰祐　○小宅雄一郎　　正木大賀
宮本哲　　松下和彦　　別府諸兄
（○水戸医療センター）

 関東整形災害外
科学会雑誌

40(3)P.1
62-165

200906 妊娠中に発症した一過性大腿骨
頭萎縮症の2例

19 清水弘之 町田市医師会雑誌 18P.08-
13

200906 骨折しないために骨を強くしよ
う！～骨粗鬆症の話～

20 清水弘之　　松下和彦　　中島浩志
別府諸兄

ﾘｳﾏﾁ科 41(5)P.5
19-525

200906 関節リウマチにおける超音波検
査の有用性

21 小林哲士　　清水弘之　　別府諸兄  ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(3)P.4
39-443

200906 整形外科のコツ2-とりあえず固
定しておけばよし

22 三浦竹彦　　笹益雄　　朝熊弘年
鳥居良昭　　小島敦　　森岡成太
笹生豊　　別府諸兄

日本脊髄障害医学
会誌

22(1)P.6
0-61

200906 アテトーゼ型脳性麻痺に合併し
た頚髄症の治療経験
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23 仁木久照 きょうの健康 255
号:126.

200906 モートン病はどのような病気で
すか．

24 清水弘之 葛飾区医師会雑誌 21(2)P.3
20-324

200907 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

25 清水弘之　　中島浩志　　別府諸兄 Monthly book
Orthopaedics 増
刊

22(5)P.9
0-95

200907 すぐに役立つ日常整形外科診療
に対する私の工夫。 肘部管症
候群に対する超音波診断

26 仁木久照 第8回宮城足部疾
患･外傷ｾﾐﾅｰﾃｷｽﾄ.
宮城足部疾患検討
会

P.1-2 200907 成人期扁平足の診断と治療－後
脛骨筋腱機能不全PTTDを中心に
－

27 仁木久照 関節外科 28(7):24
-32

200907 足部疾患の最新の治療．成人期
扁平足の治療

28 清水弘之 整形爛漫 (24)P.6-
9

200907 リハビリテーション中の安全を
守る

29 泉山公　　清水弘之　　新井猛
倉持大輔　　別府諸兄

日本手の外科学会
誌

25(4)331
-336

200908 橈骨遠位端関節内骨折における
ロッキングプレートのスク
リューの刺入方向と位置の検討
―有限要素法の観点から

30 T. Masaki　　Y. Sasao　　T. Miura
Y.Torii　　A. Kojima　　H.Aoki
M. Beppu

SPINE 34･20,
E724-
E728

200909 An experimental study on
initial fixation strength in
transpedicular screwing
augmented with calcium
phosphate cement.

31 清水弘之 第15回日本手の外
科学会秋期教育研
修会ﾃｷｽﾄ(日本手
の外科学会編集)

P1-18 200909 手関節の解剖と診察・診断法

32 別府諸兄　　仁木久照 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37:37-47 200909 臨床医学教育の現状と課題：整
形外科学

33 新井猛　　安藤亮　　里見嘉昭
清水弘之　　別府諸兄

日本手の外科学会
雑誌

25(5)644
-646

200909 肘外側部痛症候群に対する関節
鏡視下手術の治療経験

34 金子天哉　　清水弘之　　笹生豊
別府諸兄

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37､191-
202

200910 脊椎圧迫骨折患者の脊椎と上肢
挙上との関係―Spinal Mouse®
による検討―

35 ○今村惠一郎　　清水弘之　　中島浩志
◇萎沢利行　　別府諸兄
（○今村整形外科）
（◇藤間病院）

日本手の外科学会
雑誌

25(6)P.8
82-885

200910 超音波検査における小児肘内障
の病態像
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36 蒲地宏昌　　石井庄次　　増田敏光
西山敬浩　　増澤通永　　阿部恒介
川口直道　　松葉祐介　　別府諸兄

Hip Joint 35P.523-
526

200910 骨盤骨折に合併した血管損傷の
頻度

37 ○松葉祐介　○藤田正樹　○川口直之
石井庄次　　増田敏光　　西山敬浩
増澤通永　　蒲地宏昌　　阿部恒介
別府諸兄
（○衣笠病院）

Hip Joint 35P.458-
460

200910 超高齢者における大腿骨転子部
骨折の治療経験

38 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
（○救急医学）

Hip Joint 35P.702-
705

200910 急速破壊型股関節症における人
工股関節置換術前後の骨盤傾斜

39 増田敏光　　石井庄次　　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
（○救急医学）

Hip Joint 35P.712-
715

200910 人工股関節置換術症例における
冠状面骨盤傾斜の検討

40 藤井厚司　○千葉俊明　○上田裕司
○清水潤　　別府諸兄　○鈴木登
（○免疫学・病害動物学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(5)P32
7-36

200911 マウス誘導多能性幹細胞からの
脊髄運動神経の分化誘導
(Generation of Spinal
Motoneurons from Mouse
Induced Pluripotent Stem
Cells)

41 宮本哲　　松下和彦　　小宅雄一郎
正木大賀　　杉原俊弘　　別府諸兄

骨折 31(4)P.8
62-865

200912 脛骨近位端骨折におけるLCP
Proximal Tibia Plate 3.5の短
期成績

42 Takaaki Hirano
○Matthew B.A. McCullough
○Harold B. Kitaoka　○Kazuya Ikoma
○Kenton R. Kaufman
（○Mayo Clinic）

Clinical
Biomechanics

24
776?780

201001 Effects of foot orthoses in
the work of friction of the
posterior tibial tendon.

43 Haruhito Aoki　○Terushige Kohno
○Hiroto Fujiya　◇Haruyasu Kato
○Kanaka Yatabe　　Tsuguo Morikawa
○Jun Seki
（○スポーツ医学）
（◇立教大学）

Clinical J Sport
Medicine

20(1)P.1
-7

201001 Incidence of Injuries Among
Adolescent Soccer Players:A
Comparative Study of
Artificial and Natural Grass
Turfs

44 清水弘之　○三ツ木直人　○茶木修
◇秋月正史　□二宮浩
（○横浜市立大学）
（◇秋月リウマチ科）
（□二宮整形外科）

Medical Tribune P.01-05 201001 神奈川県域における骨粗鬆症治
療の実態と新規ビスホスホネー
ト製剤が果たす臨床的役割（座
談会）

45 ○大森圭貢　◇鈴木誠　□堀田宗文
△長澤弘　　笹益雄
（○西部病院リハ部）
（◇新潟医療福祉大学医療技術学部）
（□堀田内科医院）
（△リハビリテーション部）

理学療法学 37(1)P.2
2-28

201001 パーキンソン病患者に対するト
レッドミル後進歩行運動が平地
歩行能力に及ぼす即時効果
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46 別府諸兄　○太藻ゆみこ　　川口直之
（○メディカルフィットネス研究所）

骨粗鬆症治療(先
端医学社)

9(1)P.36
-42

201001 大腿骨近位部骨折の予防-運動
療法　健康中高年への積極的運
動療法の展開（ロコモ対応の体
操）

47 ○鈴木誠　◇大森圭貢　□松本裕子
◇畠山真弓　　松下和彦　△飯島節
（○新潟医療福祉大学医療技術学部）
（◇西部病院リハ部）
（□多摩病院リハ科）
（△筑波大学心身障害学系）

行動分析学研究 24: 2-12 201001 重度の認知障害と重度の右片麻
痺を呈した対象者に対する日常
生活動作訓練の効果

48 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
（○帝京大整形）
（◇筑波大整形）
（□杏林大整形）
（△近畿大堺病院整形）
（▽長崎大整形）
（☆東邦大整形）

日本骨･関節感染
症学会雑誌

23
p.118-
122

201001 骨・関節術後感染予防ガイドラ
インに関するアンケート調査

49 ○石坂姿子　◇横山仁志　○武市尚也
横山有里　　山川梨絵　□岡田一馬
◇堅田紘頌　△渡辺陽介　　松永優子
松下和彦
（○多摩病院リハ科）
（◇聖マ医大リハ部）
（□西部病院リハ部）
（△東横病院リハ室）

理学療法 38:64-69 201002 超高齢人工呼吸器管理患者の理
学療法～急性期施設の役割～

50 笹益雄 西部の風 Breeze
from the Seibu
Hospital

50 201002 変革

51 別府諸兄 関節外科 29(3)239
-240

201003 特集「上肢の人工関節‐臨床成
績と問題点‐」introduction

52 Hisateru Niki　　Takaaki Hirano
Hirokazu Okada　　Moroe Beppu

J. Bone Joint
Surg.

92(3):
380-386

201003 Combination joint-preserving
surgery for forefoot
deformity in patients with
rheumatoid arthritis.

53 新井猛　　別府諸兄 関節外科 基礎と
臨床

29(3)P.3
4-39

201003 肘関節　Coonrad-Morrey型人工
肘関節の臨床成績と問題点

1 三井寛之　　杉原俊弘　　川名裕
宮本哲　　佐藤琢哉　　別府諸兄

第1回日本関節鏡･
膝･ｽﾎﾟｰﾂ整形外科
学会(JOSKAS2009)

200904 成人になって症状悪化をきたし
た大腿四頭筋拘縮症の一例

2 伴孝介　　宮本哲　　植原健二
佐藤琢哉　　秋山唯　　別府諸兄
○橘川薫
（○放射線医学）

神奈川整形災害外
科

200904 大腿骨遠位骨端部に認めた
normal irregularityの小経験

整形外科学　学会発表
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3 泉山公　　清水弘之　　新井猛
倉持大輔　　別府諸兄

第52回日本手の外
科学会学術集会

200904 橈骨遠位端骨折における
Locking Plate screwの刺入方
向と位置の検討-引き抜き強度
の観点から-

4 新井猛　　清水弘之　　泉山公
倉持大輔　　別府諸兄

第52回日本手の外
科学会学術集会

200904 手根管症候群に対する鏡視下手
根管開放術（2-portal法）合併
症の検討

5 ○光安廣倫　　松下和彦　◇今枝敏彦
（○九大整形）
（◇金城大学）

第52回日本手の外
科学会学術集会

200904 学術研究プロジェクト：「観血
的手術をを行った舟状骨偽関
節・遷延癒合に対する低出力超
音波パルスの治療効果に関する
研究」

6 Yutaka Sasao 11th SSIS
Barcerona  Spain

200904 What is the cause of
neurological improvement
after occipitocervical
fusion after using cervical
pedicle screw?

7 清水弘之　　新井猛　　倉持大輔
重松辰祐　　別府諸兄

第52回日本手の外
科学会学術集会

200904 月状骨脱臼および周囲脱臼の治
療経験

8 倉持大輔　　松下和彦　　清水弘之
新井猛　　別府諸兄

第52回日本手の外
科学会学術集会

200904 舟状骨骨折に対する小切開スク
リュー固定法の有用性と限界

9 清水弘之 第15回日本手の外
科学会春期教育研
修会講演

200904 リウマチ手・手関節の画像診断
と治療

10 高岩亜紀子　○大森みかこ　　新井猛
清水弘之　　別府諸兄
（○リハビリテーション部）

第22回日本ﾊﾝﾄﾞｾﾗ
ﾋﾟｨ学会学術集会

200904 上腕骨外側上顆炎難治例に対す
る関節鏡視下手術後のリハビリ
テーション

11 松下和彦 宮前区学術講演会 200904 糖尿病と整形外科疾患

12 笹生豊　　鳥居良昭　　小島敦
森岡成太　　藤井厚司　　朝熊弘年
別府諸兄

第38回日本脊椎脊
髄病学会

200904 術後Cervicomedullary
angle(CM角）は、後頭・頚胸椎
矯正術で変わるか？

13 新井猛　　別府諸兄 第82回日本整形外
科学会学術総会

200905 上腕骨外側上顆炎に対する肘関
節鏡視下手術

14 小島敦　　笹生豊　　三浦竹彦
正木大賀　　朝熊弘年　　鳥居良昭
森岡成太　　藤井厚司　　別府諸兄
○滝澤謙治　○吉松美佐子
（○放射線医学）

第82回日本整形外
科学会学術総会

200905 研究題目骨粗鬆症性椎体圧迫骨
折に対するPMMAを用いた経皮的
椎体形成術（PVP）の中期成績

15 平野貴章　　仁木久照　　新井賢一郎
岡田洋和　　別府諸兄

第83回日本整形外
科学会

200905 SF-36による先天性内反足術後
長期経過例の主観的評価
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16 仁木久照　　新井賢一郎　　平野貴章
岡田洋和　　別府諸兄

第83回日本整形外
科学会

200905 距骨骨軟骨損傷に対するマイク
ロフラクチャー法(ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝ）

17 仁木久照　　中島浩志　　新井賢一郎
平野貴章　　岡田洋和　　別府諸兄

第83回日本整形外
科学会

200905 先天性内反足に対するアキレス
腱切腱後の超音波検査による下
腿筋の変化

18 清水弘之　　新井猛　　泉山公
里見嘉昭　　倉持大輔　　別府諸兄

第82回日本整形外
科学会総会(ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ)

200905 橈骨遠位端骨折に対するコラム
コンセプトに基づく橈側・掌側
ロッキングプレート固定法

19 別府諸兄 第82回日本整形外
科学会学術総会ﾗﾝ
ﾁｮﾝｾﾐﾅｰ(福岡)

200905 スポーツによる手関節痛とテニ
ス肘

20 別府諸兄 第16回長崎ｽﾎﾟｰﾂ
医学研究会(長崎
県医師会館)

200905 日本テニス協会のメディカルサ
ポートと最近の医学的諸問題-
手、肘関節傷害とドーピングコ
ントロールについて-

21 笹生豊 川崎市北部学術講
演会

200906 骨粗鬆症性圧迫骨折の治療戦略

22 金子天哉　　清水弘之　　笹生豊
小島敦　　別府諸兄

第15回続発性骨粗
鬆症研究会

200906 高齢者におけるスパイナルマウ
スによる脊椎アライメントの評
価

23 清水弘之 聖医大ｰ川崎北薬
剤師講演会

200906 骨粗鬆症に対する薬物治療の流
れ（整形外科の立場から）

24 安藤亮　　新井猛　　清水弘之
倉持大輔　　重松辰祐　　別府諸兄

第10回神奈川難治
性骨折研究会

200906 治療に難渋している上腕骨骨髄
炎の1例

25 赤池敦　　清水弘之　　新井猛
清水弘之　　倉持大輔　　重松辰祐
別府諸兄

よこはまｽﾎﾟｰﾂﾌｫｰ
ﾗﾑ

200906 テニスプレーヤーに対する遠位
橈尺関節（DRUJ）サポーターの
経験

26 笹生豊 神奈川転移性脊椎
腫瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200906 転移性脊椎腫瘍に対する我々の
治療方針

27 田中雅尋　　清水弘之　　新井猛
倉持大輔　　安藤亮　　重松辰祐
別府諸兄

第136回神奈川整
形災害外科研究会

200906 中指列に多発した内軟骨腫の1
例

28 石井庄次　　増田敏光　　蒲地宏昌
三井寛之　　古屋智之

 第136回神奈川整
形災害外科研究会

200906 人工股関節置換術における静脈
血栓塞栓症の予防
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29 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
（○帝京大整形）
（◇筑波大整形）
（□杏林大整形）
（△近大堺病院整形）
（▽長崎大整形）
（☆東邦大整形）

第32回日本骨･関
節感染症学会

200906 骨・関節術後感染予防ガイドラ
インに関するアンケート調査

30 仁木久照　　新井賢一郎　　平野貴章
岡田洋和　　秋山唯　　別府諸兄

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 Accessory anterolateral
talar facetを伴った腓骨筋痙
性扁平足

31 ○銅冶英雄　◇高尾昌人　□原口直樹
仁木久照　△山本晴康
（○お茶の水整形外科）
（◇帝京大学）
（□豊橋技術科学大学）
（△愛媛大学）

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 足関節・足部の矢状面における
運動方向の定義

32 岡田洋和　　仁木久照　　新井賢一郎
平野貴章　　秋山唯　　別府諸兄

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 足関節に発生したDisplasia
epiphyseal hemimelicaの1例

33 平野貴章　　仁木久照　　新井賢一郎
岡田洋和　　秋山唯　　別府諸兄

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 軽微な離開を呈したリスフラン
関節損傷治療後の再転位につい
ての検討

34 岡田洋和　　仁木久照　　新井賢一郎
秋山唯　　別府諸兄　○橘川薫
（○放射線医学）

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 軟骨下骨嚢腫を伴う距骨骨軟骨
損傷の治療

35 Takaaki Hirano　○HB Kitaoka
○MB McCullough　○K Ikoma
○LJ Berglund　○KD Zhao　○KR Kaufman
（○Mayo Clinic）

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 Effect of Medial
Displacement Calcaneal
Osteotomy on Dynamic Ankle
Joint Contact
Characteristics.

36 仁木久照 第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 関節リウマチ前足部変形の手術
的治療－今なぜ関節温存か－
（教育研修講演）

37 新井賢一郎　○Ringleb SI　○Zhao KD
○Berglund LJ　○Kitaoka HB
○Kaufman KR　　別府諸兄
（○Biomechanics Laboratory Division of
Orthopedic Research Mayo Clinic)）

第34回日本足の外
科学会学術集会

200906 後脛骨筋腱の摩擦仕事量に与え
る扁平足変形と腱負荷の影響

38 Hiroyuki Shimizu　　Moroe Beppu
Masuo Sasa　　Kazuhiko Matsushita
Takeshi Arai　　Kou　Izumiyama

5thCongress of
the Word Society
for
Reconstructive
Microsurgery

200906 Reconstruction 　for　 ankle
open comminuted　fracture
using a latissimus dorsi
muscle flap　ーA case of
long follow upー

39 重松辰祐　　杉原俊弘　　川名裕
宮本哲　　佐藤琢也　　三井寛之
別府諸兄

第1回日本関節鏡･
膝･ｽﾎﾟｰﾂ整形外科
学会(JOSKAS2009)

200906 両側後十字靭帯に発生した膝関
節内ガングリオンの1例
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40 宮本哲　　杉原俊弘　　川名裕
石郷岡秀哉　　小林哲士　　別府諸兄
○藤谷博人　○立石圭祐　　清水邦明
（○スポーツ医学）

第1回日本関節鏡･
膝･ｽﾎﾟｰﾂ整形外科
学会(JOSKAS2009)

200906 骨付き膝蓋腱を使用したACL再
建術の脚伸展筋力及び膝伸展・
屈曲筋力の推移について

41 Moroe Beppu　　Hiroyuki Shimizu
Yoshiaki Satomi

5th Congress of
the World
Society for
Reconstructive
Microsurgery

200906 Pedicled Transfer of
vasularized scapular bone
graft by the angular branch;
an antomical and clinical
study.

42 笹生豊 第62回神奈川脊椎
脊髄研究会

200906 ディベート形式「脊椎内視鏡症
例の検討」

43 清水弘之　　杉原俊弘　　笹益雄
新井猛　　宮本哲　　倉持大輔　　安藤亮
重松辰祐　　田中雅尋　　別府諸兄

第35回日本骨折治
療学会

200907 有茎血管柄付き腓骨を用いた大
腿骨遠位端骨折後の偽関節治療

44 笹生豊 第35回日本骨折治
療学会､ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾﾐ
ﾅｰ

200907 当院によるPVP治療の協力体制

45 笹生豊　　鳥居良昭　　小島敦
別府諸兄　○滝澤謙治　○吉松美佐子
（○放射線医学）

第35回日本骨折治
療学会

200907 当科におけるPVPの中期成績と
適応と工夫

46 泉山公 第35回日本骨折治
療学会ﾇｰﾝﾀｲﾑﾚｸ
ﾁｬｰ

200907 応力解析からみた橈骨遠位端骨
折の治療戦略

47 平野貴章　　仁木久照　　新井賢一郎
岡田洋和　　秋山唯　　別府諸兄

第35回日本骨折治
療学会

200907 解剖学的見地からのリスフラン
関節損傷に対する診断と治療の
検討（ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）

48 松下和彦　　倉持大輔　　新井猛
清水弘之　　笹益雄　　別府諸兄

第35回日本骨折治
療学会

200907 Acutrak screwを用いた前方楔
状骨移植術の治療成績

49 別府諸兄 AO Hand
Course(都市ｾﾝﾀｰﾎ
ﾃﾙ)

200907 Extraarticular fracture of
the distal radius

50 笹生豊 神奈川脊髄障害ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ､第2回研究会

200907 上位頚椎疾患の術後脊椎・脊髄
アライメント変化

51 ○中島久弥　　北川泰之　◇高木正之
□橘川薫　　別府諸兄
（○中島整形外科）
（◇診断病理学）
（□放射線医学）

第42回日本整形外
科学会骨･軟部腫
瘍学術集会

200907 大腿に発生した悪性孤立性線維
性腫瘍の１例

52 仁木久照 第8回足部疾患･外
傷ｾﾐﾅｰ

200907 扁平足の診断と治療（教育研修
講演）
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53 三井寛之　　仁木久照　　平野貴章
山脇州裕　　岡田洋和　　伊藤龍登

第3回関東足の外
科研究会

200908 保存加療にて骨癒合の得られた
両側第2中足骨基底部疲労骨折
の1例

54 岡田洋和　　仁木久照　　平野貴章
山脇州裕　　三井寛之

第3回関東足の外
科研究会

200908 腓骨の粉砕骨折にてankle
morticeの再建が困難であった
足関節脱臼骨折の治療経験

55 別府諸兄 日整会ｽﾎﾟｰﾂ医学
研修会講演(京王
ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ)

200908 運動と年齢－整形外科系

56 別府諸兄 岡山大学整形外科
桃整会夏季ｾﾐﾅｰ
特別講演

200908 橈骨遠位端骨折と小児肘周辺骨
折について

57 清水弘之 第15回日本手の外
科学会秋期教育研
修会講演講師

200905 手関節の解剖と診察・診断法

58 別府諸兄 第29回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学公開講座-
いつまでも元気で
歩くために-ｽﾄｯ
ﾌﾟ･ｻﾞ･ﾛｺﾓ&ﾒﾀﾞﾎﾞｼ
ﾝﾄﾞﾛｰﾑ

200909 ロコモティブシンドロームって
何？

59 ○笹野淳　　西木戸治　○舘田武志
倉持大輔　　新井猛　　清水弘之
別府諸兄
（○麻酔学）

第8回神奈川痛み
の研究会

200909 運動療法困難症例に対する神経
ブロック併用療法

60 中島浩志 第31回整形外科ｴ
ｺｰｾﾐﾅｰ(入門ｺｰｽ)

200909 上肢（肩関節を除く）疾患の超
音波診断法

61 遠藤弘司　　森尾裕志　　井澤和大
平木幸治　　笠原酉介　　渡辺敏
○大森圭頁　　清水弘之
（○リハビリテーション部）

第28回関東甲信越
ﾌﾞﾛｯｸ理学療法士
学会

200909 高齢患者における手支持を用い
た立ち上がり動作と身体機能の
関連

62 松下和彦　　倉持大輔　　新井猛
清水弘之　　笹益雄　　別府諸兄

第58回東日本整形
災害外科学会

200909 舟状骨偽関節に対する前方楔状
骨移植術の治療成績

63 笹益雄 神奈川県整形外科
ｾﾐﾅｰ

200909 DPCとレセプト

64 別府諸兄 大阪ｽﾎﾟｰﾂ傷害研
究会(大阪労災病
院講堂)

200909 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

65 植原健二　○太田　周介　　杉原敏弘
別府諸兄　○Johnny　Huard
（○Stem Cell Research Center,
Children's Hospital of Pittsburgh of
University of Pittsburgh of Medical
Center）

第35回日本整形外
科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学
術集会

200909 アンギオテンシンII受容体拮抗
薬の骨格筋損傷へ与える影響に
ついて
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66 岡田洋和　　仁木久照　　平野貴章
山脇州裕　　別府諸兄　○加藤篤史
（○安藤整形外科）

第35回日本整形外
科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学
術集会

200909 第5中足骨近位骨幹端骨折の治
療経験

67 別府諸兄　　清水弘之　　新井猛
赤池敦　　倉持大輔　　安藤亮
重松辰祐

第35回日本整形外
科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学
術集会

200909 テニスによる遠位橈尺関節障害

68 梅原亮　　清水弘之　　新井猛　　赤池敦
倉持大輔　　安藤亮　　重松辰祐
別府諸兄

第35回日本整形外
科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学
術集会

200909 クロススキー選手に発生した反
復性尺側手根伸筋腱脱臼の１例

69 安藤亮　　清水弘之　　新井猛
倉持大輔　　重松辰祐　　別府諸兄

関東整形災害外科
学会第650回東京
集談会

200909 鏡視下手術が有効であった肘滑
膜性軟骨腫症の１例

70 仁木久照 神奈川県臨床整形
外科医会第109回
学術講演会

200909 見逃しやすい足部疾患の診断と
治療（教育研修講演）

71 ○河野照茂　◇田中逸　□山口登
△斎藤祐子　▽太藻ゆみこ　　別府諸兄
（○スポーツ医学）
（◇内科学（代謝・内分泌内科））
（□神経精神科学）
（△MSC）
（▽メディカルフィットネス研究所）

第29回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学公開講座-
いつまでも元気で
歩くために-ｽﾄｯ
ﾌﾟ･ｻﾞ･ﾛｺﾓ&ﾒﾀﾞﾎﾞｼ
ﾝﾄﾞﾛｰﾑ

200909 何でも講師に質問！

72 内藤利仁　　岩端秀之　　上野純
藤井厚司　　正木大賀　　新井賢一郎
大沼弘幸　　松下和彦　　別府諸兄

第650回 関東整形
災害外科学会 月
例会

200909 小児上腕骨滑車軟骨損傷の1例

73 Ko Izumiyama　　Hiroyuki Shimizu
Takeshi Arai　　Daisuke Kuramochi
Moroe Beppu

Italian Japanese
combined meeting

200909 The Mode and True Amount of
Hypertrophy of Vascularized
Fibula Graft.

74 Hirokazu Okada　　Hisateru Niki
Takaaki Hirano　　Kunihiro Yamawaki
Yui Akiyama　　Moroe Beppu
○Atsushi Kato
（○安藤整形外科）

Second combined
meeting of the
Japanese Society
for Surgery of
the Foot and the
Spanish Foot and
Ankle Society

200910 Intramedullay screw fixation
for the treatment of
proximal fifth metatarsal
fractures

75 別府諸兄 第4回日本骨折治
療学会研修会ﾍﾞｰ
ｼｯｸｺｰｽ

200910 橈骨遠位端骨折

76 清水弘之　　米山励子　　川口直之
別府諸兄

第11回日本骨粗鬆
症学会

200910 シンポジウム；骨粗鬆症予防の
ための検診の役割：中学・高校
生と母親に対する骨量検診の有
用性と限界について

77 仁木久照　　別府諸兄 第36回日本臨床ﾊﾞ
ｲｵﾒｶﾆｸｽ学会

200910 後脛骨筋腱機能不全のバイオメ
カニクス(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）
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78 倉持大輔　　清水弘之　　新井猛
安藤亮　　重松辰祐　　別府諸兄

第15回神奈川上肢
の外科研究会

200910 橈骨矯正骨切り術および仮骨延
長術を行った橈骨遠位端骨端線
早期閉鎖の2例

79 伴孝介　　上野純　　藤井厚司
正木大賀　　新井賢一郎　　大沼弘幸
松下和彦　○木村元　　別府諸兄
（○木村整形外科）

第15回神奈川上肢
の外科研究会

200910 中手骨頚部周辺骨折に対するK-
wire横止め法の小経験

80 別府諸兄 第108回茨城県整
形外科集団会(茨
城県医師会館)

200910 手関節部疼痛性疾患の診断と最
近の諸問題―スポーツによる手
関節部痛―

81 新井猛　　清水弘之　　笹益雄
倉持大輔　　安藤亮　　重松辰祐
別府諸兄

第36回日本ﾏｲｸﾛｻｰ
ｼﾞｬﾘｰ学会

200910 有茎血管柄付き腓骨を用いた大
腿骨遠位端骨折後の偽関節治療

82 岡田洋和　　仁木久照　　平野貴章
山脇州裕　　三井寛之　　別府諸兄

第137回神奈川整
形災害外科研究会

200910 足部における高エネルギー外傷
に対する初期治療（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）

83 安藤亮　　清水弘之　　新井猛
倉持大輔　　重松辰祐　　別府諸兄

第137回神奈川整
形災害外科研究会

200910 鏡視下手術が有効であった肘滑
膜性軟骨腫症の１例

84 別府諸兄 第41回宮崎県ｽﾎﾟｰ
ﾂ医科学研究会(宮
崎県医師会館)

200910 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 上野純　　児玉祥子　　藤井厚司
正木大賀　　新井賢一郎　　大沼弘幸
松下和彦　○木村元　　別府諸兄
（○木村整形外科）

第137回神奈川整
形災害外科研究会

200910 小児モンテジア骨折の治療経験

86 増田敏光　　石井庄次　　増澤通永
阿部恒介　　蒲地宏昌　　川口直之
○松葉祐介　　別府諸兄
（○救急医学）

第36回日本股関節
学会

200910 人工股関節置換術症例における
冠状面骨盤傾斜の検討～第2報
～

87 蒲地宏昌　　石井庄次　　増田敏光
増澤通永　　阿部恒介　　川口直之
○松葉祐介　　別府諸兄
（○救急医学）

第36回日本股関節
学会(ﾎﾟｽﾀｰ)

200910 大腿骨頚部・転子部骨折手術に
おける脱水が深部静脈血栓症に
与える影響について

88 ○松葉祐介　　石井庄次　　増田敏光
増澤通永　　蒲地宏昌　　蒲地真里
阿部恒介　　川口直之　　別府諸兄
（○救急医学）

第36回日本股関節
学会

200910 股関節前方脱臼骨折の治療成績

89 石井庄次　　増田敏光　　増澤通永
蒲地宏昌　　阿部恒介　　川口直之
○松葉祐介　　別府諸兄
（○救急医学）

第36回日本股関節
学会

200910 人工股関節置換術における静脈
血栓塞栓症の予防

90 別府諸兄 第44回岡山骨折研
究会 特別講演(岡
山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ)

200910 橈骨遠位端関節内骨折の治療戦
略
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91 金子天哉　　清水弘之　　笹生豊
小島敦　　別府諸兄

第24回日本整形外
科基礎学術集会

200911 脊椎圧迫骨折の有無での脊椎ア
ライメントと上肢挙上との関係
―スパイナルマウスを用いた評
価―

92 新井賢一郎　○Ringleb SI　○Zhao KD
○Berglund LJ　○Kitaoka HB
○Kaufman KR
（○Biomechanics Laboratory Division of
Orthopedic Research Mayo Clinic）

第24回日本整形外
科基礎学術集会

200911 後脛骨筋腱の滑動抵抗仕事量に
対して扁平足と腱負荷が及ぼす
影響

93 藤井厚司　○千葉俊明　　笹生豊
別府諸兄　○鈴木登
（○免疫学・病害動物学）

第24回日本整形外
科基礎学術集会

200911 iPS(induced Pluripotent Stem
cells)細胞から分化誘導した脊
髄運動神経細胞の脊髄損傷モデ
ルへの移植応用

94 鳥居良昭 第44回日本脊髄障
害病医学会

200911 急速に四肢麻痺に至った頸椎椎
間板ヘルニアの画像所見の評価

95 小島敦 第44回日本脊髄障
害病医学会

200911 悪性黒色腫胸椎部転移性硬膜外
腫瘍の1例

96 別府諸兄 第37回日本関節病
学会(新横浜ﾌﾟﾘﾝｽ
ﾎﾃﾙ)

200911 前腕回旋障害の病態・治療と最
近の話題

97 笹生豊 第43回 日本側彎
症学会

200911 胸腰移行部骨粗鬆症性椎体骨折
による高度後湾変形術後の脊柱
アライメントと患者満足度

98 森岡成太 第43回 日本側彎
症学会

200911 特発性側弯症における脊柱周囲
筋の面積と変性の比較

99 金子天哉 第43回 日本側弯
症学会

200911 脊柱側弯症スクリ－ニングにお
けるスパイナルマウスの有用性

100 鳥居良昭 第43回 日本側弯
症学会

200911 特発性側弯症に対する後方矯正
固定術の画像評価 ISOLA法と
Multiplepedicle screw

101 Kaoru Kitsukawa　　Natsuki Taｋizawa
○Yasuo Nakajima　　Hisateru Niki
（○放射線医学）

95th Scientific
Assembly and
Annual Meeting,
Radiological
Society of North
America

200911 Imaging evaluation of
flatfoot deformity

102 中島久弥 Tokyo Bobe Tumor
club (TBTC)

200912 最近の骨粗鬆症治療で感じてい
ること
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103 仁木久照　　中島浩志　　平野貴章
山脇州裕　　岡田洋和　　別府諸兄

第20回日本小児整
形外科学会学術集
会

200912 Ponseti法による先天性内反足
の治療成績ならびに超音波検査
によるアキレス腱切腱後の腱修
復過程と下腿筋の変化について
(ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）

104 別府諸兄 日体協公認ｽﾎﾟｰﾂ
ﾄﾞｸﾀｰ養成講習会
(ｺｸﾖﾎｰﾙ)

200912 応用科目Ⅱ　スポーツ外傷とス
ポーツ障害（２）上肢（肩・
肘・手指）

105 笹益雄 整形外科臨床病院
連携の会

200912 レセプトについて

106 笹益雄 神奈川県整形外科
ｾﾐﾅｰ

200912 整形外科の最近のトピックスに
ついて

107 別府諸兄 岐阜県医師会健康
ｽﾎﾟｰﾂ医学研究会
(岐阜県医師会館)

201001 特別講演「スポーツによる手関
節痛とテニス肘」

108 平野貴章　　仁木久照　　山脇州裕
岡田洋和　　秋山唯

第4回関東足の外
科研究会

201001 陳旧性足部・足関節捻挫に合併
した距骨下関節遊離体の治療経
験

109 秋山唯　　仁木久照　　平野貴章
山脇州裕　　岡田洋和　　伴孝介
山下勝史

第4回関東足の外
科研究会

201001 Chopart関節脱臼骨折の治療経
験

110 ○今村恵一郎　◇萎沢利行　□村田郁
△伊藤隆夫
（○今村整形外科）
（◇藤間病院）
（□村田医院）
（△伊藤クリニック）

第47回埼玉県医学
会総会

201001 バレーボール競技におけるジャ
ンパー膝のアンケート調査結果

111 ○橘川薫　○立澤夏紀　○中島康雄
仁木久照
（○放射線医学）

日本放射線学会第
21回骨軟部放射線
研究会

201001 Spirng ligament complex損傷
のMRI

112 別府諸兄 平成21年度公認ｱｽ
ﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ養成講
習会(JISS)

201002 運動器の機能・解剖と外傷・障
害（上肢、手指）

113 笹生豊 5Th 60's spinal
surgery seminar

201002 当科における成人側弯症術後成
績

114 倉持大輔　　清水弘之　　新井猛
安藤亮　　重松辰祐　　別府諸兄

第24回東日本手の
外科研究会

201002 橈骨遠位骨端線早期閉鎖に対す
る治療経験

115 石井庄次 第10回水戸関節症
研究会

201002 股関節疾患の骨盤傾斜と脊椎ア
ライメント

116 別府諸兄 第8回徳島ｽﾎﾟｰﾂ整
形外科研究会(阿
波観光ﾎﾃﾙ)

201002 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」
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117 中島久弥 第3回肩･肘･手の
外科を語る会

201002 一見なんでもない手掌の小腫瘤

118 宮本哲　　杉原俊弘　　川名裕
植原健二　　内藤隆廣　　佐藤琢哉
別府諸兄

第40回日本人工関
節学会

201002 当科におけるTKA術後後出血の
予防について

119 佐藤琢哉　　宮本哲　　植原健二
内藤隆廣　　別府諸兄　　川名裕
杉原俊弘

第40回日本人工関
節学会

201002 当院における人工膝関節置換術
後感染例の検討

120 Kenji Uehara　　Tetsuo Kobayashi
○Shusuke Ota　◇Bin Sun
□Kimimasa Tobita　△Fabrisia Ambrosio
▽Freddie H. Fu　○Johnny Huard
（○Stem Cell Research Center）
（◇Department of Pediatrics）
（□Department of Developmental
Biology, Children’s Hospital of
Pittsburgh of UPMC）
（△Department of Physical Medicine and
Rehabilitation）
（▽Department of Orthopaedic Surgery, 
University of Pittsburgh）

56th Annual
Meeting of the
Orthopaedic
Research Society

201003 Angiotensin II Receptor
Blocker Improves Skeletal
Muscle Function Recovery in
a Dose Dependent Manner

121 T.Kobayashi　　K. Uehara　○S. Ota
◇S. Bin　□K. Tobita　△F. Ambrosio
▽F.H. Fu　○J. Huard
（○Stem Cell Research Center）
（◇Department of Pediatrics）
（□Department of Developmental
Biology, Children’s Hospital of
Pittsburgh of UPMC）
（△Department of Physical Medicine and
Rehabilitation）
（▽Department of Orthopaedic Surgery, 
University of Pittsburgh）

56th Annual
Meeting of the
ORS

201003 Angiotensin II Receptor
Blocker Ameliorates Skeletal
Muscle Healing

122 ○今村恵一郎
（○今村整形外科）

北陸大学関東甲信
越支部生涯教育研
修会

201003 整形外科疾患の診断と治療

123 ○Hideya Ishigooka　○Michelle McGarry
○Yu-Jen Chen　○Akashi Gupta
○Ryan J Quigley　○Christopher Bui
○Thay Lee
（○Mayo Clinic）

56th Annual
Meeting of the
Orthopaedic
Research Society

201003 Kinematics of the
posterolateral corner of the
knee

124 Hisateru Niki　　Takaaki Hirano
Hirokazu Okada　　Yamawaki Kunihiro
Yui Akiyama　　Morore Beppu

77th Annual
Meeting of
American Academy
of Orthopaedic
Surgeons

201003  X-ray indications for
medial calcaneal
displacement ostetotomy
(MDCO) for Adult-acuried
Flatfoot（Podium
presentation）

125 別府諸兄 都筑区整形外科医
会公開講演会(都
筑公会堂)

201003 いつまでも元気で歩くために-
ロコモティブシンドロームの予
防-
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126 中島浩志 第32回整形外科ｴ
ｺｰｾﾐﾅｰ(入門ｺｰｽ)

201003 上肢（肩関節を除く）疾患の超
音波診断法

127 笹益雄 神奈川県整形外科
ｾﾐﾅｰ

201003 整形外科のレセプトについて

128 藤井厚司　○千葉俊明　　上田裕司
○清水潤　　別府諸兄　○鈴木登
（○免疫学・病害動物学）

第9回再生医療学
会総会

201003 iPS(induced Pluripotent Stem
cells)細胞から分化誘導した脊
髄運動神経細胞

129 清水弘之　　新井猛　　倉持大輔
安藤亮　　重松辰祐　　松下和彦
別府諸兄

第50回関東整形災
害外科学会

201003 月状骨脱臼および周囲脱臼の治
療経験

130 ○中島久弥
（○中島整形外科）

第4回足を知る会 201003 第3趾腫脹呈した骨腫瘍の1例

131 別府諸兄 滋賀県ｽﾎﾟｰﾂ医会
勉強会(滋賀ﾋﾞﾙ)

201003 学術講演会「スポーツによる手
関節痛とテニス肘の診断と治
療」

132 松澤文乃　　大沼弘幸　　上野純
藤井厚司　　正木大賀　　新井賢一郎
松下和彦　○田尻治　　別府諸兄
（○麻酔学）

第138回神奈川整
形災害外科研究会

201003 ロピバカインによる腋窩ブロッ
ク直後に痙攣発作を呈した1例

133 三井寛之　　石井庄次　　増田敏光
蒲地宏昌　　阿部恒介　　別府諸兄

第138回神奈川整
形災害外科研究会

201003 下肢に発症した壊死性筋膜炎の
1例

134 伴孝介　　宮本哲　　植原健二 第138回神奈川整
形災害外科研究会

201003 大腿骨遠位骨端部に認めた
normal irregularityの小経験

135 安原和之　　笹益雄　　木ノ内秀和
川名裕　　朝熊弘年　　田中達朗
吉田典之　○干川晶弘　◇中島久弥
別府諸兄
（○診断病理学）
（◇中島整形外科）

第138回神奈川整
形災害外科研究会

201003 手指に発生したBizarre
parosteal
osteochondromatous
proliferation の2例
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1 松崎恭一 がん患者の褥瘡ｹｱ P.69-72 200908 創の状態のアセスメント

2 松崎恭一 がん患者の褥瘡ｹｱ P.86-92 200908 放射線療法、化学療法、がん悪
液
質症候群における創傷治癒の遷
延

1 千代倉友博　　熊谷憲夫 治癒学 p96-99
vol.43
no.6

200906 培養表皮による再生治療を受け
た
４患者

2 ○太根伸浩　○大平明弘　　相原正記
（○島根大 眼科）

臨床眼科 63(7):
1175～
1179

200907 義眼床作成時におけるアルギン
酸塩繊維の臨床使用経験

3 Matsuzaki K. International
Wound Journal

6･5 313-
315

200910 The development of wound
care
as a clinical specialty in
Japan. (Editorial)

4 松崎恭一　　熊谷憲夫 形成外科 52･11
1333-
1341

200911 重症虚血肢切断端の皮膚縫合と
疼痛管理（連載：私の手術と合
併症回避のコツ）

5 松崎恭一　○松永由紀子　○門谷久仁子
◇川上民裕　　井上肇　　熊谷憲夫
（○資生堂ライフサイエンス研究セン
ター）
（◇皮膚科学）

日本形成外科学会
会誌

29･12
733-738

200912 紫外線照射による転写因子
basonuclinの局在の変化

6 井上肇　　熊谷憲夫 医学のあゆみ 231巻11
号 1091-
1095

200912 組織幹細胞のあらたな発見と
その臨床応用、上皮幹細胞を用
いた新規治療戦略　難治性皮膚
潰瘍治療とあらたな展開

7 阿藤晃一　　松崎恭一　　熊谷憲夫 形成外科 53･1 98-
100

201001 肥厚性瘢痕治療で用いる
フイックストンRの再使用にお
ける一工夫

8 松崎恭一　　熊谷憲夫 PEPARS No.39
25-38

201003 膠原病に伴う皮膚潰瘍の治療

9 松崎恭一　　熊谷憲夫 PEPARS No.39
83-95

201003 慢性創傷の疼痛

10 小林秀行　　岩本承豪　　千代倉友博
長瀬健彦　　相原正記　　熊谷憲夫

日頭顎顔会誌 26: 72～
79

201003 治療に難渋した自傷行為による
広範囲頭皮剥脱創の１例

形成外科学　著書

形成外科学　誌上発表
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11 千代倉友博　　熊谷憲夫 形成外科診療ﾌﾟﾗｸ
ﾃｨｽ
『皮弁外科･ﾏｲｸﾛ
ｻｰｼﾞｬﾘｰの実際』

175-179 201003 外鼻の再建

1 安藤和正　　西浦蘭子　　篠田令奈
井上匡子　　熊谷憲夫

第52回日本形成外
科学会総会

200904 抗凝固剤投与により巨大神経線
維腫内（レックリングハウン
病）に大量出血を繰り返した１
例

2 相原正記 第52回日本形成外
科学会総会
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ

200904 顔面熱傷後瘢痕の治療

3 高間久美子　　久保田賢子　　菅谷文人
熊谷憲夫

第52回日本形成外
科学会総会

200904 ドイツ式ワイヤーVHO法による
巻き爪矯正法の検討

4 松崎恭一 第52回日本形成外
科学会総会

200904 創傷治療と痛み

5 横山次郎　　冨岡みゆき　○武永美津子
井上肇
（○難病治療研究センター）

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 ヨード卵による2型糖尿病への
早期インターベンション　2型
糖尿病モデルマウスからの検討

6 井上肇　　冨岡みゆき 第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 魚由来コラーゲンペプチド、イ
ソフラボンの培養骨細胞に及ぼ
す影響

7 松崎恭一 創傷ｾﾐﾅｰ 200905 創傷治療と疼痛ケア（講演）

8 松崎恭一 The 26th Live
Demonstration
in Kokura

200905 CLIに対する地域連携医療の実
際

9 松崎恭一 日本理学療法士協
会
内部障害系理学療
法研究部会
平成21年度糖尿病
研修会

200906 糖尿病性足病変における創傷治
癒

10 安藤和正　　両角京子　　井上匡子
篠田令奈　○熊野玲子
（○放射線医学）

第14回 横浜形成
外科ﾌｫｰﾗﾑ

200906 摘出に難渋した顔面異物（木
片）の一例

11 Matsuzaki K. Tokyo
Percutaneous
Cardiovascular
Intervention
Conference
(TOPIC) 2009

200907 Primary care for ischemic
foot ulcer by plastic
surgeon　(Lecture)

形成外科学　学会発表
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12 松崎恭一 第11回日本褥瘡学
会学術集会

200909 ベストプラクティスに基づいた
創傷治療（ランチョンセミ
ナー）

13 松崎恭一 褥瘡ｹｱｾﾐﾅｰ inさ
いたま

200909 褥瘡治療とQOL（講演）

14 松崎恭一 日本下肢救済･足
病学会 創立学術
集会

200910 下肢潰瘍治療の基礎と臨床（イ
ンストラクショナルコース）

15 松崎恭一 第18回日本形成外
科学会 基礎学術
集会

200910 糖尿病性潰瘍の局所ケア―とく
に運動療法に関してー（ラン
チョンセミナー）

16 篠田令奈　　井上肇　　冨岡みゆき
岩本承豪　　高間久美子　　熊谷憲夫

第18回日本形成外
科学会 基礎学術
集会

200910 多血小板血漿を用いた新規培養
表皮作成法

17 岩本承豪　　冨岡みゆき　　篠田令奈
○佐藤華子　　井上肇　　熊谷憲夫
（○解剖学）

第18回日本形成外
科学会 基礎学術
集会

200910 培養表皮細胞からの各種増殖因
子酸性とHSP誘導に及ぼす胃粘
膜保護薬の影響

18 松崎恭一 川崎地区透析合併
症ｾﾐﾅｰ―透析患者
の足病変と骨･関
節障害を考えるｰ

200910 重症下肢虚血の創傷治療―集学
的治療を目的とした多施設連携
―

19 松崎恭一 神奈川糖尿病足病
変ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｰ県西地
区講演会―

200911 足病変に関する多方面からのア
プローチ

20 松崎恭一 第15回糖尿病ﾌｯﾄｹ
ｱ研究会

200911 病院連携による糖尿病足病変の
治療

21 安藤和正　　高間久美子　　井上匡子
両角京子

第15回 横浜形成
外科ﾌｫｰﾗﾑ

200911 左下顎枝部に存在した埋伏歯に
よる膿瘍の1例

22 篠田令奈　　熊谷憲夫　　篠田令奈
井上肇　　冨岡みゆき　　熊谷憲夫

第1回PRP療法研究
会

200911 PRPを用いた培養表皮作成法

23 菅谷文人　　相原正記　　熊谷憲夫 日本形成外科学会
第260回東京地方
会

200912 両下腿に生じた巨大黄色腫症の
一例

24 松崎恭一 第4回末梢循環ｾﾐ
ﾅｰ

201001 下肢治療セッション：専門病院
に送るタイミング創傷治療の視
点から

25 菅谷文人　　相原正記　　熊谷憲夫 第18回日本熱傷学
会関東地方会

201001 熱傷瘢痕治療の工夫

26 松崎恭一 第2回信州
Vascular Meeting

201002 重症虚血肢の集学的創傷治療
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27 井上肇 第25回関東小児外
科症例検討会

201003 培養表皮幹細胞を用いた皮膚再
生医療の最先端

28 井上肇 第9回日本再生医
療学会総会

201003 自家多血小板血漿の再生医療へ
の応用とその可能性—、基礎か
ら臨床へー
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1 相馬良直 小児科臨床ﾋﾟｸｼｽ7
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎と
皮膚疾患(編)五十
嵐隆､大矢幸弘､馬
場直子(中山書店

P. 130-
131

200904 1章、血管腫・母斑　　表皮母
斑

2 川上民裕 皮膚疾患診療実践
ｶﾞｲﾄﾞ､(編)宮地良
樹･古川福実(文光
堂

P. 74,
P. 330-
333,
P. 408-
412  P.
412-413

200904 針反応、Sweet病、Behçet病,
Weber-Christian症候群

3 木村聡子　○赤城久美子
（○都立駒込病院）

皮膚感染症のすべ
て､編集者､渡辺晋
一(南江堂

P. 260-
265

200905 6.性感染症　ｃ。ＨＩＶ感染
症,AIDS

4 川上民裕 今日の治療指針
2009､(編)山口徹､
北原光夫､福井次
矢､(医学書院

P. 873-
874

200906 紫斑

5 村上富美子　　橋爪鈴男 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
2010年版(ﾜｲﾄﾞ版)
編集者､水島裕､鈴
木康夫(金原出版

P. 784-
803 P.
805-813

201001 I,皮膚科用薬・2）アトピー性
皮膚炎の治療薬について、～
12）尿素含有軟膏。14）スピー
ル膏～19）プロペシア

1 山崎礼子　　川上民裕　　堤祐子
相馬良直

皮膚科の臨床 51(4)P.
541-544

200904 筋緊張性ジストロフィーに合併
した多発性石灰化上皮腫の1例

2 Tamihiro Kawakami　　Chihiro Saito
Yoshinao Soma

Acta Dermato-
Venereologica

89(4)P.
415-416

200904 Acquired dermal
melanocytosis naevus of Ota-
like macules on the face and
extremities lesions in a
young Japanese woman.

3 Tamihiro Kawakami　　Sora Takeuchi
Yoshinao Soma

Acta Dermato-
Venereologica

89(4)P.
440-441

200904 Benign symmetric lipomatosis
associated with atopic
dermatitis and chronic
alcohol abuse in a Japanese
man.

4 Tamihiro Kawakami　　Takeshi Kawanabe
Yoshinao Soma

J ournal of the
American Academy
of Dermatology

60(5)P.
848-852

200905 Granuloma annulare-like skin
lesions as an initial
manifestation in a Japanese
patient with adult T-cell
leukemia/lymphoma.

皮膚科学　著書

皮膚科学　誌上発表
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5 Tamihiro Kawakami　　Satoko Kimura
○Akitoshi Kinoshita　○Kensuke Kondo
Yoshinao Soma
（○小児科学）

Acta Dermato-
Venereologica

89(5)P.
540-541

200905 Precursor B-cell
lymphoblastic lymphoma with
only cutaneous involvement.

6 Tamihiro Kawakami　　Masako Mizoguchi
Yoshinao Soma

Acta Dermato-
Venereologica

89(5)P.
534-535

200905 Primary cutaneous diffuse
large B-cell lymphoma, leg
type in an elderly man with
human immunodeficiency virus
encephalopathy.

7 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

The Journal of
Rheumatology

48(5)P.
508-512

200905 Differences in anti-
phosphatidylserine-
prothrombin complex
antibodies and cutaneous
vasculitis between regular
livedo reticularis and
livedo racemosa.

8 高濱英人　○坂田有紀　○光永眞人
（○町田市民病院）

皮膚科の臨床 51(7)P.
903-906

200907 潰瘍性大腸炎に合併した
Erosive Pustular Dermatosis
of the Scalp の1例

9 川上民裕 Derma 156(8)P.
29-35

200908 特集/皮膚血管炎のすべて。
Chueg-Strauss 症候群

10 松永るり Clinical Derma 11(3)P.
7-8

200909 性感染症をどのように診るか

11 川上民裕 Derma 157(9)P.
27-34

200909 特集/外来でみる子どもの皮膚
疾患のポイント・血管炎

12 Tamihiro Kawakami　　Shiho Ooka
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
○Masahide Yamazaki　　川上民裕
（○金沢大学）

The American
Jourmal of
Gastroentetology

104(9)P.
2363-
2364

200909 Reduction of interleukin-6,
interleukin-8, and anti-
phosphatidylserine-
prothrombin complex antibody
by granulocyte and monocyte
adsorption apheresis in a
patient with pyoderma
gangrenosum and ulcerative
colitis.

13 川上民裕 Visual
Dermatology

8(10)P.
1060-
1061

200910 Case18 Part.3 手、顔以外で見
落としてならない膠原病の皮疹
網状皮斑と抗リン脂質抗体症候
群

14 転法輪奏 医薬の門 49(4)P.
86-88

200910 悪性黒色腫における
matrilysin(MMP-7)の発現につ
いて

15 川上民裕 皮膚科の臨床 51(11)
特:49P.
1462-
1473

200910 14、血管炎
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16 Tamihiro Kawakami　　Yoshinao Soma The Journal of
Rheumatology

36(11)P.
2622-
2623

200911 Churg-Strauss Syndrome in
childhood: a clinical
review.

17 川上民裕 Visual
Dermatology

8(12)P.
1302-
1310

200912 ８同じ病気でこんなに違う！③
[炎症・腫瘍編]皮膚型結節性多
発動脈炎

18 相馬良直 日本皮膚科学会雑
誌

119(13)P
. 2544-
2546

200912 ＥＬ5-5膠原病、　ベーチェッ
ト病の診断と治療

19 川上民裕 日本皮膚科学会雑
誌

119(13)P
. 2699-
2703

200912 ＥＬ16-12血管炎・血管障害ガ
イドライン　Henoch-SchÖnlein
紫斑病・皮膚白血球破砕性血管
炎

20 ○松崎恭一　○松永由希子　○門谷久仁子
川上民裕　○井上肇　○熊谷憲夫
村上富美子
（○形成外科学）

日本形成外科学会
雑誌

29(12)P.
733-738

200912 紫外線照射による転写因子
basonucihin の局在の変化

21 溝口昌子 日本美容皮膚科学
会雑誌

19(4)P.
329-335

200912 対称性真皮メラノサイトーシス
の臨床と発症病態

22 川上民裕 Visual
Dermatology

9(1)P.
56-58

201001 Henoch-SchÖnlein 紫斑病

23 Tamihiro Kawakami　　Yoshinao Soma Archives of
Dermatology

146(1)P.
100-101

201001 Therapeutic effect of
clopidogrel on cutaneous
polyarteritis nodosa

24 京谷樹子　　木村聡子　　松永るり
齋藤千尋　　山口奈央　　石川文穂
川上民裕　　相馬良直

皮膚科の臨床 52(1)P.
31-33

201001 病初期に皮膚症状を伴った
Churg-Strauss 症候群の１例

25 芳賀恒夫　　川上民裕　　相馬良直 皮膚病診療 32(2)P.
167-170

201002 NB-UVB が奏効した汎発性環状
肉芽腫

26 Tamihiro Kawakami Journal of
Dermatology

37(2)P.
113-124

201002 New algorithm (KAWAKAMI
algorithm) to diagnose
primary cutaneous
vasculitis.

27 Tamihiro Kawakami　○Sayuri Shirai
○Kenjiro Kimura　　Yoshinao Soma
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

Archives of
Dermatology

146(2)P.
212-213

201002 Successful use of mizoribine
to treat recurrent
corticosteroid-resistant
palpable purpura in a
patient with henoch-
schonlein purpura nephritis.

28 Tamihiro Kawakami　　Satoko Kimura
Yoshinao Soma

Journal of
American Academy
Dermatology

62(3)P.
528-530

201003 Unilateral nevoid
telangiectasia on the lower
extremity of a pediatric
patient.
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29 Tamihiro Kawakami　○Madoka Takimoto
Yoshinao Soma
（○血液・腫瘍内科）

International
Joural of
Dermatology

49(3)P.
306-316

201003 Late appearance of an acute
graft-vs.-host disease
reaction subsequent to a
graft-vs.-tumor effect
induced by bone marrow
transplantation in a
refractory ovarian carcinoma
patient.

30 木村聡子　　川上民裕　　芳賀恒夫
相馬良直

皮膚科の臨床 52(3)P.
341-344

201003 エタネルセプト投与中に生じた
乾癬様皮疹の1例

31 Kawakami T　○Takahashi K　　Soma Y
○Ikezawa Z
（○横浜市立大学）

Clinical
Experimental
Dermatology

35(3)P.
743-745

201003 Attitudes of dermatologists
toward the Chapel Hill
Consensus Conference
nomenclature and
classification.

1 相馬良直 第108回日本皮膚
科学会総会

200904 教育講演ＥＬ5-5、膠原病5.
ベーチェット病の診断と治療

2 川上民裕 第108回日本皮膚
科学会総会

200904 血管炎・血管障害ガイドライン
ＥＬ16-5　Henoch-SchÖnlein
紫斑病・皮膚白血球破砕性血管
炎

3 木村聡子　　川上民裕　　芳賀恒夫
相馬良直

第108回日本皮膚
科学会総会

200904 Ｐ16-3　エタネルセプト投与中
に発症した乾癬の1例

4 土井里沙子　　山口奈央　　川上民裕
相馬良直

第108回日本皮膚
科学会総会

200904 Ｐ29-4　苔癬様型皮膚サルコイ
ドの1例

5 山崎礼子　　川崎奏　　村上富美子
○増子真理
（○町田市）

第108回日本皮膚
科学会総会

200904 Ｐ28-4　酵素補充療法を導入し
たFabry病の1例

6 京谷樹子　　木村聡子　　松永るり
齋藤千尋　　山口奈央　　川上民裕
相馬良直

日本皮膚科学会第
824回東京地方会

200906 乳癌術後に左腋窩近傍に生じた
乳房外Paget 病の1例

7 土井里沙子　　芳賀恒夫　　竹内そら
島田恵子　　川上民裕　　相馬良直
○泉裕乃
（○川崎市）

日本皮膚科学会第
824回東京地方会

200906 ダーモスコピーが術前評価に有
用であった悪性黒色腫 in situ
の1例

8 ○高桑由希子　○大岡正道　○殿岡久美子
川上民裕　○山田秀裕　○尾崎承一
（○リウマチ・膠原病・アレルギー内科）

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春季臨床大会

200906 治療抵抗性の抗リン脂質抗体症
候群を呈したホスファチジルセ
リン・ポロトロンビン抗体単独
陽性の1例

9 山崎礼子　　川崎奏　　村上富美子
○増子真理
（○町田市）

第3回神奈川酵素
補充療法研究会

200906 酵素補充療法を導入したFabry
病の1例

皮膚科学　学会発表
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10 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Miziguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

第4回日豪合同皮
膚科学会

200907 Remission of hepatitis B
virus-related
cryoglbulinemic vasculitis
with entecavir

11 竹内そら　　相馬良直　　川上民裕 第57回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会

200907 成人Henoch-SchÖnlein 紫斑病
の臨床的研究

12 京谷樹子　　川上民裕　　相馬良直
○松田敬子
（○横浜市）

日本皮膚科学会第
825回東京地方会

200907 両足背の硬直を主訴として来院
した抗セントロメア抗体陽性全
身性強皮症の１例

13 芳賀恒夫　　川上民裕　　相馬良直
○西尾有司
（○血液腫瘍内科）

日本皮膚科学会第
826回東京地方会

200909 成人Ｔ細胞性リンパ腫/白血病
に合併した非典型的な経過を
とった帯状疱疹の1例

14 川上民裕　　相馬良直 第73回日本皮膚科
学会東部支部学術
大会

200909 皮膚型結節性多発動脈炎の治療
における免疫抑制薬ミゾリビン
の位置づけ

15 川上民裕 第12回関東皮膚脈
管懇話会

200909 皮膚科診察が契機となり診断で
きたslowly progressive 型顕
微鏡的多発性血管炎の1例

16 Kanade Tenporin　　Reiko Yamazaki
Eri Fuse　　Fumiko Murakami

第3回国際ﾗｲｿｿﾞｰ
ﾑ､第14回日本ﾗｲｿ
ｿﾞｰﾑ研究会

200909 A case with Fabry's disease
treated as multiple
selerosis

17 川上民裕 第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会学術大会

200910 成人アトピー皮膚炎治療での保
湿外用薬に対する患者からの評
価

18 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Miziguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

Asian Academy of
Dermatology
&Venereology
Satellite
Meeting 2009

200911 Differences in Anti-
phosphatidyserine-
prohtrombin complex
antibodies and Cutaneous
vasculitis between regulara
livedo recticularis and
livedo

19 木村聡子　　川上民裕　　松岡晃弘
相馬良直

日本皮膚科学会第
827回東京地方会

200911 長期経過観察中の菌状息肉症患
者に生じたlymphomatoid
papulosis の1例

20 川上民裕 第51回神奈川医学
総会･学術大会､日
本医師会生涯教育
講座

200911 皮膚型結節性多発動脈炎は抗リ
ン脂質抗体が陽性でワーファリ
ンが奏効する

21 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Miziguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

The 34th Annual
Meeting of the
Japanese Society
for
Investigative
Dermatology

200912 Differences in
antiphosphatidylserine-
prothrombin camplex
antibodies and cutaneous
vasculitis between livedo
reticularis and livedo
racemosa
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22 河陽子　　川上民裕　　大角佳代子
○中村正幸　　溝口昌子　　相馬良直
（○鹿児島大学）

第22回日本色素細
胞学会学術大会

200912 メラノサイトの生存に果たす新
規Tyrp1　遺伝子

23 黒河内　美佳　　堤祐子　　芳賀恒夫
川上民裕　　相馬良直

日本皮膚科学会第
828回東京地方会

200912 好酸球増多症候群に伴った
mobile encapsulated lipoma
の１例

24 京谷樹子　　松岡摩耶　　堤祐子
川上民裕　　相馬良直

日本皮膚科学会第
829回東京地方会

201001 下腹部に広範囲の暗紅色斑を呈
した子宮体癌皮膚転移の１例

25 川上民裕　○山崎雅英　　溝口昌子
相馬良直
（○金沢大学）

第33回皮膚脈管膠
原病研究会

201001 livede reticularis と livede
racemosa における抗リン脂質
抗体と臨床像、皮膚組織所見と
の関係

26 村上富美子 第73回日本皮膚科
学会東京支部学術
大会

201002 シンポジウム2「よく治るシミ
－対称性真皮メラノサイトーシ
ス－

27 川上民裕　　相馬良直 第73回日本皮膚科
学会東京支部学術
大会

201002 保湿外用薬に対する成人アト
ピー性皮膚炎患者の意識調査
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研    究    題    目

1 ○Nakazawa R　◇Soneda S
◇Kinoshita A　□Kitagawa H　△Koike J
○Chikaraishi T
（○Dept. of Urology）
（◇Dept. of Pediatrics）
（□Dept. of Pediatric Surgery）
（△Dept. of Pathology）

Int.J.Urol. 16
P.413-
415

200904 A case report: primary
extragonagal yolk sac tumor
of penile shaft in a 2-year-
old child.

2 力石辰也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(2)
P.87-97

200904 腎移植に用いられる免疫抑制剤

3 佐々木秀郎　　力石辰也 治療 91(4)
P.1086-
1089

200904 前立腺肥大症

4 佐々木秀郎　　江東邦夫　　中澤龍斗
吉岡まき　　堤久　　宮野佐哲
佐藤雄一　○桜田勉　○嶋崎美奈子
◇土田浩生　○小板橋賢一郎
○木村健二郎　　力石辰也
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇内科学（総合診療内科））

今日の移植 22(6)
P.704-
705

200911 腎移植前に腹部リンパ節腫張を
有した慢性腎不全患者の1例

5 力石辰也 今日の移植 22(6)
P.575-
576

200911 腎臓病センターがもたらしたも
の

6 佐々木秀郎　　江東邦夫　　宮野佐哲
堤久　　中澤龍斗　　宇田川剛
北島和樹　　吉岡まき　　佐藤雄一
力石辰也

腎移植･血管外科 21(1)
P.58-63

200912 Segmental arterial
mediolysisによる腎動脈瘤に対
し自家腎移植を行った1例

1 力石辰也　　野澤資亜利　　吉池美紀
○伊野美幸　○江畠佐知子
（○医学教育文化部門）

第97回日本泌尿器
科学会総会

200904 聖マリアンナ医科大学における
学生・研修医の泌尿器科に対す
る認識

2 ○山下英之　○吉田一成　○小林昌宏
○平山貴博　　佐々木秀郎　　力石辰也
○馬場志郎
（○北里大学）

第97回日本泌尿器
科学会総会

200904 腎移植におけるMMFの血中濃度
と臨床効果の関係

3 宮野佐哲　　宇田川剛　　北島和樹
工藤浩也　　中澤龍斗　　佐々木秀郎
堤久　　佐藤雄一　　力石辰也
○箕輪良行　○平泰彦
（○救急医学）

第97回日本泌尿器
科学会総会

200904 救急外来における泌尿器科疾患
の現状

4 中澤龍斗　　宮野佐哲　　堤久
佐々木秀郎　　吉岡まき　　江東邦夫
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21回神奈川移植
医学会

200905 多発性嚢胞腎症例に対する生体
腎移植～自己腎はどうするか～

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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5 中澤龍斗　　北島和樹　　宇田川剛
佐々木秀郎　　堤久　　宮野佐哲
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25回腎移植･血
管外科研究会

200906 生体移植腎ドナーの術前および
術直後における腎機能の検討

6 佐藤雄一　○谷澤雅彦　○宮本雅仁
○柴垣有吾　○木村健二郎　　中澤龍斗
佐々木秀郎　　北島和樹　　宇田川剛
吉岡まき　　宮野佐哲　　堤久
力石辰也
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第25回腎移植･血
管外科研究会

200906 感染症を伴う透析患者における
深部静脈を用いた内シャント作
製

7 佐々木秀郎　　宮野佐哲　　堤久
吉岡まき　　中澤龍斗　　北島和樹
宇田川剛　　江東邦夫　　佐藤雄一
力石辰也

第25回腎移植･血
管外科研究会

200906 Segmental arterial
mediolysis (SAM)に対する自家
腎移植の経験

8 力石辰也　　佐藤雄一　　宮野佐哲
堤久　　佐々木秀郎　　吉岡まき
中澤龍斗　　江東邦夫

第19回新潟移植再
生研究会

200906 脳性小児麻痺・胃瘻増設状態で
の心停止下献腎ドナーからの腎
摘出術と成人レシピエントへの
献腎移植

9 佐々木秀郎 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会

200907 マイクロアレイ解析を使用した
網羅的遺伝子解析による新規膀
胱腫瘍マーカーの検索

10 佐々木秀郎　　江東邦夫　　北島和樹
宇田川剛　　中澤龍斗　　吉岡まき
宮野佐哲　　堤久　　佐藤雄一
力石辰也

第29回北海道腎移
植談話会

200908 ミコフェノール酸モフェチルに
よる無顆粒球症の１例

11 佐藤雄一　　江東邦夫　　中澤龍斗
吉岡まき　　佐々木秀郎　　堤久
宮野佐哲　　力石辰也

第40回日本泌尿器
科学会神奈川地方
会

200909 透析導入を前提とした尿路腫瘍
手術症例の検討

12 佐々木秀郎　　宮野佐哲　　堤久
吉岡まき　　中澤龍斗　　北島和樹
宇田川剛　　江東邦夫　　佐藤雄一
力石辰也

第74回日本泌尿器
科学会東部総会

200910 前立腺肥大症と高血圧・高脂血
症・糖尿病・肥満の関係

13 工藤浩也　　山川克典　　古畑壮一 第74回日本泌尿器
科学会東部総会

200910 体外衝撃波結石破砕術 (ESWL)
施行後の排石効果に対するα1D
遮断薬ナフトピジルの効果

14 宮野佐哲　　江東邦夫　　中澤龍斗
吉岡まき　　佐々木秀郎　　堤久
佐藤雄一　　力石辰也

日本ﾐﾆﾏﾑ創泌尿器
内視鏡外科学会第
2回学術集会

200912 腹腔鏡下小切開腎摘除術
(PLES-RN) 導入10例の経験

15 佐々木秀郎　　江東邦夫　　北島和樹
中澤龍斗　　吉岡まき　　宮野佐哲
堤久　　佐藤雄一　　力石辰也
○谷澤雅彦　○松井勝臣　○嶋崎美奈子
○柴垣有吾　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第43回日本臨床腎
移植学会

201001 小児脳性麻痺・胃瘻増設状態で
の献腎摘出と成人への移植
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16 中澤龍斗　　江東邦夫　○谷澤雅彦
○松井勝臣　　吉岡まき　　佐々木秀郎
宮野佐哲　○柴垣有吾　　佐藤雄一
○木村健二郎　　力石辰也
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第43回日本臨床腎
移植学会

201001 Graceptorによる腎移植後の導
入免疫抑制法の経験

17 北島和樹　　中澤龍斗　　宮野佐哲
堤久　　佐々木秀郎　　吉岡まき
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43回日本臨床腎
移植学会

201001 多発性嚢胞腎症例に対する生体
腎移植

18 ○池田成江　○野口文乃　　中目真理子
◇上野和美　□小坂志保　○吉田一成
○石井大輔　　力石辰也　　佐々木秀郎
□丸井祐二
（○北里大学）
（◇横浜市立大学）
（□虎ノ門病院）

第43回日本臨床腎
移植学会

201001 神奈川県腎移植レシピエント
コーディネーターの会の立上げ
と展望

19 ○中村晴美　○竹内みき　◇小野元
力石辰也　□上野聰樹　△秋山政人
（○移植医療支援室）
（◇脳神経外科学）
（□眼科学）
（△新潟県臓器移植推進財団）

第43回日本臨床腎
移植学会

201001 ドナー適応判断におけるプロト
コールの導入とその効果

20 佐々木秀郎 第19回泌尿器科分
子･細胞研究会

201002 マイクロアレイ解析を使用した
網羅的遺伝子解析による新規膀
胱腫瘍マーカーの検索

21 江東邦夫　　佐藤雄一　　宮野佐哲
堤久　　佐々木秀郎　　中澤龍斗
力石辰也　　工藤浩也　　山川克典
古畑壮一

第41回日本泌尿器
科学会神奈川地方
会

201002 急性前立腺炎に伴う眼内炎の一
例
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1 ○荒瀬康司　◇糸井隆夫　□稲田恵
□井本邦子　□竹縄直子　△海老沢睦
△宗村弥生　△三浦美奈子　△原美鈴
△尾岸恵三子　△太田美帆　▽岡美智代
☆岡本充史　◎小田嶋晋　※落合卓
*1片山一朗　*2河田幸道　*3北浜真理子
*4腰原公人　*5小山達也　*6﨑山快夫
*7白澤千晶　*8鈴木直　*9関保
*10高橋智子　*10原美鈴　*10竹内千鶴子
*11竹内正人　*12土田里香
*13長坂不二夫　*14松延美由紀
*15宮崎伸一　*16武者芳朗　*17山田康
*18渡邉亮一　*19和藤幸弘
（○虎ノ門病院）
（◇東京医科大学病院消化器内科）
（□医療法人社団大和会聖和看護専門学校）
（△東京女子医科大学看護学部成人看護学）
（▽群馬大学医学部保健学科）
（☆北里大学医学部衛生学公衆衛生学）
（◎社会保険労務士）
（※東京女子医科大学病院脳神経センター脳神経外科）
（*1大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学講座）
（*2岐阜大学）
（*3東京女子医科大学付属膠原病リウマチ痛風センター）
（*4東京医科大学病院感染制御部）
（*5東京女子医科大学看護学部精神看護学）
（*6自治医科大学さいたま医療センター神経内科）
（*7白澤歯科医院）
（*8産婦人科学（婦人科））
（*9たまがわ眼科クリニック・昭和大学医医学部眼科）
（*10東京女子医科大学看護学部成人看護学、）
（*11産科医・東峯ヒューマナイズドケアセンター）
（*12東京医科歯科大学発生発達病態学小児科）
（*13島村記念病院）
（*14訪問看護ステーションつばさ）
（*15高月病院精神科）
（*16東邦大学第2整形外科教室）
（*17秋葉原ガーデンクリニック）
（*18自治医科大学看護学部）
（*19金沢医科大学救急医学）

ｸｴｽﾁｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ看護
師国家試験問題解
説2010

第10
版:p593
～619

200904 クエスチョン・バンク看護師国
家試験問題解説2010－女性生殖
器疾患－

産婦人科学（産科・婦人科）　著書
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2 第103回医師国家
試験問題解説

p18～
19.25～
27.46～
47.104.1
63～
164.177.
187～
188.217
～
218.297
～
298.330.
362.427.
461.464.
469～
472.491
～492

200905 第103回医師国家試験問題解説○安部正敏　◇荒瀬康司　□板垣英二
△糸井隆夫　▽岩男暁子　☆岩坂壽二
◎大泉弘幸　※大友康博　*1岡住慎一
*2岡田忠雄　*3岡田忠　*4岡田充史
*5尾島俊之　*6春日井邦夫　*7兼板佳孝
*8河田幸道　*9苅田典生　*10木下澄仁
*11木下良正　*12草壁秀成　*13香坂俊
*14児玉貴光　*15小林浩　*16今田恒夫
*17近藤健二　*18近藤哲　*19斎藤伸二郎
*20崎山快夫　*21下屋浩一郎　*22鈴木直
*23関保　*24瀬戸口靖弘　*25田勢長一郎
*26田中祐司　*27田中良哉　*28土田里香
*29富木雄一　*30長坂不二夫
*31中田雅彦　*32中屋重直　*33中山昌樹
*34西浦博　*35樋上哲哉　*36平田幸一
*37平野勉　*38藤井英紀　*39細井温
*40本間敏明　*41前田明彦　*42益子邦洋
*43松原英俊　*44三上さおり　*45水口雅
*46水谷隆史　*47三角和雄
*48宮越重三郎　*49宮崎伸一
*50宮良高維　*51森一博　*52矢島知治
*53山下智也　*54山田宣夫　*55山本秀樹
*56吉田和彦　*57和田秀穂　*58渡邉重行
*59和藤幸弘
（○群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学）
（◇虎ノ門病院肝臓科）
（□杏林大学医学部第３内科）
（△東京医科大学病院消化器内科）
（▽埼玉社会保険病院健康管理センター）
（☆関西医科大学内科学第２講座）
（◎山形大学医学部外科学第２講座）
（※東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野）
（*1東邦大学医療センター佐倉病院外科）
（*2北海道大学病院小児外科）
（*3愛知医科大学医学部生理学第１講座）
（*4北里大学医学部衛生学公衆衛生教室）
（*5浜松医科大学健康社会医学）
（*6愛知医科大学医学部消化器内科）
（*7日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
（*8岐阜大学）
（*9神戸大学大学院医学研究科内科学講座神経内科学分野）
（*10熊本市立熊本市民病院耳鼻咽喉科）
（*11宗像水光会総合病院脳神経外科）
（*12くさかべ皮フ科）
（*13慶應義塾大学病院循環器内科）
（*14救急医学）
（*15奈良県立医科大学産婦人科学）
（*16山形大学医学部内科第１講座）
（*17東京大学医学部付属病院耳鼻咽喉科聴覚音声外科）
（*18北海道大学医学部研究科腫瘍外科学）
（*19山形市立病院済生館脳神経外科）
（*20自治医科大学さいたま医療センター）
（*21川崎医科大学産婦人科）（*22産婦人科学（婦人科））
（*23たまがわ眼科クリニック・昭和大学医医学部眼科）
（*24東京医科大学内科学第１講座）
（*25福島県立医科大学救急科）
（*26防衛医科大学校内科３部門）
（*27産業医科大学第１内科学）
（*28東京医科歯科大学発生発達病態学小児科）
（*29順天堂大学医学部下部消化管外科学）
（*30田中脳神経外科病院）
（*31山口大学医学部付属病院周産母子センター）
（*32岩手医科大学）（*33関東労災病院産婦人科）
（*34ユトレヒト大学理論疫学）
（*35札幌医科大学外科学第２講座）
（*36独協医科大学内科学（神経）
（*37昭和大学医学部糖尿病代謝内分泌内科学）
（*38東京慈恵会医科大学附属病院整形外科）
（*39杏林大学医学部心臓血管外科）
（*40帝京大学ちば総合医療センター第３内科学）
（*41高知大学医学部小児科）
（*42日本医科大学千葉北総合病院救命救急医療センター）
（*43滋賀医科大学医学部付属病院総合診療部）
（*44東京医科歯科大学医学部付属病院救命救急センター）
（*45東京大学大学院医学系研究科発達医科学教室）
（*46南永田診療所）（*47千葉西総合病院）
（*48地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター血液内科）
（*49高月病院精神科）（*50近畿大学医学部呼吸器アレルギー内科）
（*51徳島市民病院小児科）
（*52慶應義塾大学医学部消化器内科）
（*53神戸大学医学部付属病院循環器内科）
（*54大曾根クリニック）
（*55岡山大学大学院環境研究科生命環境学先行人間生体学講座国際保健学分
野）
（*56東京慈恵会医科大学外科学講座）
（*57川崎医科大学内科学）
（*58水戸協同病院筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター）
（*59金沢医科大学救急医学教室）
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巻・号・
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発表西暦
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研    究    題    目

○安部正敏　◇荒瀬康司　□板垣英二
△糸井隆夫　▽岩男暁子　☆岩坂壽二
◎大泉弘幸　※大友康博　*1岡住慎一
*2岡田忠雄　*3岡田忠　*4岡田充史
*5尾島俊之　*6春日井邦夫　*7兼板佳孝
*8河田幸道　*9苅田典生　*10木下澄仁
*11木下良正　*12草壁秀成　*13香坂俊
*14児玉貴光　*15小林浩　*16今田恒夫
*17近藤健二　*18近藤哲　*19斎藤伸二郎
*20崎山快夫　*21下屋浩一郎　*22鈴木直
*23関保　*24瀬戸口靖弘　*25田勢長一郎
*26田中祐司　*27田中良哉　*28土田里香
*29富木雄一　*30長坂不二夫
*31中田雅彦　*32中屋重直　*33中山昌樹
*34西浦博　*35樋上哲哉　*36平田幸一
*37平野勉　*38藤井英紀　*39細井温
*40本間敏明　*41前田明彦　*42益子邦洋
*43松原英俊　*44三上さおり　*45水口雅
*46水谷隆史　*47三角和雄
*48宮越重三郎　*49宮崎伸一
*50宮良高維　*51森一博　*52矢島知治
*53山下智也　*54山田宣夫　*55山本秀樹
*56吉田和彦　*57和田秀穂　*58渡邉重行
*59和藤幸弘
（○群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学）
（◇虎ノ門病院肝臓科）
（□杏林大学医学部第３内科）
（△東京医科大学病院消化器内科）
（▽埼玉社会保険病院健康管理センター）
（☆関西医科大学内科学第２講座）
（◎山形大学医学部外科学第２講座）
（※東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野）
（*1東邦大学医療センター佐倉病院外科）
（*2北海道大学病院小児外科）
（*3愛知医科大学医学部生理学第１講座）
（*4北里大学医学部衛生学公衆衛生教室）
（*5浜松医科大学健康社会医学）
（*6愛知医科大学医学部消化器内科）
（*7日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
（*8岐阜大学）
（*9神戸大学大学院医学研究科内科学講座神経内科学分野）
（*10熊本市立熊本市民病院耳鼻咽喉科）
（*11宗像水光会総合病院脳神経外科）
（*12くさかべ皮フ科）
（*13慶應義塾大学病院循環器内科）
（*14救急医学）
（*15奈良県立医科大学産婦人科学）
（*16山形大学医学部内科第１講座）
（*17東京大学医学部付属病院耳鼻咽喉科聴覚音声外科）
（*18北海道大学医学部研究科腫瘍外科学）
（*19山形市立病院済生館脳神経外科）
（*20自治医科大学さいたま医療センター）
（*21川崎医科大学産婦人科）（*22産婦人科学（婦人科））
（*23たまがわ眼科クリニック・昭和大学医医学部眼科）
（*24東京医科大学内科学第１講座）
（*25福島県立医科大学救急科）
（*26防衛医科大学校内科３部門）
（*27産業医科大学第１内科学）
（*28東京医科歯科大学発生発達病態学小児科）
（*29順天堂大学医学部下部消化管外科学）
（*30田中脳神経外科病院）
（*31山口大学医学部付属病院周産母子センター）
（*32岩手医科大学）（*33関東労災病院産婦人科）
（*34ユトレヒト大学理論疫学）
（*35札幌医科大学外科学第２講座）
（*36独協医科大学内科学（神経）
（*37昭和大学医学部糖尿病代謝内分泌内科学）
（*38東京慈恵会医科大学附属病院整形外科）
（*39杏林大学医学部心臓血管外科）
（*40帝京大学ちば総合医療センター第３内科学）
（*41高知大学医学部小児科）
（*42日本医科大学千葉北総合病院救命救急医療センター）
（*43滋賀医科大学医学部付属病院総合診療部）
（*44東京医科歯科大学医学部付属病院救命救急センター）
（*45東京大学大学院医学系研究科発達医科学教室）
（*46南永田診療所）（*47千葉西総合病院）
（*48地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター血液内科）
（*49高月病院精神科）（*50近畿大学医学部呼吸器アレルギー内科）

（*51徳島市民病院小児科）
（*52慶應義塾大学医学部消化器内科）
（*53神戸大学医学部付属病院循環器内科）
（*54大曾根クリニック）
（*55岡山大学大学院環境研究科生命環境学先行人間生体学講座国際保健学分
野）
（*56東京慈恵会医科大学外科学講座）
（*57川崎医科大学内科学）
（*58水戸協同病院筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター）
（*59金沢医科大学救急医学教室）
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学会発表
巻・号・

頁
発表西暦
年次

研    究    題    目

3 卵巣癌診療ﾊﾝﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ

p176～
183

200910 ９．治療フローチャート３）再
発癌の治療方針

○杉山徹　○熊谷晴介　○庄子忠宏
○村井正俊　○竹内聡　○小見英夫
◇中路重之　□横山良仁　△西田敬
▽小宮山慎一　▽長谷川清志
▽宇田川、康博　☆松元隆　◎渡利英道
※桜木範明　*1富樫かおり　*1中本裕士
*2玉井賢　*2小山貴　*3寺井義人
*4藤原潔　*4竹島信宏　*5滝沢憲
*6寒河江悟　*7津田浩史　*7進伸幸
*7青木大輔　*8岡本愛光　*8山田恭輔
*8矢内原臨　*8新美茂樹　*8落合和徳
*9喜多恒和　*10大田俊一郎　*10牛嶋公生
*11寺内文敏　*12鈴木直　*12大原樹
*12小林陽一　*12木口一成　*13渡部洋
*13星合昊　*14伊藤公彦　*15田畑務
*16藤原恵一　*16長尾昌二　*17細川健一
*18恩田貴志　*19波多江正紀
*20竹原和宏　*21高野政志　*22嶋田宗昭
*23紀川純三　*24松本光史　*25高野忠夫
*26有賀拓郎　*26戸板崇文　*26村山貞幸
*11藤村雅樹　*27谷口秀一　*27小林裕明
（○岩手医科大学医学部産婦人科）
（◇弘前大学大学院医学研究科社会医学）
（□弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学）
（△大分県済生会日田病院）
（▽藤田保健衛生大学医学部産婦人科学）
（☆国立病院機構四国がんセンター婦人科）
（◎北海道大学病院婦人科）
（※北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌・腫瘍学）
（*1京都大学大学院医学研究科放射線医学）
（*2京都大学医学部付属病院放射線部）
（*3大阪医科大学産婦人科学）
（*4癌研究会有明病院婦人科）
（*5癌研究会有明病院レディースセンター長）
（*6JR札幌病院副院長）
（*7慶應義塾大学医学部産婦人科学）
（*8東京慈恵会医科大学産婦人科学）
（*9帝京大学医学部産婦人科学）
（*10久留米医科大学産婦人科学）
（*11東京医科大学産科婦人科学）
（*12産婦人科学（婦人科））
（*13近畿大学医学部産婦人科学）
（*14関西労災病院産婦人科）
（*15三重大学医学部産科婦人科学）
（*16埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）
（*17京都府立医科大学医学部産婦人科学）
（*18国立がんセンター中央病院婦人科）
（*19鹿児島市立病院産婦人科）
（*20国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター婦人科）
（*21防衛医科大学校病院婦人科）
（*22鳥取大学医学部産婦人科学）
（*23鳥取大学医学部付属病院がんセンター長）
（*24兵庫県立がんセンター腫瘍内科医長）
（*25東北大学病院婦人科）
（*26琉球大学医学部放射線医学分野）
（*27九州大学病院産科婦人科学）
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4 不妊治療のための
卵子学

p43～47 201001 排卵のメカニズム（排卵に必要
な条件・主席卵胞の構造・ゴナ
ドトロピンサージ・排卵のメカ
ニズム）

○鈴木秋悦　◇倉沢滋明　□佐藤英明
□星野由美　△横尾正樹　▽北井啓勝
☆森本義晴　◎久保晴美　※高野昇
*1佐藤嘉兵　*2石塚文平　*3高橋則行
*4沖津摂　*5間壁さよ子　*6片寄治男
*6柳田薫　*7菅沼亮太　*8林章太郎
*9河野康志　*9楢原久司　*10東口篤司
*11岩田京子　*11見尾保幸　*12佐藤節子
☆中岡義晴　*13鈴木直　☆橋本周
*14細井美彦　*15大月純子　*16桑山正成
*17荒木康久　*17荒木泰行　*18阿部宏之
*19詠田由美　*20福田愛作　*21石川孝之
*21京野廣一　*22堀内俊孝　*23菅原延夫
*24大塩達弥　*25藤井俊史　*26蔵本武志
*27福田淳　*28古井憲司　*29John Smitz
*30山下正紀　*30岩山広　*31乾裕昭
*31水野仁二　*31赤石一幸　*31渡邉百合
（○生殖バイオロジー東京シンポジウム）
（◇銀座ウィメンズクリニック）
（□東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野）
（△秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科）
（▽稲城市立病院産婦人科）
（☆IVFなんばクリニック）
（◎NPO法人日本不妊予防協会付設渋谷橋レディースクリニッ
ク）
（※ポートスクエア柏戸クリニック婦人科）
（*1日本大学生物資源科学部応用生物学科）
（*2産婦人科学（産科））
（*3産婦人科学）
（*4三宅医院生殖医療センター）
（*5神田第二クリニック）
（*6国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）
（*7福島県立医科大学医学部産婦人科）
（*8福島赤十字病院産婦人科）
（*9大分大学医学部産科婦人科）
（*10斗南病院生殖内分泌科）
（*11矢野産婦人科）
（*12横田マタニティホスピタル）
（*13産婦人科学（婦人科））
（*14近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）
（*15永井クリニック）
（*16加藤レディースクリニック）
（*17高度生殖医療技術研究所）
（*18山形大学大学院理王学研究科物質科学工学分野）
（*19IVF詠田クリニック）
（*20IVF大阪クリニック）
（*21京野アートクリニック）
（*22県立広島大学生命環境学部生命科学科）
（*23いわき婦人科）
（*24東京ベイレディースクリニック）
（*25前大城クリニック）
（*26蔵本ウィメンズクリニック）
（*27市立秋田総合病院産婦人科）
（*28クリニックママ）
（*29ベルギー自由大学）
（*30山下レディースクリニック）
（*31乾マタニティクリニック）
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5 不妊治療のための
卵子学

p161～
167

201001 卵巣組織凍結保存法の現状（近
年の若年癌患者の特色・癌の治
療と卵巣機能不全・卵巣組織凍
結の臨床応用ーヒトにおける成
功例・カニクイザルを用いた新
しい卵巣組織凍結保存法の開
発・卵巣組織凍結の展望

○鈴木秋悦　◇倉沢滋明　□佐藤英明
□星野由美　△横尾正樹　▽北井啓勝
☆森本義晴　◎久保晴美　※高野昇
*1佐藤嘉兵　*2石塚文平　*3高橋則行
*4沖津摂　*5間壁さよ子　*6片寄治男
*6柳田薫　*7菅沼亮太　*8林章太郎
*9河野康志　*9楢原久司　*10東口篤司
*11岩田京子　*11見尾保幸　*12佐藤節子
☆中岡義晴　*13鈴木直　☆橋本周
*14細井美彦　*15大月純子　*16桑山正成
*17荒木康久　*17荒木泰行　*18阿部宏之
*19詠田由美　*20福田愛作　*21石川孝之
*21京野廣一　*22堀内俊孝　*23菅原延夫
*24大塩達弥　*25藤井俊史　*26蔵本武志
*27福田淳　*28古井憲司　*29John Smitz
*30山下正紀　*30岩山広　*31乾裕昭
*31水野仁二　*31赤石一幸　*31渡邉百合
（○生殖バイオロジー東京シンポジウム）
（◇銀座ウィメンズクリニック）
（□東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野）
（△秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科）
（▽稲城市立病院産婦人科）
（☆IVFなんばクリニック）
（◎NPO法人日本不妊予防協会付設渋谷橋レディースクリニッ
ク）
（※ポートスクエア柏戸クリニック婦人科）
（*1日本大学生物資源科学部応用生物学科）
（*2産婦人科学（産科））
（*3産婦人科学）
（*4三宅医院生殖医療センター）
（*5神田第二クリニック）
（*6国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター）
（*7福島県立医科大学医学部産婦人科）
（*8福島赤十字病院産婦人科）
（*9大分大学医学部産科婦人科）
（*10斗南病院生殖内分泌科）
（*11矢野産婦人科）
（*12横田マタニティホスピタル）
（*13産婦人科学（婦人科））
（*14近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）
（*15永井クリニック）
（*16加藤レディースクリニック）
（*17高度生殖医療技術研究所）
（*18山形大学大学院理王学研究科物質科学工学分野）
（*19IVF詠田クリニック）
（*20IVF大阪クリニック）
（*21京野アートクリニック）
（*22県立広島大学生命環境学部生命科学科）
（*23いわき婦人科）
（*24東京ベイレディースクリニック）
（*25前大城クリニック）
（*26蔵本ウィメンズクリニック）
（*27市立秋田総合病院産婦人科）
（*28クリニックママ）
（*29ベルギー自由大学）
（*30山下レディースクリニック）
（*31乾マタニティクリニック）

- 278 -



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 ○駒瀬裕子　○山口裕礼　○森田あかね
○石橋令臣　○池原瑞樹　○山本崇人
◇向井秀人　◇波多野智宏　◇平本千佳子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇横浜市旭区薬剤師会）

喘息 22巻1号
p71-p77

200904 横浜市西部地域における病薬診
連携の効果（第5報）薬局にお
ける処方箋の解析

2 ○峯下昌道　○石田敦子　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

医学書院 呼吸と
循環

第57巻5
号507-
511

200905 膿胸の治療

3 ○深谷真理子　◇横山有里　◇横山仁志
◇大森圭貢　◇笠原酉介　◇下田志麻
□駒瀬裕子　△笹益雄
（○横浜市旭区薬剤師会）
（◇西部病院リハビリテーション部）
（□内科学（呼吸器・感染症内科））
（△整形外科学）

理学療法ｼﾞｬｰﾅﾙ 5巻p457-
461

200905 間質性肺炎患者における運動誘
発性低酸素血症の予測指標

4 ○Makoto Hoshino　○Hiroshi Handa
○Teruomi Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Allergology
International

58:No3
357-363

200905 Effects of salmeterol and
fluticasone propinate
combination versus
fluticasone propinate on
airway function and
eosinophilic inflammation in
mild asthma.

5 ○Noriaki Kurimoto
○Haruhiko Nakamura
◇Teruomi Miyazawa
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

J Med Ultrasound 17(1)31-
43

200905 Overview of Endobronchial
Ultrasonography in Chest
Medicine depth diagnosis
EBUS-TBNA, endobrochial
ultrasonography(EBUS),guide
sheath, transbronchial
needle aspiration (TBNA)

6 ○宮澤輝臣　◇丹羽宏　◇棚橋雅幸
◇近藤丘　◇大崎熊伸　◇岡田克彦
◇佐藤滋樹　◇鈴木栄一　◇千場博
◇藤野昇三　◇小林紘一
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇日本呼吸器内視鏡学会）

気管支学 第31巻 200905 2006年アンケート調査からみた
国内における気管支鏡の実態

7 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸と循環 Vol57No6 200906 呼吸器疾患治療の進捗：薬物療
法と非薬物療法COPDの非薬物療
法

8 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器ｹｱ 7巻7号
P697-
P702

200907 CaseStudy子宮ケアにつなげる
患者アセスメント気管支喘息

9 ○宮澤輝臣　○西根広樹　○木田博隆
○古屋直樹　○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸 Vol28No8
p771-
p776

200908 COPDにおける気管支鏡インター
ベンション

10 ○宮澤輝臣　○西根広樹　○木田博隆
○半田寛　○古屋直樹　○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸 ﾚｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝﾌｧ
ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

28巻8号
p771-
p776

200909 COPDにおける気管支鏡インター
ベンション

産婦人科学（産科・婦人科）　誌上発表
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11 ○宮澤輝臣　◇栗本典昭　○大重雅寛
○藤田佳嗣　○松岡由香　○井上健男
○西根広樹　○木田博隆　○半田寛
○古屋直樹　○石川文月　○中村美保
○佐治淳子　○石田敦子　○延山誠一
○白川妙子　○峯下昌道　◇中村治彦
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

呼吸と循環 医学書院
第57巻第
9号

200909 高度の診断的気管支鏡の可能性

12 ○石田敦子　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

CLINICAL
ONCOLOGY 腫瘍内
科

Vol.4No.
3p199-
p203

200909 気道狭窄・喀血

13 ○石田敦子　○中村美保　○石川文月
○松岡由香　○古屋直樹　○木田博隆
○半田寛　○西根広樹　○大重雅寛
○佐治淳子　○藤田佳嗣　○延山誠一
○白川妙子　○峯下昌道　○井上健男
◇森田克彦　□栗本典昭　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇岩国みなみ病院外科）
（□外科学（呼吸器外科））

気管支学 Vol31巻
p328-
p333

200909 胸腔鏡

14 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

新臨床腫瘍学(が
ん薬物療法専門医
のために) 改定第
2版

南江堂
p209-
p213

200910 呼吸器（内視鏡診断）

15 ○駒瀬裕子　○石田明　○森田あかね
○石橋令臣　◇奥平毅　◇平野恭子
□波多野智宏　□深谷真理子
□平本千佳子　□向井秀人
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇西部病院薬剤部）
（□横浜市旭区薬剤師会）

呼吸器ｹｱ 7巻10号
P1035-
P1040

200910 患者指導シートを使ってすぐ出
来る吸入療法の効果的な指導ポ
イント　喘息・COPD患者への吸
入指導の注意と指導

16 ○駒瀬裕子　○森田あかね　○石田明
○山口裕礼　○池原瑞樹　○山本崇人
◇石橋令臣　◇飛鳥井祥子　◇岡田孝弘
◇橋場友則　◇香山秀之　◇藤井隆人
□大矢清　□真鍋隆弘
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇横浜市医師会）
（□上白根病院）

ｱﾚﾙｷﾞｰ免疫 16(1)179
0-1796

200910 病診連携による喘息治療の変化
と今後の問題点　特に吸入ステ
ロイド薬の使用量

17 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

EBMｱﾚﾙｷﾞｰ疾患の
治療

P2010-
2011

200910 GINAでは患者教育、コメディカ
ルとの連携の有用性が強調され
ているがその効果の検証として
のエビデンスは？

18 ○古屋直樹　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Respiratory
Medhicine 呼吸器
科

Vol16No4
p346-
p350

200910 肺癌の気道狭窄に対する治療
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19 ○Atsuko Ishida　○Fuzuki Ishikawa
○Miho Nakamura　○Yuka Miyazu
○Masamichi Mineshita
○Noriaki Kurimoto　◇Jyunki Koike
□Takashi Nishisaka
○Teruomi Miyazawa　△Phillip　Astoule
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇病院病理部）
（□県立広島病院臨床検査科）
（△St.Marguerite Hospital University）

Respiration 78:432-
439

200911 Narrow Band Imaging Applied
to Pleuroscopy　for the
Assesｓment　of　Vascular
Pattern of the Pleura

20 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

気管支学 31巻6号
p367-
p368

200911 呼吸器インターベンションセミ
ナー

21 ○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Asthma&COPD p42-p46 200911 COPDにおける治療抵抗性呼吸困
難の管理のための肺容量減量手
術

22 ○山本崇人　◇斉藤春洋　◇近藤哲郎
□伊藤宏之　◇尾下文浩　◇坪井正博
◇中山治彦　◇横瀬智之　◇亀田陽一
○駒瀬裕子　○宮澤輝臣　◇山田耕三
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立がんセンター呼吸器科）
（□麻酔学）

臨床放射線 P2010-
2012

201001 肺野型小型扁平上皮癌のthin-
sectionCT画像・病理所見およ
び臨床像の検討

23 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

今日の治療指針 P656-656 201001 血清病

24 ○Mizuki Ikehara　○Yuko　Komase
○Akane Morita　○Hiromichi Yamaguchi
○Takahito Yamamoto
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

J Infect
Chemother

16P49-
P52

201001 Paragonimiasis in a person
whose symptoms were shown
22years after emigratioing
to Japan from Laos

25 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

医学書院 今日の
治療指針 私はこ
う治療している

p277-
p278

201001 血痰・喀痰

26 ○宮澤輝臣　○西根広樹　○半田寛
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器 p275 201001 気管支鏡による慢性閉塞性肺疾
患治療の進歩

27 ○木田博隆　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器疾患最新の
治療2010-2012

p189-
p192

201001 気道異物吸引

28 ○斉藤寿一郎　◇近藤春裕　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

産科と婦人科 76(s):p2
95～301

200904 【産婦人科手術療法マニュア
ル】内視鏡手術　子宮鏡下手術

29 ○井槌慎一郎
（○産婦人科学（産科））

産科と婦人科 76(s):p1
4～19

200904 【産婦人科手術療法マニュア
ル】羊水補充療法

30 ○高江正道　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科治療増刊 98(53):p
493～498

200904 【知っておきたい今日のホルモ
ン療法】不妊治療に関わる血中
ホルモン-最近の話題「抗
ミューラー管ホルモン」－
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31 ○鈴木直　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

脳神経外科ｼﾞｬｰﾅﾙ
別冊

18(5):p3
61～366

200905 抗癌剤による化学療法が若年女
性癌患者の妊孕性に及ぼす影響

32 ○Daisuke Aoki　◇Yoshinao Oda
□Satoshi Hattori　△Ken-ichi Taguti
▽Yoshihiro Ohishi　☆Yuji Basaki
◎Shinji Oie　※Nao Suzuki
*1Suminori Kono　*2Masazumi Tsuneyoshi
*3Ｍ　Ｏｎｏ　*4Takashi Yanagawa
*5Michiko　Kuwano
（○Department of Obstetrics and Gynecology, School of
Medicine, Keio University）
（◇Department of Applied Biological Sciences, Saga
University,）
（□Endocrinology and Metabolism, Tsunemicho Hospital,
Ashikaga）
（△Russell H. Morgan Department of Radiology and
Radiological Sciences, Johns Hopkins University School of
Medicine）
（▽Department of Advanced Material Science, University of
Tokyo）
（☆Department of Pharmaceutical Oncology, Graduate School
of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University）
（◎Department of Pharmacy, Yamaguchi University
Hospital）
（※Department of Obstetrics and Gynecology,St Marianna
University School of Medicine）
（*1First Department of Medicine, Hamamatsu University
School of Medicine）
（*2Department of Anatomic Pathology, Graduate School of
Medical Sciences, Kyushu University）
（*3School of Agriculture, Tokai University）
（*4Department of Orthopaedic Surgery, Gunma University
School of Health Science, Gunma University Graduate School
of Medicine）
（*5Graduate School of Agricultural and Life Sciences,
University of Tokyo）

Clin Cancer
Research

15:p1473
-1480

200905 Overexpression of Class Ⅲ-
Tubulin Predicts Good
Response to Taxane-based
Chemotherapy in Ovarian
Clear Cell Adenocarcinoma

33 ○Wataru Tarumi　◇Nao Suzuk
◇Noriyuki Takahash　◇Yoichi Kobayash
◇Kazushige Kiguch　○Kahei Sato
◇Bunpei Ishizuka
（○Department of Bioresource Science,
Nihon University）
（◇Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）

J. Obstet
.Gynaecol. Res

35(3):p4
14-420

200906 Ovarian toxicity of
paclitaxel and effect on
fertility in the rat

34 ○Yoichi Kobayash　◇Tatsuru Ohara
◇Yasuna Wada　◇Yoshiko Okuda
◇Haruhiro Kondo　◇Yoshiaki Okuma
◇Nao Suzuk　□Hiromichi,Gomi
◇Kazushige Kiguch　△Bunpei ishizuka
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□Departments of
Radiology,St.Marianna University,School
of Medicine）
（△産婦人科学（産科））

J. Obstet
.Gynaecol. Res

35(3):p4
90～494

200906 Concurrent chemoradiotherapy
with nedaplatin after
radical hysterectomy in
patients with stage ⅠΒand
Ⅱcervical cancer

35 ○吉田彩子　◇大原樹　◇細沼信示
◇矢作奈美子　◇和田康菜　○津田千春
◇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））

日本産科婦人科学
会 関東連合地方
部会誌 第117回学
術集会抄録号

46(2):p1
57

200906 当院における婦人科癌脳転移7
症例の検討
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36 ○村山季美枝　○森川香子　◇西ヶ谷順子
◇速水麻紀　○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））

日本産科婦人科学
会 関東連合地方
部会誌 第117回学
術集会抄録号

46(2):p1
95

200906 胎児の短腸症候群により臍帯潰
瘍を合併し自然分娩に至った一
症例

37 ○大熊克彰　○西島千絵　○吉岡範人
◇長田まり絵　◇房間茂由　○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））

日本産科婦人科学
会 関東連合地方
部会誌 第117回学
術集会抄録号

46(2)p:2
11

200906 腟式子宮全摘術への生理的食塩
水バソプレシン使用の比較検討

38 ○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 63(6):p8
52-855

200906 【HRTの新ガイドラインを読み
解く】【HRTの適応】卵巣摘出
後、早期閉経

39 ○鈴木直　○吉岡範人　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

血液ﾌﾛﾝﾃｨｱ 19(7):p5
5-61

200907 外科手術後の静脈血栓塞栓症
（VTE）に対する新しい抗凝固
薬の有用性

40 ○森川香子　◇小林陽一　◇西ヶ谷順子
◇大原樹　◇鈴木直　◇木口一成
□戸澤晃子　□田所衛
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□診断病理学）

日本婦人科腫瘍学
会雑誌

27(3):別
刷

200907 有茎性槳膜下腫瘍として発育し
た低悪性度子宮内膜間質肉腫の
一例

41 ○高江正道　◇伊藤正則　□高橋則行
○石塚文平　◇平田和明
（○産婦人科学（産科））
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3-
4):p213
～223

200908 卵胞発育と成熟に対する
Androgenの影響―単一卵胞培養
系を用いた解析―

42 ○杉下陽堂　◇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））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3-
4):p249
～259

200908 卵におけるneurofilament
heavy chain　の発現－そのリ
ン酸化と卵変性の関連性

43 ○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3-
4):287～
298

200908 卵巣がん診療の最前線

44 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本生殖内分泌学
会雑誌

14:p48～
50

200909 早発卵巣不全（早発閉経
〔premature ovarian
failure;POF〕）とその関連遺
伝子群

45 ○Norihito YOSHIOKA　○Nao SUZUKI
○Atsushi UEKAWA　○Kazushige KIGUCH
◇Bunpei ISHIZUKA
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

HUMAN CELL 22(4):p9
4-100

200910 POU6F1 is the transcription
factor that might be
involved in cell
proliferation of clear cell
adenocarcinoma of the ovary

46 ○斉藤寿一郎　○森川香子　◇近藤春裕
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

産婦人科の実際 58(11):p
1773-
1779

200910 【不妊治療ハンドブック】　治
療　子宮今日
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47 ○石山めぐみ　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 58(11):p
1716-
1720

200910 【不妊治療ハンドブック】　治
療　高プラクチン血症の取り扱
い

48 ○新橋成直子　○代田琢彦　○五十嵐豪
○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本更年期医学会
雑誌

17(2):p1
66-170

200910 アゼリア（更年期）が医ら期に
おけるマンモグラフィーの検討

49 ○矢作奈美子　○栗林靖　○和田康菜
○大熊克彰　○水原浩　◇相田芳夫
○鈴木直　○小林陽一　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

日本産科婦人科学
会関東連合地方部
会誌

46(4):p3
73-377

200911 境界悪性傍卵巣腫瘍の1例

50 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

日本産科婦人科学
会誌

61(11):p
2042-
2053

200911 難治性卵巣がんに対する新たな
分子標本的治療の開発を目指し
た基礎的研究ー基礎から臨床へ

51 ○鈴木直　◇高江正道　◇五十嵐豪
◇杉下陽堂　◇奥津由記　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 63(11):p
1373-
1377

200911 卵巣組織凍結保存・自家移植の
現状

52 ○鈴木直　◇戸澤晃子　□樽見航
○吉岡範人　◇小池淳樹　○木口一成
△石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□日本大学生物資源科学部）
（△産婦人科学（産科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(06):p
441-446

200912 難治性卵巣がんである卵巣明細
胞腺癌に対する新しい分子標的
治療の開発を目指した研究

53 ○田村みどり　○石山めぐみ　○津田千春
◇大原樹　○新橋成直子　○森川香子
○五十嵐豪　◇近藤春裕　◇鈴木直
○斉藤寿一郎　○石塚文平　□田中幹夫
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□太田西ノ内病院産婦人科）

日本産科婦人科内
視鏡学会雑誌

25(2):p4
28-431

200912 腹腔鏡手術中の患者低体温に対
するガス加湿・加湿装置の効果

54 ○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））

癌と科学療法 36(13)別
冊

200912 再発卵巣癌に対するIrinotecan
＋Cisplatin療法の有用性

55 ○Nao Suzuki　○Norihito Yoshioka
○Atsushi  Uekawa　◇Noriomi Matsumura
○Akiko Tozawa　□Jyunki Koike
◇Ikuo Konish　○kazushige Kiguchi
△Bunpei Ishizuka
（○産婦人科学（婦人科））
（◇Department of Obstetrics and
gynecology,School of Medicine,Kyoto
University）
（□診断病理学）
（△産婦人科学（産科））

Int J Gynecol
Cancer. 2010
Feb;20(2):212-9

2010
Feb;20(2
):p212-9

210002 Transcription factor POU6F1
is important for
proliferation of clear cell
adenocarcinoma of the ovary
and is a potential new
molecular target.
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56 ○橋本周　◇鈴木直　□石塚文平
○森本義晴
（○IVFなんばクリニック）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 59(3):p3
67-374

201003 生殖：生殖細胞保存の有用性－
妊孕性の温存を目的とした生殖
細胞の腸急速凍結保存－

57 ○田中宏明　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本医事新報 4483:p75
-77

201003 更年期障害のホルモン補充療法
（HRT)の概要

1 ○田口篤　○延山誠一　○斉藤善光
○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
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第128回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200904 7年の経過中2度のステント入れ
替え術を行った気管結核の一例

2 ○森田あかね　○駒瀬裕子　○田中洋軸
○山口裕礼
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第83回日本感染症
学会総会

200904 H20年度と過去4年間のインフル
エンザ流行期における当院従業
員の職種別ワクチン接種率と罹
患率の検討

3 ○西根広樹　○平本雄彦　○井上健男
○半田寛　○古屋直樹　○木田博隆
○石川文月　○中村美保　○大重雅寛
○佐治淳子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 気道内圧測定による気管支狭窄
病変の評価

4 ○半田寛　○峯下昌道　○古屋直樹
○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
○延山誠一　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 呼吸器インターベンションに対
するIOSの有用性の検討

5 ○木田博隆　○峯下昌道　○宮澤輝臣
○西根広樹
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 健常者におけるVRI 所見；
Heliox 吸入の影響について

6 ○石田敦子　○藤田佳嗣　○井上健男
○延山誠一　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 胸腔鏡

7 ○石川文月　◇栗本典昭　○石田敦子
○中村美保　○佐治淳子　○大重雅寛
○藤田佳嗣　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第33回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200905 NBIを用いた気道病変の血管形
態の検討

8 ○西根広樹
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 気道ステントにおける呼吸生理
学

9 ○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 喫煙者においては肺内気流分布
と肺機能が相関するVRIによる
検討

産婦人科学（産科・婦人科）　学会発表
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10 ○西根広樹
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 圧一圧曲線による気道狭窄の評
価

11 ○木田博隆
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 健常人におけるVRI所見：振動
強度分布の性差，Heliox吸入前
後VRI所見について

12 ○半田寛　○峯下昌道　○佐治淳子
○西根広樹　○木田博隆　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 中枢気道狭窄に対する呼吸器イ
ンターベンションの術前評価項
目としてのIOSの有用性につい
ての検討

13 ○佐治淳子　○峯下昌道　○木田博隆
○半田寛　○西根広樹　○石川文月
○中村美保　○大重雅寛　○石田敦子
○藤田佳嗣　○延山誠一　○井上健男
○白川妙子　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 気管支喘息患者および健常者に
おけるvri（Vibration
ResponseImaging)を用いた呼吸
生理学検討

14 ○山口裕礼　○東憲孝　○谷口正実
○小野恵美子　○三田晴久　◇駒瀬裕子
◇宮澤輝臣　○秋山一男
（○国立病院機構相模原病院臨床研修セン
ター）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 喘息重症度別からみた尿中
Lipoxin(LX)及び
15epiLipoxin(15epiLX)濃度の
検討

15 ○池原瑞樹　◇斉藤春洋　◇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））
（◇神奈川県立がんセンター呼吸器科）
（□麻酔学）

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200906 径20ｍｍ以下充実型肺腺癌の
Thin-sectionCT画像所見と予後
の検討

16 ○石橋令臣　○駒瀬裕子　○森田あかね
○山口裕礼　○池原瑞樹　○山本崇人
○宮澤輝臣　◇波多野智弘　◇向井秀人
○森田あかね
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇横浜市旭区薬剤師会）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 気管支喘息患者の吸入指導に関
する検討

17 ○福富友馬　◇中川武正　○谷口正美
○渡辺淳子　□駒瀬裕子　○中村裕之
△赤澤晃　○秋山一男
（○国立病院機構相模原病院臨床研修セン
ター）
（◇(財）白浜医療福祉財団　川添診療所
）
（□内科学（呼吸器・感染症内科））
（△国立成育医療センター小児科）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 静岡県藤枝市における成人喘息
有病率の経念的変化1985、1999
年、2006年の比較

18 ○駒瀬裕子　○森田あかね　○池原瑞樹
○山本崇人　○山口裕礼　○石橋令臣
◇真鍋隆宏　□中島宏昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇上白根病院）
（□昭和大学横浜市北部病院呼吸器セン
ター）

第49回日本呼吸器
学会日本呼吸器学
会学術講演会

200906 非専門医療機関での救急受診の
実態調査
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19 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第150回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200906 Airway Stentology stents and
stunts

20 ○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

宮前区学術講演会 200906 COPDスクリーニングとその後の
治療

21 ○永倉顕一　○井上健男　○星野誠
○白川妙子　○宮澤輝臣　○宮澤輝臣
○峯下昌道　○長倉顕一　○石田敦子
○石川文月　○中村美保　○渋川健太郎
○木田博隆　○半田寛　○西根広樹
○大重雅寛　○佐治淳子　○延山誠一
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

日本呼吸器内視鏡
学会関東支部会

200906 座位にて気道ステント留置術を
行った転移性肺癌の一例

22 ○山口裕礼　○東憲孝　○谷口正実
○小野恵美子　○三田晴久　○梶原景一
◇駒瀬裕子　□中川武正　◇宮澤輝臣
○秋山一男
（○国立病院機構相模原病院臨床研修セン
ター）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□(財）白浜医療福祉財団　川添診療所
）

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春季臨床大会

200906 アスピリン喘息（AIA)と非アス
ピリン喘息（ATA)における尿中
Lipoxin(LX)及び
15epiLipoxin(15epiLX)濃度の
検討

23 ○駒瀬裕子　◇奥平毅　◇平野恭子
□向井秀人　□波多野智弘　□関谷真理子
□平本千香子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇西部病院薬剤部）
（□横浜市旭区薬剤師会）

第21回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春季臨床大会

200906 アレルギー診療におけるチーム
医療横浜市西部地域における病
院薬局と開業薬局の連携

24 ○森田あかね　○駒瀬裕子　○池原瑞樹
○山本崇人　○石田明　○石橋令臣
◇山内五郎　◇熊野玲子　□河野国
□藤森賢　□古屋智晴
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇放射線医学）
（□公立学校虎ノ門病院呼吸器外科）

第129回日本呼吸
器内視鏡学会関東
地方会

200906 気管支動脈塞栓術後、コイルが
喀出され出により改善し得た気
管支動脈廔の一例

25 ○Yuko Komase　○Akane Morita
○Atsuko Ishida　○Hiromichi Yamaguchi
○Noriomi Ishibashi　○Mizuki Ikehara
○Takashi Yamamoto
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第19回国際喘息学
会日本･北ｱｼﾞｱ部
会

200907 Collaboration in asthama
Treatment In Western
Yokohama City Focused On
Hospital Pharmagy And
Hospital-Clinic Cooperation

26 ○Teruomi Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

TOKYO ASIA COPD
YMPOSIUM
2009(Tokyo)

200908 COPDの内視鏡的診断・治療

27 ○Hiroki Nishine
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

European
Respiratory
Society 2009
(Vienna)

200909 Assessment of
tracheobronchial stenosis
using pressure-pressure
curves by airway catheter

28 ○Hiroshi Handa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

European
Respiratory
Society 2009
(Vienna)

200909 Evaluation of the Central
Airway Stenosis using
impulse oscillometry system
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29 ○Masamichi Mineshita
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

European
Respiratory
Society 2009
(Vienna)

200909 Vibration response
comparing non-smokers and
smokers

30 ○石橋令臣　○池原瑞樹　○本間千絵
○森田あかね　○藤田佳嗣　○山本崇人
○石田明　○山口裕礼　○駒瀬裕子
◇小倉高志　□武村民子
（○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）
（□日赤医療センター病理部）

第156回日本結核
病学会関東支部
会･第186回日本呼
吸器学会関東地方
会 合同学会

200909 多彩な陰影を呈し病理所見で
IgG4の沈着を認めた慢性C型肝
炎1例

31 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第3回熊本大学病
院内視鏡ｾﾐﾅｰ

200909 呼吸器内視鏡インターベンショ
ン

32 ○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　○井上健男　○白川妙子
○峯下昌道　◇栗本典昭　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第130回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200910 Tmstentにより気管軟化症およ
び慢性気道感染が軽快した１例

33 ○井上哲平　○石田明　○森田あかね
○本間千絵　○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第566回日本内科
学会関東地方会

200910 小脳梗塞を合併した上気道症状
を伴い限局型Wegener 肉芽腫症
疑いの１症例

34 ○石田明　○駒瀬裕子　○池原瑞樹
○森田あかね　○石橋令臣　○本間千絵
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第19回日本呼吸ｹｱ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会総
会

200910 COPD連携パスをどのように進め
るか調剤薬局との連携を中心に

35 ○石田明　○駒瀬裕子　○森田あかね
○本間千絵
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200910 コメディカルの役割を検証、今
後の展開勤務医の立場から

36 ○石田明　○駒瀬裕子　○池原瑞樹
○森田あかね　○石橋令臣　○本間千絵
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第59回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200910 気管支喘息診断と管理気管支喘
息患者の吸気流速と呼吸機能に
関するする検討

37 ○Hirotaka Kida
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

CHEST2009(Sandie
go)

200911 Variation of The Vibration
Response Imaging findings
with heliox

38 ○Taeko Shirakawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

CHEST2009(Sandie
go)

200911 Computerized Acoustic
Analysis of Lung Sound
Distribution in healthy
Japanese Ppulatiom
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39 ○Inoue Takeo
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

CHEST2009(Sandie
go)

200911 A new technique for
Endobronchial Ultrasound
Guided Transbronchial Needle
Aspiration for　improving
thediagnostic yield in
Patients with Mediastinal
and /or HilarLymphadenopathy

40 ○Teruomi Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

CHEST2009(Sandie
go)

200911 Migration of the Choke
Pointin Relaspsing
Polychondritis After
Stenting

41 ○Seiichi Nobuyama
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

CHEST2009(Sandie
go)

200911 Endobronchial
Ultrasonography for the
Assessment of
Tracheobronchial Stenosis
During Stenting

42 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第50回日本肺癌学
会

200911 Interventional Tｈerapy

43 ○本間千絵　○駒瀬裕子　○石橋令臣
○池原瑞樹　○森田あかね　○石田明
○山本崇人　◇矢崎俊二
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇内科学（神経内科））

第187回日本呼吸
器学会関東地方会

200911 労作業時呼吸困難を主訴に発症
した筋萎縮性側索硬貨症の1例
にて

44 ○Fuzuki Ishikawa　○Noriaki Kurimoto
○Miho Nakamura　○Yuka Matsuoka
○Teruomi Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第14回 Congress
of the
APSR(Soul)

200911 Asssment Of Vascular
Patterns By Narrowband
Imaging InCentrally located
Entrally Located

45 ○Miho Nakamura
　○Noriaki Kurimoto
○Fuzuki Ishikawa　○Takeo Inoue

◇Rie Tagaya　○Teruomi Miyazawa.
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第14回 Congress
of the
APSR(Soul)

200911 Assesment Of Vascular
Pattens By Ssessment  Of
Vascular Patterns By
Narrowband Imaging In
Centrally Located Maging In
Centrally  Located Entrally
located Tracheobronchieal
lesions

46 ○Yuko Komase　○Atsuko Ishida
○Akane Morita　○Hiromichi Yamaguchi
○Noriomi Ishibashi
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

The XXI World
Allergy Congress
2009(Buenos
Aires,
Argentina)

200912 The Infuluence On Lung
Functions-the
InhalationVelocity Of Dry
Powderr　Inhaled
Corticosteoids On Asthmatic
Patients

47 ○田村みどり　○石山めぐみ
○新橋成直子　○津田千春　◇大原樹
◇近藤春裕　◇鈴木直　○斉藤寿一郎
□田中幹夫　◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□太田西ノ内病院産婦人科）

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 子宮内膜症の腹腔鏡手術経過後
に影響する因子の検討
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48 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 難治性卵巣がんに対する治療戦
略の確立を志向した基礎的研究

49 ○高江正道　○井槌慎一郎　○村山季美枝
○吉田彩子　○杉下陽堂　○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））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 3次元超音波法を応用した胎児
胸水貯留例における肺低形成評
価の試－異なる経過を辿った2
症例の周産期管理の経験から－

50 ○名古崇史　◇高江正道　◇井槌慎一郎
◇杉下陽堂　◇奥津由記　◇五十嵐豪
◇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（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 当院での精神疾患合併妊娠管理
の変遷－無痛分娩導入の効果に
ついて－

51 ○近藤春裕　◇斉藤寿一郎　◇森川香子
◇石山めぐみ　◇津田千春　○西ヶ谷順子
◇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61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 腹腔鏡手術におけるアルゴンプ
ラズマ凝固法の有用性について

52 ○五十嵐豪　◇鈴木直　○長田まり絵
○高江正道　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 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

53 ○小林陽一　◇清野研一郎　○細沼信示
○大原樹　○鈴木直　○木口一成
□石塚文平　△板持広明　△紀川純三
▽礒西成治　☆菊池 義公
（○産婦人科学（婦人科））
（◇難病治療研究センター）
（□産婦人科学（産科））
（△鳥取大女性健診科）
（▽慈恵医大青戸病院）
（☆大木記念女性のための菊池がんクリ
ニック）

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 卵巣癌培養細胞中の癌幹細胞の
存在と抗癌」剤感受性との関連
性

54 ○吉岡範人　○鈴木直　○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61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 婦人科手術前後における静脈血
栓塞栓症に関わる危険因子の抽
出

55 ○小宮山慎一　◇西島義博　◇三上幹夫
□近藤春裕　□木口一成　△新井宏治
○長谷川清志　○宇田川康博
（○藤田保健衛生大学医学部産婦人科学）
（◇東海大）
（□産婦人科学（婦人科））
（△国立病院機構東京医療センター）

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 本邦における原発性腹膜癌84例
の臨床病理学的検討―4施設に
よる共同研究―

56 ○伊藤正則　◇高橋則行　□杉下陽堂
□高江正道　□石塚文平
（○解剖学（解剖学））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（産科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 ラット卵母細胞はメラトニン合
成する
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57 ○高橋則行　◇伊藤正則　□杉下陽堂
□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第61回日本産科婦
人科学会総会なら
びに学術講演会

200904 卵巣が機能を持つ時期を探る

58 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

15th World
Congress on
IVF/4th World
Congress on IVM

200904 Etiological Factors and
Clinical Course in Patients
with Premature Ovarian
Failure

59 ○和田康菜　○鈴木直　○細沼信示
○渡邊弓花　○矢作奈美子　◇津田千春
○大原樹　□戸澤晃子　○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））
（□診断病理学）

第11回神奈川婦人
科腫瘍研究会学術
講演会

200905 診断・治療に苦慮した卵巣腫瘍
の一例

60 ○村山季美枝　○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）

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 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

61 ○柴田みち　○川島由起子　◇谷内麻子
◇新橋成直子　□代田啄彦　◇石塚文平
△中村丁次
（○栄養部）
（◇産婦人科学（産科））
（□代田産婦人科）
（△神奈川県立保健福祉大学栄養部）

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 更年期外来患者におけるサプリ
メントの効果に関する検討

62 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 【カレントコンセプト】＜卵巣
の老化とその対策＞ Premature
Ovarian Failure の 病態とそ
の対策

63 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第9回日本抗加齢
医学会総会

200905 【カレントコンセプト】＜メラ
トニンの効果－その基礎と応用
－＞メラトニンと生殖機能

64 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

岩手婦人科緩和ｹｱ
Workshop

200905 婦人科領域における緩和医療ー
聖マリアンナ医科大学における
取り組み

65 ○五十嵐豪
（○産婦人科学（産科））

第70回周産期救急
連絡会

200905 「突発性子宮動脈破裂により、
緊急帝王切開をおこなった1症
例」

66 ○横道憲幸　◇五十嵐豪　◇井槌慎一郎
○吉岡伸人　○渡部真梨　◇新橋成直子
◇石山めぐみ　◇中村真　◇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19回日本産婦人
科･新生児血液学
会

200906 当院における分娩周辺期の大量
出血に対する子宮動脈に対する
子宮動脈塞栓術の現状
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67 ○西島千絵　○小林陽一　○大原樹
○近藤春裕　○鈴木直　◇戸澤晃子
◇前田一郎　◇小池淳樹　□星川咲子
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□病院病理）

第50回日本臨床細
胞学会総会8春季
大会)

200906 子宮頸部adenocarcinoma with
features of carcinoid tumor

68 ○西島千絵　◇石山めぐみ　◇田村みどり
◇嶋田彩子　◇五十嵐豪　◇奥津由記
○渡部真梨　◇新橋成直子　◇中村真
◇井槌慎一郎　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第361回四水会 200906 母体搬に関する諸問題

69 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第7回 北海道･加
齢とﾎﾙﾓﾝ研究会

200906 卵巣機能不全の取り扱い方

70 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

第32回日本血栓止
血学会学術集会

200906 婦人科領域における周術期の静
脈血栓梗塞症予防対策

71 ○崎村文子　◇西ヶ谷順子　□村山季美枝
◇横道憲幸　◇吉岡伸人　◇名古崇史
□森川香子　□斉藤寿一郎　△千川晶弘
□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△西部病院病理診断科）

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 【悪性腫瘍】子宮肉腫と鑑別が
困難であった７年目の卵巣癌再
発の一症例

72 ○岸龍一　◇近藤春裕　◇小林陽一
◇細沼信示　◇渡邊弓花　◇矢作奈美子
◇和田康菜　◇大原樹　□津田千春
△戸澤晃子　◇鈴木直　◇木口一成
□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△診断病理学）

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 下血を契機に発見された卵巣腫
瘍の1例

73 ○鈴木碧　◇吉岡範人　□吉田彩子
◇大熊克彰　□房間茂由　□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 高熱を主訴に来院した膣内異物
の一例

74 ○上里忠英　◇五十嵐豪　□西島千絵
◇嶋田彩子　◇奥津由記　□渡部真梨
◇石山めぐみ　◇谷内麻子　◇中村真
◇井槌慎一郎　◇田村みどり　◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 妊娠36週で子宮動脈破裂をおこ
した1例

75 ○西島千絵　◇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（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 結合型エストロゲン（プレマリ
ン）服用後に急性膵炎を発症し
た1例

- 292 -



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

76 ○小林陽一　◇小野瀬亮　◇雨宮清
◇小山秀樹　◇角田新平　◇土居大祐
◇仲沢経夫　◇秦和子　◇林康子
◇林玲子　◇宮城悦子　◇村松俊成
◇横山和彦　◇三上幹夫　◇中山裕樹
◇八十島唯
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神奈川県産科婦人科医会　悪性腫瘍対
策部）

第386回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200907 平成20年度神奈川県産科婦人科
医会　婦人科悪性腫瘍登録集計
報告

77 ○森川香子　◇小林陽一　◇西ヶ谷順子
◇大原樹　◇鈴木直　◇木口一成
○石塚文平　□戸澤晃子　□田所衛
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□診断病理学）

第46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 有茎性槳膜下腫瘍として発育し
た低悪性度子宮内膜間質肉腫の
一例

78 ○近藤春裕　○小林陽一　○細沼信示
○矢作奈美子　◇津田千春　○和田康菜
○大原樹　□戸澤晃子　○鈴木直
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 画像診断より疑われたLEGHの検
討

79 ○矢作奈美子　○小林陽一　○大原樹
○細沼信示　◇津田千春　○和田康菜
○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46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 PS不良の進行婦人科癌に対する
WeeklyTC療法の有用性

80 ○名古崇史　○和田康菜　○鈴木直
◇吉田彩子　○渡邊弓花　○吉岡範人
○大原樹　○近藤春裕　□戸澤晃子
□干川晶弘　□高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第46回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200907 【病理症例検討会４】診断、治
療に苦慮した卵巣腫瘍の1例

81 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇西島千絵
○村山季美枝　◇細沼信示　○杉下陽堂
○高江正道　○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45回日本周産
期･新生児医学会
総会および学術集
会

200907 周産期大量出血で輸血を要した
症例に関する臨床的検討

82 ○村山季美枝　○五十嵐豪　○井槌慎一郎
◇西島千絵　◇細沼信示　○杉下陽堂
○高江正道　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第45回日本周産
期･新生児医学会
総会および学術集
会

200907 永久塞栓による子宮動脈塞栓術
後に妊娠し、出産に至った１例

83 ○西島千絵　◇五十嵐豪　◇井槌慎一郎
◇村山季美枝　◇高江正道　◇石塚文平
□青葉剛志　□正木宏　□堀内頸
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□小児科学（新生児））

第45回日本周産
期･新生児医学会
総会および学術集
会

200907 妊娠早期から羊水過少、後部尿
道弁症例に対し、反復羊水注入
により生児を得た１例
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84 ○鈴木直　◇橋本周　□五十嵐豪
□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（婦人科））
（◇IVFなんばクリニック）
（□産婦人科学（産科））
（△イブバイオサイエンス）
（▽近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）

第8回生殖ﾊﾞｲｵﾛ
ｼﾞｰ東京ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200907 卵巣組織凍結保存に関する研究
と、その展望

85 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第8回生殖ﾊﾞｲｵﾛ
ｼﾞｰ東京ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200907 【基調講演】早発閉経とART

86 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　○杉下陽堂
○奥津由記　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第23回日本産科婦
人科栄養代謝研究
会

200907 当院における過去3年間のGDM合
併妊娠に関する臨床検討

87 ○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 【シンポジウム】不妊治療にお
ける内視鏡施術の意義（子宮内
病変）

88 ○下井華代　○岡田英孝　○宮城博恵
◇石塚文平　□市川智彦　□岡田弘
□京野廣一　□堤治　□詠田由美
□峯岸敬　□吉澤緑　□森本義晴
□神崎秀陽　□佐藤英明
（○関西医科大学付属枚方病院生殖医療セ
ンター）
（◇産婦人科学（産科））
（□日本受精着床学会倫理委員会）

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 非配偶者間の生殖補助医療に関
する学会会員の意識調査

89 ○高江正道　○奥津由記　◇塚本早苗
○杉下陽堂　○森川香子　□高橋則行
○田村みどり　△伊藤正則　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□産婦人科学）
（△解剖学（解剖学））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 高アンドロステンジオン環境が
未熟卵胞体外培養系に与える影
響の検討

90 ○杉下陽堂　◇稲野まどか　◇塚本早苗
□渡部真梨　○石山めぐみ　△伊藤正則
○田村みどり　▽福田愛作　☆森本義晴
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□産婦人科学（婦人科））
（△解剖学（解剖学））
（▽IVF大阪クリニック）
（☆IVFなんばクリニック）

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 Prematue ovarian
failure(POF)症例に対するIVM
とIVFの検討

91 ○渡部真梨　◇杉下陽堂　□稲野まどか
○西島千絵　○吉岡伸人　◇五十嵐豪
◇新橋成直子　◇石山めぐみ　△伊藤正則
◇田村みどり　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□生殖医療センター）
（△解剖学（解剖学））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 Prematue ovarian
failure(POF)症例における染色
体異常について

- 294 -



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

92 ○高橋則行　◇伊藤正則　□高江正道
□杉下陽堂　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 思春期前ラット卵胞がゴナドト
ロピン感受性を獲得する時期を
探る

93 ○奥津由記　◇春木篤　□森本義晴
○石塚文平
（○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27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 PCOSの体外受精におけるリスク
因子の検討

94 ○鈴木直　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第27回日本受精着
床学会総会･学術
講演会

200908 【教育講演】卵巣組織凍結の現
状とその展望ー若年婦人がん患
者のQOL工場を目指して＝

95 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

The 7th
Conference of
the Pacific Rim
Society for
Fertility and
Sterility &
Annual Meeting
of the Taiwanese
Society for
Reproductive
Medicine

200908 Melatonin and Ovarian
Function: Melatonin
Synthesis in Oocyte and its
Function

96 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

Korea-Japan ART
Conference 2009

200908 POF and ART

97 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

FertiLink 2009
Beijing/Key
Issues Facing
Fertility
Specialists in
Asia

200908 【Current Issues in
Researches on Reproduction】
Premature ovarian failure -
update

98 ○五十嵐豪　○田村みどり　○石山めぐみ
◇近藤春裕　◇鈴木直　○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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 内視鏡下および開腹手術に至っ
た卵巣腫瘍合併妊娠症例の検討

99 ○石山めぐみ　○田村みどり　○五十嵐豪
○新橋成直子　○津田千春　◇近藤春裕
○谷内麻子　◇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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 当院で経験した腹腔妊娠の３症
例

100 ○田村みどり　○石山めぐみ　○五十嵐豪
◇近藤春裕　◇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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 腹腔鏡下卵巣囊腫手術例に関す
る検討
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101 ○近藤春裕　○鈴木直　○矢作奈美子
○大原樹　◇津田千春　○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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 子宮鏡下手術による若年性子宮
体癌に対する黄体ホルモン療法
の効果判定

102 ○森川香子　◇渡邊弓花　○村山季美枝
◇笹尾麻紀　◇西ヶ谷順子　○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49回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200909 子宮留血腫に対して子宮鏡検査
を行った一例

103 ○渡邊弓花　○大原樹　○矢作奈美子
○和田康菜　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　○木口一成　◇土居正知
◇前田一郎　◇高木正之　□福島美由紀
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□大学病院病理）

第28回日本臨床細
胞学会神奈川県地
方部会学術集会

200909 卵巣yolk sac tumorの1例

104 ○秦ひろか　◇和田康菜　◇細沼信示
◇渡邊弓花　◇大原樹　□戸澤晃子
◇近藤春裕　◇鈴木直　◇小林陽一
◇木口一成
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□診断病理学）

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 子宮体部に発生した腺肉腫の一
例

105 ○井上瑤子　◇奥津由記　□西島千絵
◇五十嵐豪　□渡部真梨　◇石山めぐみ
◇中村真　◇田村みどり　◇井槌慎一郎
◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 胎便性腹膜炎の1例

106 ○梶ヶ谷真理　◇大熊克彰　□吉田彩子
◇吉岡範人　□房間茂由　□石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 外陰部に発生した
Angiomyofibroblastomaの1例

107 ○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387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 妊娠15週で原田病を発症した1
例

108 ○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387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 妊娠悪阻による嘔吐症状がげん
いんと考えられる縦隔気腫の1
例
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109 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇西島千絵
○嶋田彩子　○奥津由記　◇渡部真梨
○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387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 他院かかりつけの夜間産科救急
患者についての検討

110 ○横道憲幸　○吉岡伸人　◇村山季美枝
○名古崇史　◇森川香子　○西ヶ谷順子
◇笹尾麻紀　◇斉藤寿一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 分娩期・産褥期に視覚異常を生
じた3症例

111 ○五十嵐豪
（○産婦人科学（産科））

第387回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200909 周産期大量出血で輸血を要した
症例に関する臨床的検討

112 ○鈴木直　○細沼信示　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○大原樹　◇津田千春
○和田康菜　□戸澤晃子　○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））
（□診断病理学）

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 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の
使用開始時期に関する検討

113 ○大原樹　○小林陽一　○渡邊弓花
○細沼信示　○矢作奈美子　◇津田千春
○近藤春裕　□戸澤晃子　○鈴木直
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 再発子宮頚癌に対するCPT-11＋
プラチナ製剤併用療法の有用性

114 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

第47回日本癌治療
学会学術集会

200910 卵巣明細胞腺癌に対する新たな
分子標本的治療の開発を施行し
た基礎的研究

115 ○大熊克彰　◇吉田彩子　○吉岡範人
◇房間茂由　□早川智恵　□相田芳夫
○木口一成　◇石塚文平　□高木正之
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□診断病理学）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 不正出血を主訴に来院した90歳
の卵巣顆粒膜細胞の一例

116 ○矢作奈美子　◇戸澤晃子　○渡邊弓花
○大原樹　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　◇小池淳樹　□大川千絵
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□病院病理部）

第48回日本臨床細
胞学会秋季大会

200910 子宮体部癌肉腫16例における術
前細胞診・組織診の検討
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117 ○上野友美　○藤井康弘　○内山成人
◇田口誠　□野崎雅裕　△高松潔
▽石塚文平　☆久保田俊郎　◎水沼英樹
※太田博明　*1麻生武志
（○大塚製薬佐賀栄養製品研究所）
（◇田口産婦人科内科）
（□九州大学大学院医学研究院生殖病態生
理学）
（△東京歯科大学市川総合病院産婦人科）
（▽産婦人科学（産科））
（☆東京医科歯科大学大学院. 医歯学総合
研究科・生殖機能協関学 教授）
（◎弘前大学医学部産科婦人科学教室）
（※東京女子医科大学教授）
（*1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科教授. 器官システム制御学系生体調節
制御学、生殖機能協関学専攻(産科婦人科
学)）

第24回日本更年期
医学会

200911 日本女性の更年期症状に対する
エクオール含有大豆胚芽発酵食
品の改善効果　エクオール10ｍ
ｇ摂取による有効性の検証試験

118 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇西島千絵
○奥津由記　◇渡部真梨　○石山めぐみ
○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118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 分娩周辺期の大量出血に対して
永久塞栓物質（NBCA:nーbutyl
cyanoacrｙlate)を用いた子宮
動脈塞栓術の現状

119 ○西島千絵　◇奥津由記　◇五十嵐豪
○渡部真梨　◇新橋成直子　◇石山めぐみ
◇中村真　○鈴木直　◇田村みどり
◇井槌慎一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 臨床的羊水塞栓症の１例

120 ○細沼信示　○鈴木直　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○和田康菜　○大原樹
◇戸澤晃子　○近藤春裕　○小林陽一
○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

第118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 子宮頸部円錐切除術後、12年を
経て子宮頚癌を発症した1例

121 ○吉岡伸人　◇森川香子　◇村山季美枝
○横道憲幸　○名古崇史　○西ヶ谷順子
○笹尾麻紀　○飯田智博　◇斉藤寿一郎
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第118回本産科婦
人科学会関東連合
地方部会総会･学
術集会

200911 経口避妊薬内服中に生じた子宮
外妊娠の1例

122 ○小林陽一　○細沼信示　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○和田康菜　○大原樹
◇戸澤晃子　○近藤春裕　○鈴木直
○木口一成　□石塚文平　△五味弘道
△滝澤謙治
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））
（△放射線医学）

第47回日本婦人科
腫瘍学会

200911 Neoadjuvant chemotherapyとし
て動注療法を併用したCCRT

- 298 -



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

123 ○滝澤謙治　○吉松美佐子　○五味弘道
○阿部達之　○中島康雄　◇木口一成
◇小林陽一　◇鈴木直　◇近藤春裕
◇大原樹　◇和田康菜
（○放射線医学）
（◇産婦人科学（婦人科））

第47回日本婦人科
腫瘍学会

200911 卵巣癌を中心とする再発婦人科
癌のIVR手技

124 ○小林陽一　○細沼信示　○渡邊弓花
○矢作奈美子　○和田康菜　○大原樹
◇戸澤晃子　◇戸澤晃子　○鈴木直
○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

第32回日本婦人科
手術学会

200911 頚管閉塞予防における胎児用
シャントチューブの使用経験

125 ○高江正道　◇高橋則行　◇岡本直樹
□塚本早苗　○奥津由記　△伊藤正則
○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□生殖医療センター）
（△解剖学（解剖学））

第54回日本生殖医
学会

200911 アンドロステンジオン添加が未
熟卵胞体外培養系に与える影響

126 ○高橋則行　◇伊藤正則　□杉下陽堂
□高江正道　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第54回日本生殖医
学会

200911 思春期ラット卵胞のゴナドトロ
ピン感受性獲得時期を探る

127 ○杉下陽堂　◇稲野まどか　◇塚本早苗
□渡部真梨　○奥津由記　○石山めぐみ
○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□産婦人科学（婦人科））

第54回日本生殖医
学会

200911 Premature Ovarian Failure 症
例に対する採卵至適時期の検討

128 ○稲野まどか　◇杉下陽堂　□高橋則行
△伊藤正則　◇石塚文平
（○生殖医療センター）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学）
（△解剖学（解剖学））

第54回日本生殖医
学会

200911 早発卵巣機能不全の卵巣予備機
能評価における抗ミュラー管ホ
ルモンの有用性について

129 ○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）
（△イブバイオサイエンス）
（▽近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）

第54回日本生殖医
学会

200911 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

130 ○大原樹　○鈴木直　○吉岡範人
○細沼信示　○渡邊弓花　○矢作奈美子
○和田康菜　◇戸澤晃子　○近藤春裕
○小林陽一　○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□産婦人科学（産科））

第32回日本婦人科
手術学会

200911 当院における婦人科疾患手術後
の合併症対先－静脈血栓塞栓症
発症予防に関して－
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131 ○Nao Suzuki　◇Shu Hashimot
□Suguru Igarashi　□Seido Takae
◇Yoko Tsuji　△Sei Ohta
△Takayuki Yamoch　△Makoto Takenoshit
△Yoshihiko Hosoi
◇Yoshiharu Morimoto
□Bunpei Ishizuka
（○産婦人科学（婦人科））
（◇IVF Namba Clinic）
（□産婦人科学（産科））
（△Department of Genetic
Engineering,Kinki University,）

World Congress
on Fertility
Preservation

200912 HETEROTOPIC
AUTOTRANSPLANTATION OF
OVARIAN CORTEX IN CYNOMOLGUS
MONKEYS

132 ○S.Hashimoto　◇N.Suzuki　○Y.Tsuji
○M.Yamanaka　○H.Matsumoto
□S.Igarashi　□S.Takae　△S.Ohta
△M.Takenoshita　△T.Yamochi
△Y.Hosoi　□B.Ishizuka　○Y.Morimoto
（○IVF Namba Clinic）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△Department of Genetic
Engineering,Kinki University,）

World Congress
on Fertility
Preservation

200912 ULTRA-RAPID VITRIFICATON
SUPPORTED FOLLICLE
MORPHOLOGIES OF CYNOMOLGUS
MONKEYS AFTER FREEZING
COMPARED TO CONVENTIONAL
VITRIFICATION AND SLOW
FREEZING

133 ○Suguru Igarash　◇Nao Suzuk
□Shu Hashimoto　○Seido Takae
□Yoshiharu Morimot　○Bunpei Ishizuka
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□IVF Namba Clinic）

World Congress
on Fertility
Preservation

200912 PRESERVATION OF OVEARIAN
FUNCTION FOLLOWING OVARIAN
CRYOPRESERVATION WITH
GNRHANALOGUE CO-TREATMENT

134 ○斉藤寿一郎　◇西ヶ谷順子　○森川香子
◇名古崇史　◇渡邊弓花　◇吉岡伸人
○村山季美枝　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第31回日本ｴﾝﾄﾞﾒﾄ
ﾘｵｰｼｽ学会

201001 ジェノゲスト投与による子宮内
腔の変化と子宮鏡下手術

135 ○鈴木直　○細沼信示　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

神奈川婦人科腫
瘍･緩和医療講演
会

201001 婦人科領域における緩和医療ー
聖マリアンナ医科大学における
取り組み

136 ○鈴木直　◇渡邊潤一郎
（○産婦人科学（婦人科））
（◇横浜総合病院）

青葉区学術講演会 201001 ワクチン新時代～子宮頚癌HPV
ワクチンについて～

137 ○横道憲幸　○鈴木直　○吉岡範人
○矢作奈美子　○大原樹　○和田康菜
○近藤春裕　◇戸澤晃子　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）

第27回神奈川3大
学ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ講演会

201002 当院における静脈決選高速小の
術前管理について

138 ○西ヶ谷順子　◇村山季美枝　○吉岡伸人
○名古崇史　○渡邊弓花　◇森川香子
◇斉藤寿一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第389回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

201002 妊娠37週に妊娠性脂肪肝とー過
性尿崩症を認めたー症例
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139 ○上里忠英　◇石山めぐみ　◇田中宏明
□西島千絵　◇杉下陽堂　◇五十嵐豪
◇奥津由記　□渡部真梨　◇中村真
◇田村みどり　◇井槌慎一郎　◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

第389回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

201002 当科で経験した癒着胎盤の症例

140 ○西島千絵　◇田村みどり　◇奥津由記
◇五十嵐豪　○渡部真梨　◇新橋成直子
◇石山めぐみ　◇中村真　○鈴木直
◇井槌慎一郎　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第27回川崎市医師
会医学会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

201002 臨床的羊水塞栓症の1例

141 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

ﾏﾘｱﾋﾞﾀﾐﾝ 201003 ～体外受精を中心とした最新の
不妊治療～ 高齢でも妊娠でき
る
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1 上野聰樹 がん診療update 138(1) 200906 眼悪性腫瘍

2 高木均 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
糖尿病 こう診る
こう考える

P29～33 201003 糖尿病網膜症の治療について

1 ○鈴間潔　◇村上智昭　□渡部大介
◇宮本和明　◇喜多美穂里　　高木均
◇吉村長久
（○長崎大学大学院医歯薬学総合研究科眼
科視覚科学）
（◇京都大学大学院医学研究科眼科学）
（□静岡県立総合病院眼科）

日眼 113(4)
P492～
497

200904 網膜中心静脈閉塞症に対する組
織プラスミノーゲン活性化因子
硝子体投与における糖尿病網膜
症合併の影響

2 葉山優香　　井出尚史　　嘉山尚幸
小林円　　木村純一　　椋本茂裕
○名越温古　○西尾有司　◇村上富美子
□小泉宏隆
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇皮膚科学）
（□診断病理学）

臨床眼科 63(6)
P.967～
972

200906 眼窩内に再発したマントル細胞
リンパ腫の1例

3 ○Kusuhara.S　○Ooto.S　○Kimura.D
○Itoi.K　○Miyamoto.H　○Akimoto.M
Takagi.H
（○兵庫県立尼崎病院眼科）

Retina in press 200900 Intraocular gas dynamics
after 20-and23-gauge
vitrectomy with sulfur
hexafluoride gas tamponade.

4 井上順　　徳田直人　　井上恵理
山野邊隆二　　緒方裕治　　上野聰樹

眼科手術 22(3)
P.407～
411

200907 Tenon嚢処理を行ったサイヌソ
トミー併用トラべクロトミーの
手術成績

5 上野聰樹 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37
P.49～52

200907 臨床医学教育の現状と課題：眼
科学

6 ○大島智晃　　上野聰樹
（○おおしま眼科）

視覚の科学 30
P.35～43

200907 瞼裂幅が非接触型眼圧計の測定
値に与える影響の流体力学解析

7 徳田直人　　井上順　　上野聰樹 あたらしい眼科 26(7)
P961～
965

200907 GDx VCC®とCirrus HD-OCT®によ
る網膜神経線維層厚の解析-上
下視野別の相関について-

8 Kitaoka.Y　　Hayashi.Y　○Kumai.T
Takeda.H　　Munemasa.Y　　Fujino.H
Kitaoka.Y　　Ueno.S　◇Sadun.AA
◇Lam.TT
（○薬理学）
（◇USC）

PubMed 68(8)
P915～
927

200908 Axonal and cell body
protection by nicotinamide
adenine dinucleotide in
tumor necrosis factor-
induced optic neuropathy

9 高木均 月刊糖尿病 P80～88 201002 糖尿病黄斑浮腫の治療戦略　特
集「糖尿病と網膜症」

眼科学　著書

眼科学　誌上発表
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10 ○Kimura.T　　Takagi.H　◇kita.M
□Watanabe.D　◇Yoshimura.N
（○Hyogo Prefectural Amagasaki
Hospital）
（◇Graduate School of Medicine, Kyoto
University）
（□Shizuoka General Hospital）

Retinal cases
and brief
reports

3 P167～
169

200900 Intravitreal Triamcinolone
Acetonido to Treat Cystoid
Foveal Edema Associated with
Coats'Disease.

11 ○kimura.T　　Takagi.H　◇Kita.M
□Watanabe.D　◇Yoshimura.N
（○Hyogo Prefectural Amagasaki
Hospital）
（◇Graduate School of Medicine, Kyoto
University）
（□Shizuoka General Hospital）

Retinal cases
and brief
reports

3 P83～
85

200900 Macular hole with epiretinal
membrane after
triamcinolone-assisted
vitrectomy for proliferative
diabetic retinopathy.

1 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113回日本眼科
学会総会

200904 麦門冬湯内服家兎の眼血流動態
の検討

2 Y.Kitaoka　　Y.Munemasa　　Y.Hayashi
S.Ueno

ARVO 200905 Involvement of Trx1 in
protective Effect of 17β-
Estradiol Against TNF-a-
Induced Axonal and Cell Body
Degeneration

3 Y.Munemasa　　Y.kitaoka　○N.Piri
○J.Caprioli
（○UCLA）

ARVO 200905 Modulation of Mitochondrial
Function in the Optic Nerve
of Rat Glaucoma Model

4 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）

日本超音波医学会
第82回学術集会

200905 網膜中心動脈パルスドプラ画像
の検討

5 高木均 第52回日本糖尿病
学会年次学術集会

200905 「糖尿病網膜症治療の最前線」

6 高木均 第6回阪神糖尿病
合併症ｾﾐﾅｰ

200905 特別講演「糖尿病網膜症診療の
Update」

7 高木均 第21回ﾋﾞﾄ研 200906 特別講演「網膜硝子体疾患への
経結膜硝子体手術と薬物療法」

8 松澤亜紀子　　針谷明美　　徳田直人
○工藤昌之　　上野聰樹
（○工藤眼科クリニック）

第52回日本ｺﾝﾀｸﾄﾚ
ﾝｽﾞ学会総会

200907 多目的溶剤の角膜上皮バリアー
機能への影響

9 ○工藤昌之　○佐藤陽子　○中田佳子
松澤亜紀子　　針谷明美　　上野聰樹
（○工藤眼科クリニック）

第52回日本ｺﾝﾀｸﾄﾚ
ﾝｽﾞ学会総会

200907 フーリエドメイン光干渉断層計
によるソフトコンタクトレンズ
装着眼の観察

眼科学　学会発表
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10 高木均 第11回川崎眼病変
談話会

200907 特別講演「低侵襲を極める硝子
体手術の実際」

11 Yasushi.Kitaoka Glaucoma Summer
Camp

200907 Axonal Protection in TNF-
Induced and High IOP-Induced
Optic Nerve Degeneration

12 宗正泰成　　北岡康史　　高木均 第14回眼創傷治癒
研究会

200908 緑内障視神経症におけるミトコ
ンドリア外膜の透過性制御と視
神経保護の可能性

13 高木均 第11回Japan
Macula Club

200908 巨大な色素上皮剥離を伴う黄斑
変性治療の考察

14 高木均 第26回糖尿病Up･
date賢島ｾﾐﾅｰ

200908 「病期ごとの網膜症管理」

15 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　　上野聰樹
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

第26回和漢医薬学
会学術大会

200908 麦門冬湯による眼血流速度の変
動

16 高木均 第13回Tokyo
Retina Club

200909 特別講演「糖尿病網膜症の経結
膜小切開硝子体手術治療を考え
る」

17 北岡康史　　林泰博　　栗林純子
宗正泰成

第29回日本眼薬理
学会

200909 視神経軸索障害モデルの網膜神
経節細胞死の比較検討

18 高木均 第10回硝子体手術
ｸﾘﾆｯｸ

200910 23Gから25Gへの基本硝子体手術
システムの変更を経験して

19 伊勢ノ海一之 第8回Bay
Ophthalmic
Surgical Seminar

200910 成熟白内障に対するプレチョッ
パーを用いた核分割

20 井上順 第8回Bay
Ophthalmic
Surgical Seminar

200910 閉塞隅角緑内障の治療

21 高木均　○木村大作　○箔本潤子
○春田雅俊　○王英泰　◇井上貴美子
□椋野洋和　○喜多美穂里　　上野聰樹
（○兵庫県立尼崎病院）
（◇兵庫医大）
（□甲南病院）

第63回日本臨床眼
科学会

200910 増殖硝子体網膜症手術への23
ゲージ硝子体手術の適合性

22 ○北野滋彦　◇池田誠宏　□大越貴志子
△佐藤幸裕　　高木均　▽山本禎子
（○女子医大・糖尿センター）
（◇兵庫医大）
（□聖路加国際病院）
（△自治医大）
（▽山形大）

第63回日本臨床眼
科学会

200910 目にやさしい糖尿病黄斑浮腫治
療
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23 ○春田雅俊　◇椋野洋和　○王英泰
○木村大作　○箔本潤子　○松岡俊行
高木均　○喜多美穂里
（○県立尼崎病院）
（◇甲南病院）

第63回日本臨床眼
科学会

200910 23G硝子体手術後に交感性眼炎
をきたした1例

24 栗林幸平　○山本雅昭　　上野聰樹
（○島田総合病院）

第63回日本臨床眼
科学会

200910 サーフボードにより下直筋断裂
をきたした1例

25 ○木村大作　○箔本潤子　○春田雅俊
○王英泰　○松岡俊行　○喜多美穂里
高木均
（○県立尼崎病院）

第63回日本臨床眼
科学会

200910 早期加齢黄斑変性に対し
bevacizumab3回投与を行い改善
が得られた1例

26 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　○信岡祐彦　　上野聰樹
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

第63回日本臨床眼
科学会

200910 各種眼循環異常を伴う疾患にお
ける網膜中心動静脈の最大流速
間の時間間隔について

27 高木均 平成21年度多摩
区･麻生区･宮前区
眼科､聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
大･多摩病院･麻生
総合病院合同検討
会

200910 特別講演

28 河西雅之 平成21年度多摩
区･麻生区･宮前区
眼科､聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
大･多摩病院･麻生
総合病院合同検討
会

200910 聖マリアンナ医大眼科　病院・
診療報告

29 高木均 第71回獨協医大越
谷眼科研究会

200911 特別講演「低侵襲を極める硝子
体手術」

30 高木均 第61回糖尿病教育
学習研究会 第100
回IIDES糖尿病研
究会

200911 特別講演「糖尿病網膜症の治療
～より良いQOLを維持するため
に～」

31 高木均 第7回福岡糖尿病
先端医療研究会

200911 特別講演「糖尿病網膜症外科
的・内科的治療の現況」

32 高木均 第7回川崎CDEｾﾐﾅｰ 200911 特別講演「糖尿病網膜症の病期
ごとの管理について」

33 上野聰樹 第60回京大眼科同
窓会学会

200911 京大眼科入局から35年

34 徳田直人　　井上順　　山﨑泉
上野聰樹　○藤澤茂樹
（○大塚製薬株式会社）

第20回日本緑内障
学会

200911 アルギン酸含有カルテオロール
持続性点眼薬の角膜上皮バリ
アー機能への影響と保水作用に
ついて
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35 宗正泰成　　北岡康史　　栗林純子
上野聰樹

第20回日本緑内障
学会

200911 緑内障性視神経症におけるミト
コンドリア分布と外膜の透過性
制御機構

36 北岡康史　　宗正泰成　　栗林純子
林泰博　　武田裕行　　藤野博美
北岡由佳　○熊井俊夫　　上野聰樹
（○薬理学）

第20回日本緑内障
学会

200911 TNF-α誘発視神経軸索障害およ
びRGC-5細胞死におけるエスト
ロゲンの保護効果にTrx1が関係
する

栗林純子　　北岡康史　　宗正泰成
林泰博　　上野聰樹

第20回日本緑内障
学会

200911 NMDA硝子体投与後早期における
軸索変性機序の解明

38 山﨑泉　　徳田直人　　井上順
出川慎之　　伊東靖人　　上野聰樹

第20回日本緑内障
学会

200911 新しい手持ち圧平式眼圧計
TONO-PEN AVIAによる体位変換
時の眼圧測定と角膜厚との影響
について

39 高木均　○木村大作　○喜多美穂里
上野聰樹
（○県立尼崎病院）

第48回日本網膜硝
子体学会総会

200912 巨大網膜色素上皮剥離の加齢黄
斑変性へのトリアムシノロン・
ベバシズマブ併用光線力学療法

40 ○高田和秀　　宗正泰成　　藤野博美
北岡康史
（○聖マリアンナ医科大学）

第30回日本臨床薬
理学会年会

200912 NMDA誘発網膜神経細胞死モデル
におけるサリドマイドの保護効
果について

41 井出尚史　　小林円　　伊勢ノ海一之
木村純一　　葉山優香　　嘉山尚幸

第42回神奈川県眼
科臨床談話会

201001 聖マリアンナ医科大学横浜市西
部病院眼科における最近5年間
の網膜硝子体手術の変遷

42 河西雅之　　小林賢太　　井上順
上野聰樹

第42回神奈川県眼
科臨床談話会

201001 Human Immunodeficiency Virus
感染を合併した梅毒性ふどう膜
炎の1症例

43 山﨑泉　　出川慎之　　伊東靖人 第42回神奈川県眼
科臨床談話会

201001 手持ち眼圧計icare®とGoldmann
圧平眼圧計との眼圧測定値の検
討

44 高木均 第42回神奈川県眼
科臨床談話会

201001 続発性黄斑円孔-珍症例の治療
経過-

45 高木均　○楠原仙太郎　◇喜多美穂里
上野聰樹
（○神戸大）
（◇県立尼崎病院）

第33回日本眼科手
術学会総会

201001 血管新生緑内障への23ゲージ経
結膜硝子体手術の長期経過

46 井上順　　徳田直人　　井上恵理
高木均　　上野聰樹

第33回日本眼科手
術学会総会

201001 白内障手術後に閉塞隅角緑内障
を認めた症例に対する病態とそ
の治療法の検討

47 高木均 第9回兵庫県黄斑
疾患研究会

201002 特別講演「糖尿病黄斑浮腫の治
療について」

電子顕微鏡研究施設

37
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48 高木均 第3回神奈川ｸﾛｽｵｰ
ﾊﾞｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

201003 「糖尿病網膜症の失明原因　血
管新生緑内障の治療を考える」

49 高木均 第44回日本糖尿病
医学の進歩

201003 「糖尿病網膜症の成因と治療の
進歩」

50 嘉山尚幸　　高木均 第14回Tokyo
Retina Club

201003 最近経験した血管新生緑内障の
2症例
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1 肥塚泉 めまいと平衡障害 P.104 200906 直線加速度負荷

2 肥塚泉 めまいと平衡障害 P.104 200906 偏中心性回転（ER）

3 肥塚泉 めまいと平衡障害 P.106 200906 偏垂直軸回転（OVAR）

4 肥塚泉 暮らしと健康 P.71 200906 耳鳴りとダイビングの関係

5 肥塚泉 暮らしと健康 P.72 200906 急性低音障害型感音難聴

1 北島明美　○関根和教　◇今井貴夫
□武田憲昭　　肥塚泉
（○屋島総合病院耳鼻咽喉科）
（◇大阪船員保険病院耳鼻咽喉科）
（□徳島大学医学部耳鼻咽喉科）

耳鼻咽喉科臨床 P.138～
142

200903 体性感覚がOcular counter
rollingに及ぼす影響の検討

2 肥塚泉 ENTONI 100 P.18
～24

200904 めまい-特に小児ならびに高齢
者症例への対応-

3 肥塚泉 JOHNS 25(5)
P.723～
725

200905 心因性めまい

4 ○小宅大輔　○越智健太郎　　高津光晴
深澤雅彦　　肥塚泉
（○非常勤講師）

日本耳鼻咽喉科学
会会報

112
P.422～
428

200905 通年性アレルギー性鼻炎に対す
る高周波凝固術-2カ月後と2年
後の治療成績-

5 Akemi Sugita-Kitajima
Ｉｚｕｍｉ　Koizuka

Neuroscience
Letters

462 P.6
～9

200906 Evaluation of the vestibulo-
ocular reflex using
sinusoidal off-vertical axis
rotation in patients with
acoustic neurinoma.

6 肥塚泉 JOHNS 25(6)
P.877～
880

200906 メニエール病の長期経過と予後

7 北島明美　　山口央一　　岡田智幸
肥塚泉

耳鼻咽喉科臨床 102(6)
P.427～
431

200906 麻痺性橋性外斜視を呈した橋下
部梗塞例

8 肥塚泉 JOHNS 25(7)
P.979～
982

200907 めまい疾患

9 Akemi Sugita-Kitajima
Ｉｚｕｍｉ　Koizuka

Neuroscience
Letters

463
P.207～
209

200907 Somatosensory input
influences the vestibulo-
ocular reflex

耳鼻咽喉科学　著書

耳鼻咽喉科学　誌上発表
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10 北島明美　○佐藤成樹　　肥塚泉
（○非常勤講師）

耳鼻咽喉科臨床 102(7)
P.539～
542

200907 急性小脳失調症を合併した
Ramsay Hunt 症候群

11 春日井滋　　渡辺昭司　　大塚崇志
肥塚泉

耳鼻咽喉科臨床 102(7)
P.577～
581

200907 耳下腺多形腺腫再発5例

12 北島明美　　肥塚泉 耳鼻咽喉科臨床 102(8)
P.617～
622

200908 末梢性めまいと鑑別困難であっ
た小脳梗塞例

13 北島明美　○佐藤成樹　　肥塚泉
（○非常勤講師）

日本耳鼻咽喉科学
会会報

112
P.656～
659

200909 多発脳神経障害を合併した
Ramsay Hunt症候群

14 北島明美　○新谷敏晴　　山口央一
肥塚泉
（○非常勤講師）

耳鼻咽喉科臨床 102(10)
P.807～
811

200910 外リンパ瘘を併発した脳腫瘍例

15 岡田智幸 日経ﾍﾙｽ P.30～31 200910 かむトレ＆あむ食材で偏りをと
り、ゆがみ解消

16 春日井滋　○小宅大輔　　岡田智幸
肥塚泉
（○非常勤講師）

耳鼻咽喉科臨床 102(11)
P.939～
943

200911 動眼神経不全麻痺を呈した蝶形
骨洞炎

17 肥塚泉 JOHNS 25(12)
P.1738～
1740

200912 予防医学からみたメニエール病

18 矢野裕之　　肥塚泉　○望月隆一
（○大阪大学）

耳鼻咽喉科臨床 102(12)
P.1055～
1059

200912 喉頭リウマトイド結節例

19 肥塚泉 JOHNS 26(2)
P.265～
268

201002 ダックビルエレベーターとテラ
メッサー

20 渡辺昭司 JOHNS 26(3)
P.456～
458

201003 食道異物

21 Akemi Sugita-Kitajima
Ｉｚｕｍｉ　Koizuka

Auris Nasus
Larynx

37P.229
～232

201003 Neuro-Behcet´s Disease with
Dizziness

22 Akemi Sugita-Kitajima　○Shigeki Sato
◇Koshi Mikami　◇Mitshuhiro Mukaide
Ｉｚｕｍｉ　Koizuka
（○非常勤講師）
（◇耳鼻咽喉科学）

Acta Oto-
Laryngolgica

130P.84
～88

201003 Does vertigo disappear only
by rolling over?
Rehabilitation for benign
paryxysmal positional
vertigo
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1 Izumi Koizuka 37th Annual
Meeting of
AEROSDACE
MEDICAL
ASSOCIATION OF
KOREA

200904 50Year History of
JapanSociety of Aerospace
and Environmental
Medicine(JSASEM)

2 Izumi Koizuka 37th Annual
Meeting of
AEROSDACE
MEDICAL
ASSOCIATION OF
KOREA

200904 Aviation Medical
Examinations in Japan

3 肥塚泉 第110回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術講演会

200905 画像の読み方

4 岡田智幸　○小宅大輔　　春日井滋
齋藤善光　　深澤雅彦　　肥塚泉
（○非常勤講師）

第110回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術講演会

200905 先天性眼振の眼振所見に関する
左右眼の影響について

5 赤澤吉弘　　渡辺昭司　　大塚崇志
信清重典　　向出光博　　及川貴生
肥塚泉

第110回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術講演会

200905 当科における喉頭癌Stage
III、Stage IVの臨床統計

6 及川貴生　　大塚崇志　　赤澤吉弘
渡辺昭司　　向出光博　　肥塚泉

第33回日本頭頸部
癌学会

200906 頸部郭清術後、肩関節機能リハ
ビリテーションについて術後早
期導入と長期間経過後導入の比
較

7 向出光博　　赤澤吉弘　　渡辺昭司
○五味弘道　　大塚崇志　　信清重典
及川貴生　　肥塚泉
（○放射線医学）

第33回日本頭頸部
癌学会

200906 当院における喉頭癌T2症例の検
討

8 大塚崇志　　赤澤吉弘　　向出光博
及川貴生　　渡辺昭司　○五味弘道
肥塚泉
（○放射線医学）

第33回日本頭頸部
癌学会

200906 当科における上咽頭癌に対する
交替療法を含めての治療成績検
討

9 肥塚泉 第26回日本めまい
平衡医学会医師講
習会

200906 良性発作性めまい症

10 Izumi Koizuka
Akemi Sugita-Kitajima

The 18th Korean
Balance Society

200906 Otolith function in patients
with BPPV evaluated by
sinusoidal OVAR

11 向出光博　　渡辺昭司　　及川貴生
赤澤吉弘　　大塚崇志　　信清重典
肥塚泉

第148回日本耳鼻
咽喉科学会神奈川
県地方部会

200906 当院における喉頭癌T2症例の検
討

耳鼻咽喉科学　学会発表
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12 高津光晴　　肥塚泉　○大橋徹　　杉山裕
（○秦野赤十字病院耳鼻咽喉科）

第71回耳鼻咽喉科
臨床学会

200907 両側顎下腺悪性リンパ腫の1例

13 俵道淳　　宮本康裕　　肥塚泉 第71回耳鼻咽喉科
臨床学会

200907 髄膜炎を反復した特発性鼻性髄
液漏例

14 渡辺昭司　　大塚崇志　　赤澤吉弘
向出光博　　及川貴生　　堤康一朗
肥塚泉

神奈川癌ﾌｫｰﾗﾑ 200907 当科における舌癌の治療方針
（郭清範囲の考察）

15 肥塚泉 第39回平衡機能検
査技術講習会

200907 平衡機能に関わる解剖と生理

16 向出光博　　宮本康裕　　信清重典
赤澤吉弘　○眞木二葉　○堀内正浩
◇栃本しのぶ　◇菅沙里江
◇伊佐早久美子　　肥塚泉
（○内科学（神経内科））
（◇聖マリアンナ医大リハビリテーション
部）

第15回日本摂食嚥
下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

200908 オリーブ橋小脳萎縮症(OPCA)に
対するVE・VFを用いた嚥下機能
評価

17 高橋佳孝　　宮本康裕　　佐々木祐幸
桑原大輔　　俵道淳　　高津光晴
肥塚泉

第149回日本耳鼻
咽喉科学会神奈川
県地方部会

200909 術後性前頭洞嚢胞の一例　―
ナビゲーションによる鼻内アプ
ローチ ―

18 Masahiko Fukasawa　　M Nakamura
○K Nagai　○M Arito　○MS Kurokawa
○K masuko　○N Suematsu　　I Koizuka
○T Kato
（○生化学（生化学））

The 8th HUPO
Worid Congress

200909 Puroteomics of Cerebellar
Floccules during Vestibular
Compensation of a Rat
Vertigo Model

19 肥塚泉 第19回日本耳科学
会

200910 メニエール病の診断と治療

20 肥塚泉 第32回日本平衡機
能検査技術者講習
会

200910 体性感覚が平衡反射に及ぼす影
響

21 深澤雅彦　○岡本一起　　中村学
○永井宏平　○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））

第82回日本生化学
学会大会

200911 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

22 ○北島尚治　　北島明美　◇渡邉雄介
□鈴木衞
（○北島耳鼻咽喉科）
（◇国際医療福祉大学耳鼻咽喉科）
（□東京医科大学耳鼻咽喉科）

第12回日本補完代
替医療学会集会

200911 メニエール病へのハーブティー
の」効果

23 肥塚泉 第23回日本耳鼻咽
喉科学会専門医講
習会

200911 めまい・平衡障害
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24 北島明美　　肥塚泉 第68回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200911 振子様回転検査を用いた体性感
覚入力の検討

25 岡田智幸　　矢野裕之　　春日井滋
深澤雅彦　　肥塚泉

第68回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200911 右優位眼先天性眼振症例の視性
眼球運動等の眼振所見に関する
左右眼の影響について

26 中村学　　深澤雅彦　　岡田智幸
田中泰彦　　肥塚泉

第68回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200911 片側内耳破壊ラットの小脳片葉
プロテオーム解析

27 肥塚泉 第68回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200911 耳石器動眼反射を用いた耳石器
機能検査

28 赤澤吉弘　　渡辺昭司　　信清重典
向出光博　　大塚崇志　　春日井滋
岡田智幸　　肥塚泉

第61回日本気管食
道科学会

200911 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

29 向出光博　　渡辺昭司　　大塚崇志
赤澤吉弘　　春日井滋　　及川貴生
岡田智幸　　肥塚泉

第61回日本気管食
道科学会

200911 腹部手術術後の嚥下障害に関し
ての検討

30 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
（○非常勤講師）

第61回日本気管食
道科学会

200911 乳児における喉頭蓋嚢胞の1例

31 三上公志　　渡辺昭司　　赤澤吉弘
及川貴生　　向出光博　　大塚崇志
肥塚泉

第150回日本耳鼻
咽喉科学会神奈川
県地方部会

200912 頸部瘢痕癌の１症例

32 中村学　　岡本充史　　堤康一朗
鈴木一輝　　三上公志　○新谷敏晴
（○非常勤講師）

第150回日本耳鼻
咽喉科学会神奈川
県地方部会

200912 開院以来の当科における両側口
蓋扁桃摘出術

33 ○Izumi Koizuka
Akemi Sugita-Kitajima
（○耳鼻咽喉科学）

ARO 33rd
MidwinterMeeting

201002 Sinusoidal off-vertical axis
rotation test as a clinical
otolith function test

34 及川貴生　　向出光博　　宮本康裕
肥塚泉　　赤澤吉弘

第33回日本嚥下医
学会

201002 気管切開が施行された症例に対
し、VE、VFを用いて嚥下機能評
価を行った症例検討

35 齋藤善光　　矢野裕之　　春日井滋
岡田智幸　　肥塚泉

第151回日本耳鼻
咽喉科学会神奈川
県地方部会

201003 デフィブラーゼが著効した蝸牛
型メニエール病の一例

36 高津光晴　　高橋佳孝　　桑原大輔
俵道淳　　佐々木祐幸　　肥塚泉

第151回日本耳鼻
咽喉科学会神奈川
県地方部会

201003 化膿性脊椎炎から咽後膿瘍を呈
した一症例
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1 中島康雄　○前川和彦　◇甲田英一
□伊川廣道　△山下直哉
（○関東中央病院）
（◇東邦大学大橋病院）
（□金沢医科大学）
（△慶應義塾大学）

臨床研修医のため
の画像医学教室
(医療科学社)

P.1～208 200910 臨床研修医のための画像医学教
室
小児科領域

2 萩野りょう子　　中島康雄　　山内栄五郎 縦隔腫瘍の画像診
断と病理
(中外医学社)

P. 112～
119

201001 縦隔病変に対するIVR
経皮的生検・縦隔腫瘍のﾄﾞﾚﾅｰ
ｼﾞ・上大静脈ｽﾃﾝﾄ

1 ○曽根美雪　　中島康雄　◇塩山靖和
□鶴崎正勝　△平木隆夫　△金澤右
吉松美佐子　▽加山英夫　☆柿田聡子
☆ｳｯﾄﾞﾊﾑｽ玲子　☆西巻博　◎興梠征典
※後藤靖雄　*1成松芳明
（○岩手医大）
（◇獨協医科大学）
（□国立がんｾﾝﾀｰ）
（△岡山大学）
（▽国際親善総合病院）
（☆北里大学）
（◎産業医科大学）
（※仙台社会保険病院）
（*1川崎市立病院）

IVR会誌 24(2)
P. 138～
141

200904 産科緊急止血のIVR
産科出血に対するIVR：日本IVR
学会ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ委員会の取り組み

2 吉松美佐子　　滝澤謙治　　小川普久
八木橋国博　○船窪正勝　　栗原宜子
中島康雄
（○救急医学）

IVR会誌 24(2)
P. 128～
133

200904 産科緊急止血のIVR
NBCA-LPDを用いた産科出血に対
する動脈塞栓術

3 今村惠子 Rad  Fan 7(4)
P. 88～
89

200904 特集：診療報酬改定から1年
2008年診療報酬改定とそのあと
に続くもの

4 滝澤謙治　　嶋本裕　　小川普久
吉松美佐子　　八木橋国博　　上島巌
藤川あつ子　　小池祐哉　　中島康雄

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(2)
P. 91～
95

200904 がん診療の新たな取り組み
局所進行乳癌に対する新たな動
注化学療法

5 橘川薫　　松本純一 臨床画像 25(4)
P. 74～
86

200904 救急画像診断：見逃してはなら
ないﾎﾟｲﾝﾄ集
頸椎損傷

6 栗原泰之 臨床画像 25(4)
P. 339～
348

200904 特集：単純X線写真読影のﾎﾟｲﾝﾄ
胸部  肺野・縦隔

7 中島康雄　○杉村和郎
（○神戸大院）

臨床放射線 54(4)
P. 459～
460

200904 病院放射線科のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ「はじ
めに」

放射線医学　著書

放射線医学　誌上発表
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8 Yuko Kobashi　○Ryoko Kodama
◇Jun Fukuda　◇Shinichiro Suzuki
（○解剖学（解剖学））
（◇藤沢湘南台病院）

日足外会誌 30(2)
P. 71～
74

200905 Tenosynovitis of Flexor
Hallucis Longus Tendon(FHL)
in Synchronized Swimming

9 Hiroko Okazaki　○Fumio Tsujimoto
◇Ichirou Maeda　　Tomoyuki Ohta
Yoshihide Kanemaki　　Kyoko Okamoto
Hiroshi Shimamoto　□Yukari Yabuki
□Haruki Ogata　□Tomohiko Ohta
□Mamoru Fukuda　　Yasuo Nakajima
（○臨床検査医学）
（◇診断病理学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

Japanese Journal
Radiology

27(10)
P. 438～
443

200906 Radiologic-Pathological
Correlation of Punctate
Hyperechoic Foci by
Ultrasound in Stereotactic
Vacuum-Assisted Breast
Biopsy Samples

10 栗原泰之　　八木橋国博　　松岡伸
藤川あつ子　　栗原宜子　　中島康雄

ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(3)
P. 331～
341

200906 胸部X線でここまで読める
胸部単純X線写真の基本的な読
み方  For Beginners

11 松本純一　○船窪正勝　○山下寛高
（○救急医学）

ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(3)
P. 342～
346

200906 胸部X線でここまで読める
ICUﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ写真の注意点とARDS

12 ○河村砂織　　松本純一　　服部貴行
○倉本憲明
（○国立災害医療ｾﾝﾀｰ）

ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(3)
P. 347～
358

200906 肺炎と肺水腫

13 服部貴行 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(3)
P. 359～
368

200906 胸痛：大動脈解離、肺塞栓症な
ど

14 嶋本裕　　滝澤謙治 映像情報Medical 41(6)
P. 623～
625

200906 IVRの新しい波
局所進行乳癌に対する新たな動
注化学療法の試み

15 栗原宜子 画像診断 29(6)
P. 662～
672

200906 感音性難聴を呈する内耳・内耳
道奇形の画像診断
人工内耳の適応を含めて

16 印牧義英　　中島康雄 腫瘍内科 3(6)
P. 631～
636

200906 乳癌
乳腺疾患の画像診断

17 ○福地博史　○高倉永治　○馬場清次
○成松洋　　今村惠子　◇鈴木由里子
（○画像ｾﾝﾀｰ）
（◇ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）

日本磁気共鳴医学
会雑誌

29(2)
P. 79～
87

200906 乳腺1H-MRSにおける水参照を用
いたｺﾘﾝ信号強度の補正と定量

18 岡崎寛子　○辻本文雄　　太田智行
岡本恭子　　印牧義英　　中島康雄
◇岩谷胤生　◇緒方晴樹　◇太田智彦
◇福田護　□前田一郎
（○臨床検査医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）

日本乳癌検診学会
誌

18(2)
P. 176～
181

200906 当院の非浸潤性乳管癌(DCIS)に
おけるﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ(MMG)および超
音波(US)の仮想検診感度の比較
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19 ○T. Kobayashi　◇Y. Arai
◇Y. Takeuchi　　Yasuo Nakajima
□Y. Shioyama　△M. Sone
▽N. Tanigawa　☆O. Matsui
◎M. Kadoya　※Y. Inaba
（○石川県立中央病院）
（◇国立がん研究所）
（□獨協医科大学）
（△岩手医大）
（▽関西医大）
（☆金沢大）
（◎信州大）
（※愛知県がんｾﾝﾀｰ）

Annals of
Oncology

20(12)
P. 1943
～1947

200907 Phase I/II Clinical Study of
Percutaneous Vertebroplasty
(PVP) as Palliation for
Painful Malignant Vertebral
Compression Franctures
(PMVCF): JIVROSG-0202

20 小川普久　　滝澤謙治 Rad Fan 13(7)
P. 75～
77

200907 基本に立ち戻って  親ｶﾃｰﾃﾙ／
ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑを考える
ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ型ｶﾃｰﾃﾙによる血管選
択術

21 森本毅　　近藤睦子　　小林泰之
栗原宜子　　中島康雄

Rad Fan 7(8)
P. 27～
30

200908 最新の消化器画像診断
CT Colonographyにおける新た
な診断技術

22 立澤夏紀　　橘川薫　　中島康雄 臨床画像 25(8)
P. 890～
897

200908 骨粗鬆症と圧迫骨折
圧迫骨折と鑑別を要する骨腫瘍
の診断

23 江原範重　○稲田陽一　○根本幸雄
（○生理学（物理学））

医学物理 29 Sup.
3
P. 209～
210

200909 画像診断部門ｼｽﾃﾑにおける時刻
同期の問題点－聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大
学病院での経験－

24 橘川薫　　中島康雄　○稲田陽一
（○生理学（物理学））

臨床画像 25(9)
P. 1051
～1057

200909 わが施設のTeaching File  －
作成・保存・利用－第5回

25 Kunihiro Yagihashi　　Kenji Takizawa
Yukihisa Ogawa　　Kyoko Okamoto
Misako Yoshimatsu　　Atsuko Fujikawa
Hiroshi Shimamoto　　Yasuo Namajima

CardioVascular
and
Interventional
Radiology

DOI
10.1007/
s00270-
009-
9779-0
P. 1～6

200912 Clinical Application of a
New Indwelling Catheter with
a Side-Hole and Spirally
Arranged Shape-Memory Alloy
for Hepatic Arterial
Infusion Chemotherapy

26 Itsuko Okuda　○Harushi Udagawa
○Junji Takahashi　○Hiromi Yamase
○Tadasu Kohno　　Yasuo Nakajima
（○虎の門病院）

General Thoracic
and
Cardiovascular
Surgery

57(12)
P. 640～
646

200912 Magnetic Resonance-Thoracic
Ductography: Imaging Aid for
Thoracic Surgery and
Thoracic Duct Depiction
Based on Embryological
Considerations

27 栗原泰之　　栗原宜子　　松岡伸
八木橋国博　　藤川あつ子　　中島康雄

画像診断 29(13)
P. 1505
～1515

200912 縦隔疾患の画像診断－基礎から
最新情報まで－
縦隔気腫、縦隔炎

28 小川普久　　滝澤謙治　　中島康雄 消化器外科 32(12)
P. 1823
～1829

200912 消化管出血に対するIVR
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29 小橋優子 日本磁気共鳴医学
会雑誌

29(4)
P. 178～
191

200912 足関節のMRI.撮影方法と診断の
ﾎﾟｲﾝﾄ

30 小橋優子 臨床画像 25(12)
P. 1404
～1415

200912 これだけはおさえておきたい骨
軟部外傷のCT/MRI
下腿・足

31 八木橋国博　　栗原泰之　　藤川あつ子
松岡伸　　中島康雄

呼吸 29(2)
P. 146～
151

201002 画像診断
びまん性肺疾患の画像診断のこ
つ③すりｶﾞﾗｽ陰影

32 ○原秀剛　○吉村良　◇井上年幸
中島康雄
（○北里大学）
（◇画像ｾﾝﾀｰ）

日本小児放射線技
術

No.35
P. 56～
60

201002 小児頭頸部X線CTﾌｧﾝﾄﾑの作製及
び撮影条件最適化の試み

33 中島康雄 日本医事新報 No.4482
P. 54～
64

201003 臨床医学の展望
臨床放射線医学－診断面とIVR
－

34 奥田逸子　　中島康雄　　岡崎寛子
嶋本裕　　岡本恭子　　印牧義英
○煎本正博
（○ｲﾘﾓﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ）

日本乳癌検診学会
誌

19(1)
P. 35～
40

201003 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検診の二次読影におけ
る遠隔画像診断の有用性に関す
る検討
－ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検診遠隔画像診断支
援ﾓﾃﾞﾙ事業に参加して－

1 Kenji Takizawa GEST2009 200904 Regional Infusion Chemo for
Breast Cancer with
Redistribution

2 小川普久　　滝澤謙治　　吉松美佐子
上島巌　　藤川あつ子　○船窪正勝
八木橋国博　○山下寛高　　松本純一
中島康雄
（○救急医学）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 難治性動脈性出血に対するNBCA
－LPDによる経ｶﾃｰﾃﾙ的動脈塞栓
術の止血効果と問題点

3 中島康雄 第68回日本医学放
射線学会総会

200904 合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
一般撮影領域：胸部、乳腺、血
管撮影

4 小林泰之 第68回日本医学放
射線学会総会

200904 Quantitative Analysis of
Cardiac Function-心機能の定
量解析-

5 栗原宜子　　中地俊介　　赤下志保
高橋美緒　　中島康雄

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 教育展示
頸静脈孔－解剖・臨床症状と疾
患の画像診断－

6 太田智行　○辻本文雄　　中島康雄
岡崎寛子　　岡本恭子　　印牧義英
嶋本裕　◇福田譲
（○臨床検査医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 Automatically Breast Volume
Scan(ABVS) Somo Vu TMの使用
初期経験乳癌検診導入の可能性

放射線医学　学会発表
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7 岡崎寛子　○辻本文雄　　印牧義英
岡本恭子　　太田智行　　嶋本裕
中島康雄　◇福田護　□前田一郎
（○臨床検査医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 乳癌におけるNeoadjuvant
Chemotherapy (NAC)の術前
MRI・US所見の検討

8 今村惠子　　小林和子　○根本幸雄
○稲田陽一　　栗原泰之　　中島康雄
（○生理学（物理学））

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 医療統計から推定されるﾌｨﾙﾑﾚｽ
運用の普及状況について

9 栗原泰之　　八木橋国博　　松岡伸
萩野りょう子　　栗原宜子　　立澤夏紀
藤川あつ子　　中島康雄

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 高分解能CTによる主気管支微少
憩室の評価

10 八木橋国博　　栗原泰之　　藤川あつ子
徳原正則　　中島康雄

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 肺炎球菌性肺炎：CTと臨床像の
検討

11 岡本恭子　　印牧義英　　今村惠子
岡崎寛子　　中島康雄　○福地博史
○馬野清次　○成松洋　◇福田護
□前田一郎
（○画像ｾﾝﾀｰ）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 乳癌診断におけるｺﾘﾝ定量1H
MRSの有用性の検討

12 小橋優子　　武藤絢子　　田島陽子
福島徹　　山口敏雄

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 距骨の骨髄浮腫の成因

13 森本毅　○飯沼元　○三宅基隆
◇富松英人　□市川珠紀　○森山紀之
○荒井保明　　中島康雄
（○国立がんｾﾝﾀｰ）
（◇岐阜市民病院）
（□東海大）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 CT Colonographyにおける早期
大腸癌検出検討

14 ○市川珠紀　◇三宅基隆　◇飯沼元
森本毅　○今井裕
（○東海大）
（◇国立がんｾﾝﾀｰ）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 CT Colonographyにおける早期
大腸癌の検出：読影法による比
較

15 ○三宅基隆　○飯沼元　　森本毅
◇富松英人　□市川珠紀　△森山紀之
○荒井保明　▽杉村和郎
（○国立がんｾﾝﾀｰ）
（◇岐阜市民病院）
（□東海大）
（△がん予防検診研究ｾﾝﾀｰ）
（▽神戸大院）

第68回日本医学放
射線学会総会

200904 CT Colonographyにおけるｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ支援検出の有用性：sm浸
潤癌での検討

16 ○原秀剛　◇井上年幸　□西村克之
中地俊介　□阿部慎司　□佐藤斉
△伊藤彰義　　中島康雄
（○北里大）
（◇画像ｾﾝﾀｰ）
（□茨城県立医療大）
（△日本大）

第97回日本医学物
理学会学術大会

200904 脳卒中検出のための周波数処理
－X線CTﾌｧﾝﾄﾑｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
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17 中島康雄 第23回全国循環器
撮影研究会総会･
学術大会

200904 教育講演
救急医療と画像診断・血管撮影
とCTAを中心に

18 Yasuo Nakajima 2nd World
Congress of
Thoracic Imaging
and Diagnosis in
Chest Disease

200905 Scientific Session:Pulmonary
Embolism

19 Mio Takahashi　　Yasuyuki Kurihara
Atsuko Fujikawa　　Kunihisa Yagihashi
Shin Matsuoka　　Yasuo Nakajima

2nd World
Congress of
Thoracic Imaging
and Diagnosis in
Chest Disease

200905 Pitfall of Chest
Radiolograph: Normal and
Abnormal Soft Tissue
Structures

20 Atsuko Fujikawa　　Yasuyuki Kurihara
Kunihiro Yagihashi　　Mio Takahashi
Shin Matsuoka　　Yasuo Nakajima
○Masayuki Takagi
（○診断病理学）

2nd World
Congress of
Thoracic Imaging
and Diagnosis in
Chest Disease

200905 Unique MR Signal Intensity
Patterns in a Variety of
Chest Diseases

21 Hisao Nakamura　○S. Ekholm
○H. Z. Wang　○P. Westesson
Yasuo Nakajima
（○Univ. of Rochester）

ASNR Scientific
Exhibit

200905 Intraosseous Tumor of the
skull

22 中島康雄 第23回日本外傷学
会総会･学術集会

200905 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
肝、脾外傷に対するCT所見を基
本とした臓器損傷分類

23 栗原宜子　　森本毅　　高橋美緒
中島康雄

第38回頭頸部･胸
部画像研究会

200905 腸管型ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病に生じた難治
性の下咽頭腫瘍の1例

24 ○小島敦　○笹生豊　○三浦竹彦
○正木大賀　○朝熊弘年　○鳥居良昭
○森岡成太　○藤井厚司　○別府諸兄
滝澤謙治　　吉松美佐子
（○整形外科学）

日本整形外科学会 200905 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折に対す
るPMMAを用いた経皮的椎体形成
術(PVP)の中期成績

25 Kenji Takizawa 3rd Annual
Meeting of
Interventional
Radiology Case
Club

200906 Intra-Arterial Chemotherapy
of Advanced Breast Cancer

26 小池祐哉 第14回日本緩和医
療学会学術大会

200906 脊椎転移に対する経皮的椎体形
成術の治療経験

27 小林泰之 第1回獣医CT談話
会

200906 教育講演
ここまでわかる！医学領域にお
ける最新のCT画像診断

28 栗原泰之 第31回佐賀CT･MRI
研究会

200906 特別講演
見落としてはいけない胸部画像
所見
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29 橘川薫 第32回日本血栓止
血学会学術集会

200906 乳幼児重症型血友病に対する定
期補充療法研究における関節症
の画像評価

30 五味弘道　　阿部達之　　滝澤謙治
中島康雄　○堤康一朗　○渡辺昭司
○大塚崇志　○赤澤吉弘　○信清重典
○肥塚泉
（○耳鼻咽喉科学）

第33回日本頭頚部
癌学会

200906 中咽頭癌の放射線治療成績

31 栗原泰之 第35回肺癌診断会
&画像診断ｾﾐﾅｰ

200906 胸部病変におけるMRI検査の利
用法

32 ○島秀樹　○脇坂宗親　○古田繁行
◇木下明俊　◇近藤健介　◇慶野大
上島巌　　森本毅　○北川博昭
（○外科学（小児外科））
（◇小児科学（小児科））

第45回日本小児放
射線学会

200906 陰嚢部横紋筋肉腫の破裂に対し
IVRで救命できた1例

33 栗原泰之 徳島大学大学院特
別講義

200906 依頼講義
胸部の画像診断

34 田島信哉　○前田一郎　　印牧義英
岡本恭子　　嶋本裕　　岡崎寛子
中島康雄　◇緒方晴樹　◇福田護
○高木正之
（○診断病理学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 E-DCISおよびIntraductal
Papillomaの鑑別に関する組織
化学的検討

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

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 ｽﾃﾚｵｶﾞｲﾄﾞ下ﾏﾝﾓﾄｰﾑ生検(MMT)検
体の超音波(US)による微細石灰
化描出能の検討

36 ○矢吹由香里　○緒方晴樹　○白英
○浅川英輝　○速水亮介　○河原太
○太田智彦　○福田護　　岡崎寛子
中島康雄　◇前田一郎　◇田所衛
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

第17回日本乳癌学
会学術総会

200907 針生検にて診断し、ｽﾃﾛｲﾄﾞ投与
が著効した肉芽腫性乳腺炎の1
例

37 栗原泰之 第20回骨軟部放射
線診断ｾﾐﾅｰ

200907 全身疾患と骨所見  胸部領域

38 阿部達之　　五味弘道 第26回神奈川県前
立腺腫瘍研究会

200907 限局性前立腺癌に対する3DCRT
においてCTｶﾞｲﾄﾞは有用か?

39 滝澤謙治 第35回日本骨折治
療学会ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞﾚｸ
ﾁｬｰ

200907 経皮的椎体形成術の方法と治療
成績－現状と新たな取り組み
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40 ○小林慎二郎　○朝倉武士　　吉松美佐子
森本毅　◇小池淳樹　○佐々木貴浩
○小泉哲　○中野浩　○大坪毅人
（○消化器・一般外科）
（◇診断病理学）

第40回日本膵臓学
会大会

200907 MD-CTを用いた膵癌の術前進展
度診断についての検討

41 吉松美佐子　　滝澤謙治　　小川普久
藤川あつ子　　栗原宜子　　八木橋国博
中島康雄　○鈴木直　○和田康菜
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

第4回日本IVR学会
関東地方会

200907 子宮頸部腺癌の動注塞栓療法後
に突然死し、Autopsy Imaging
にてPEと診断された一症例

42 小川普久　　滝澤謙治　　吉松美佐子
小池祐哉　　藤川あつ子　　武藤絢子
八木橋国博　　中島康雄

第4回日本IVR学会
関東地方会

200907 ISOP (Isocenter Puncture)法
の椎体外病変への応用

43 藤川あつ子　　滝澤謙治　○松永光太郎
小池祐哉　　武藤絢子　　吉松美佐子
小川普久　　八木橋国博　　中島康雄
（○内科学（消化器・肝臓内科））

第4回日本IVR学会
関東地方会

200907 Sonazoid US Angiography
(SOA)を併用したTACEの経験

44 加藤洋　　大倉直樹　　形部倫子
熊野玲子　　松本純一　　山内栄五郎
○森田あかね　○山本崇人　○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第4回日本IVR学会
関東地方会

200907 気管支動脈塞栓術後にｺｲﾙを喀
出した一例

45 ○阿部考志　○森健作　○椎貝真成
大倉直樹　○岡本嘉一　○斎田司　○南学
（○筑波大）

第4回日本IVR学会
関東地方会

200907 肺底動脈大動脈起始症に対して
ｺｲﾙ塞栓術を施行した一例

46 森本公平　　服部貴行　　上島巌
○倉本憲明
（○国立災害医療ｾﾝﾀｰ）

第4回日本IVR学会
関東地方会

200907 鈍的外腸骨動脈損傷に対し血管
内治療を施行した1例

47 江原範重 放射線医学総合研
究所 第5回医学物
理ｺｰｽ

200907 依頼講義
放射線診断物理学

48 中島康雄 IVR学術講演会 200908 特別講演
救急初期診療におけるCT診断と
IVR治療

49 Yasuo Nakajima 13th World
Conference of
Lung Cancer

200908 Evaluation of Indeterminate
Pulmonary Nodule/GGO

50 栗原泰之 第1回池添ﾒﾓﾘｱﾙ胸
部画像診断ｾﾐﾅｰ

200908 ｾｯｼｮﾝ「胸膜病変」

51 小池祐哉　　藤川あつ子　　滝澤謙治
小川普久　　吉松美佐子　　上島巌
○山下高寛　○船窪正勝　　八木橋国博
中島康雄
（○救急医学）

第38回日本IVR学
会総会

200908 門脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対
する治療～無水ｴﾀﾉｰﾙ・ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰ
ﾙ混合液動注療法の有用性～
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52 ○船窪正勝　　小川普久　　滝澤謙治
吉松美佐子　　八木橋国博　　藤川あつ子
上島巌　　小池祐哉　　加藤洋
中島康雄
（○救急医学）

第38回日本IVR学
会総会

200908 NBCA-LPD塞栓血管における長期
経過観察－血流再開の有無につ
いての検討

53 八木橋国博　　滝澤謙治　　小川普久
吉松美佐子　　上島巌　　嶋本裕
藤川あつ子　○船窪正勝　　中島康雄
（○救急医学）

第38回日本IVR学
会総会

200908 ISOP法を利用したIVR: PVP以外
への臨床応用

54 中島康雄 九州大学放射線科
関連病院会議

200908 画像診断分野の医療経済

55 藤川あつ子 第38回日本IVR学
会総会

200908 問題症例検討会「あなたならど
うする?」
症例1出題

56 滝澤謙治 第38回日本IVR学
会総会

200908 問題症例検討会演者
あなたならどうする?

57 八木橋国博 第38回日本IVR学
会総会

200908 ISOP法を利用したIVR:PVP以外
への臨床応用

58 小池祐哉 第38回日本IVR学
会総会～

200908 門脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対
する治療－無水ｴﾀﾉｰﾙ・ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰ
ﾙ混合液動注療法の有用性

59 ○Masakatsu Funakubo
（○救急医学）

ASER2009 200909 Pre-Procedural Planning with
Virtual Fluoroscopic and
Ultrasonographic Images from
MDCT Volume Data in Non-
Vascular Interventional
Procedures

60 栗原泰之 第241回Open Film
Conference

200909 特別講演
胸壁、胸膜の画像診断

61 福井厚 第29回医療放射線
の安全利用研究会
ﾌｫｰﾗﾑ

200909 病院の放射線管理者として活動
している立場から

62 立澤夏紀　　小川普久　　藤川あつ子
滝澤謙治　　中島康雄　○中澤龍斗
○江東邦夫　○佐々木秀郎　○堤久
○宮野佐哲　○佐藤雄一　○力石辰也
（○腎泌尿器外科学）

第30回泌尿器画像
診断研究会

200909 ﾊﾞﾙｰﾝ付きﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙを用いた塞
栓術により血尿ｺﾝﾄﾛｰﾙに成功し
た腎血管筋脂肪腫の1例

63 ○中澤龍斗　○宮野佐哲　○堤久
○佐々木秀郎　○北島和樹　○江東邦夫
○佐藤雄一　○力石辰也　　立澤夏紀
小川普久　　滝澤謙治　　中島康雄
（○腎泌尿器外科学）

第30回泌尿器画像
診断研究会

200909 排尿障害を認めた巨大孤発性内
腸骨動脈瘤の1症例
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64 江原範重　○稲田陽一　○根本幸雄
（○生理学（物理学））

日本医学物理学会
第98回学術大会

200909 画像診断部門ｼｽﾃﾑにおける時刻
同期の問題点－聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大
学病院での経験－

65 五味弘道　　滝澤謙治　　阿部達之
吉松美佐子　　中島康雄　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

日本放射線腫瘍学
会  第22回学術大
会

200909 局所進行子宮頸癌に対する動注
同時併用放射線治療成績

66 阿部達之　　五味弘道　　滝澤謙治
中島康雄

日本放射線腫瘍学
会  第22回学術大
会

200909 限局性前立腺癌に対する3DCRT
においてCTｶﾞｲﾄﾞは有用か?

67 中島康雄 ACUSON S2000
ABVS 新技術ｾﾐﾅｰ

200909 臨床的有用性に関する講演

68 Yasuo Nakajima 12th Annual
Meeting of the
Indian Society
of Vascular &
Interventional
Radiology

200910 Trans-Catheter Treatment for
Acute Arterial Bleeding

69 Yasuo Nakajima CT-MRI Annual
Convention

200910 Current International
Guidelines on Imaging of
Pulmonary Nodules and
Differential Diagnosis

70 Yasuo Nakajima CT-MRI Annual
Convention

200910 Interstitial Lung
Disease:Basics to Advancec

71 Kaoru Kitsukawa　　Natsuki Tachizawa
Yasuo Nakajima　○Hisateru Niki
（○整形外科学）

RSNA2009 200910 Imaging Evaluation of
Flatfoot Deformity

72 ○Gen Iinuma　◇Tamaki Ichikawa
○Mototaka Miyake　□Hideto Tomimatsu
Tsuyoshi Morimoto
（○国立がんｾﾝﾀｰ）
（◇東海大）
（□岐阜大）

RSNA2009 200910 Comparative Performance of
Computer-aided Detection
(CAD) Reading Paradigms
during CT Colonography (CTC)
in a Low Prevalence
Screening Population

73 ○井上年幸　◇原秀剛　　中島康雄
（○画像ｾﾝﾀｰ）
（◇北里大）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会

200910 平成21年度聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学前
田賞(学術賞)
X線CT装置の疾患描出能評価用
ﾌｧﾝﾄﾑおよびそれを用いたX線CT
装置の疾患描出能の評価方法

74 栗原宜子 川崎看護専門学校
講義

200910 依頼講義
特殊治療論「放射線」全3回

75 松本純一 第16回Tokyo
Heart Imaging
Club

200910 外傷性大動脈損傷
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76 印牧義英　　嶋本裕　　岡崎寛子
○佐藤光也　○小川優里　○鷹島由紀
◇福田護　□福間由紀子　□坂元哲郎
（○ﾌﾞﾚｽﾄ&ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）

第37回日本磁気共
鳴医学大会

200910 乳腺専門施設における1.5
Tesla乳腺MRIのﾙｰﾁﾝ化とﾜｰｸﾌﾛｰ
の効率化

77 滝澤謙治 第45回日本医学放
射線学会秋季大会

200910 内臓動脈瘤塞栓術と椎体形成術
経皮的椎体形成術の実際

78 ○市川珠紀　○川田秀一　○今井裕
◇三宅基隆　◇飯沼元　　森本毅
（○東海大）
（◇国立がんｾﾝﾀｰ）

第45回日本医学放
射線学会秋季臨床
大会

200910 CT Colonographyの検査法・読
影法

79 ○伊澤直樹　◇澤田武　◇平川麻美
◇前畑忠輝　◇津田享志　◇渡邊嘉行
◇喜多島聡　◇安田宏　□干川晶弘
□高木正之　△田中圭一　△田中一郎
森本毅　◇伊東文生
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））
（□診断病理学）
（△消化器・一般外科）

第51回日本消化器
病学会大会

200910 著明な石灰化を来した胃低ﾘｽｸ
Gastrointestinal Stromal
Tumor (GIST)の一例

80 Yasuo Nakajima　　Kenji Takizawa
Yukihisa Ogawa　○Masakatsu Funakubo
Kunihiko Yagihashi
Misako Yoshimatsu　　Junichi Matsumoto
○Hirotaka Yamashita
Takayuki Hattori
（○救急医学）

BCR2009 200911 Current Stasus of Trans-
Catheter Treatment for Acute
Arterial Bleeding

81 Yasuyuki Kobayashi　○Jon Giles
◇Masaharu Hirano　　Yasuo Nakajima
□Isamu Yokoe　　Hitomi Kobayashi
（○John  Hopkins Univ.）
（◇東京医科大学）
（□板橋中央総合病院）

RSNA2009 200911 Cardiac Involvement in
Asymptomatic Patients with
Rheumatoid Arthritis Using a
Comprehensive Cardiac
Magnetic Resonance Approach:
Association of Myocardial
Abnormalities with Disease
Activity

82 奥田逸子　　中島康雄　　岡崎寛子
岡本恭子　　嶋本裕　　印牧義英

第19回日本乳癌検
診学会医総会

200911 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ検診の二次読影にお
ける遠隔画像診断の有用性に関
する検討

83 ○煎本正博　　奥田逸子　　印牧義英
中島康雄
（○ｲﾘﾓﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ）

第19回日本乳癌検
診学会医総会

200911 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検診遠隔診断支援ﾓﾃﾞﾙ
事業について産科施設へのｱﾝｹｰ
ﾄ調査結果

84 ○川本久紀　○土屋恭子　◇白英
○都築麻紀子　◇上島知子　　印牧義英
○市瀬雅寿　○前里美和子　○小川優理
○鷹島由紀　○佐藤光也　◇福田護
（○ﾌﾞﾚｽﾄ&ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第19回日本乳癌検
診学会医総会

200911 超音波ｶﾞｲﾄﾞ下吸引式乳房組織
生検ｼｽﾃﾑ(vacora)を用いた乳房
内微細石灰化および腫瘤の採取
方法の検討

- 323 -



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

85 ○後藤由香　○大矢慶美　○大橋冬美
◇前里美和子　　岡崎寛子　□矢吹由香里
嶋本裕　　岡本恭子　　印牧義英
中島康雄　□福田護
（○画像ｾﾝﾀｰ）
（◇ﾌﾞﾚｽﾄ&ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

第19回日本乳癌検
診学会医総会

200911 当院におけるﾏﾝﾓﾄｰﾑ生検(MMT)
の実情
－MMT不可能症例の検討－

86 岡崎寛子　　印牧義英　○矢吹由香里
奥田逸子　　岡本恭子　　嶋本裕
◇後藤由香　◇大橋冬美　◇大矢慶美
□前里美和子　△前田一郎　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　　中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇画像ｾﾝﾀｰ）
（□ﾌﾞﾚｽﾄ&ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ）
（△診断病理学）

第19回日本乳癌検
診学会医総会

200911 当院におけるﾏﾝﾓﾄｰﾑ生検(MMT)
の実情
－ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ(MMG)の石灰化所見
と病理診断の対比－

87 ○遠藤登喜子　◇堀田勝平　◇東野英利子
◇岡崎正敏　　中島康雄　◇大貫幸二
◇角田博子　◇縄野繁　◇藤田広志
（○名古屋医療ｾﾝﾀｰ）
（◇日本乳癌画像研ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）

第19回乳癌検診学
会総会

200911 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨによる乳がん検
診運用に関する経済的考察

88 印牧義英 第19回乳癌検診学
会総会

200911 乳腺MRIﾄﾞｯｸ

89 小林泰之 第2回～心臓
CT/MRIの臨床応用
～

200911 特別講演
循環器CT/MRI診断におけるﾄﾋﾟｯ
ｸｽ：臨床から研究まで

90 滝澤謙治 第47回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200911 ﾜｰｸｼｮﾌﾟ
卵巣癌治療における新たな展開

91 小林泰之 第8回循環器MDCT
研究会

200911 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
虚血性心疾患におけるCTの役割
－他の画像診断法との棲み分け
－

92 阿部達之 骨転移治療を考え
る会

200912 骨転移診断・治療の実際
放射線科での骨転移診断・治療
の取組み

93 小橋優子 第12回川崎画像診
断読影講座

200912 講演
骨軟部腫瘍と腫瘍類似疾患の画
像診断

94 中島康雄 第8回CTﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ﾌｫｰﾗﾑ

200912 特別講演
救急放射線診断の役割-診療放
射線技師に期待するもの-

95 栗原泰之 第5回石綿確定診
断委員会

200912 石綿臨床・放射線検討および病
理検討・確定診断
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96 上島巌 Radiology
Seminar2010

201001 64列MDCTを用いたﾋﾄ屍体での経
皮的椎体形成術後の骨ｾﾒﾝﾄの定
量化実験

97 嶋本裕 Radiology
Seminar2010

201001 局所進行乳癌に対しての鎖骨下
動注化学療法(RESAIC)

98 松岡伸　　山城恒雄　　藤川あつ子
八木橋国博　　小池祐哉　　栗原泰之
中島康雄

沖縄胸部画像診断
ﾌｫｰﾗﾑ

201001 肺野末梢血管断面積(%CSA<5)と
呼吸機能の関連：非喫煙正常者
における検討

99 Iwao Uejima　　Shin Matsuoka
Tsuneo Yamashiro　　Atsuko Fujikawa
Kunihiro Yagihashi
Yasuyuki Kurihara　　Yasuo Nakajima

沖縄胸部画像診断
ﾌｫｰﾗﾑ

201001 Relationship between Airway
Wall CT Attenuation and
Pulmonary Function in
Patients with Asthma

100 栗原宜子 第10回耳疾患懇話
会

201001 教育講演
聴器の奇形・炎症の画像診断

101 橘川薫　　立澤夏紀　　中島康雄
○仁木久照
（○整形外科学）

第21回骨軟部放射
線研究会

201001 Spring Ligament Complex損傷
のMRI

102 中島康雄 第29回東海道画像
診断懇話会

201001 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ遠隔診断について～
Telemammography

103 中島康雄 第7回千葉放射線
技術ﾌｫｰﾗﾑ

201001 我が国の放射線診療と医療経済

104 Mio Takahashi　　Hiromichi Gomi
○Shoji Watanabe　○Takashi Otsuka
○Mitsuhiro Mukaide　○Takao Oikawa
○Izumi Koizuka　　Tatsuyuki Abe
Shinjiro Sakaino　　Yasuo Nakajima
（○耳鼻咽喉科学）

IFHNOS 2010 201002 Difinitive Radiotherapy for
Oropharyngeal Carcinoma

105 中島康雄 第13回肢位方地区
超音波ｾﾐﾅｰ

201002 乳腺超音波診断　その基本から
最近の進歩まで
-画像と病理との対比を含めて-

106 中島康雄　　滝澤謙治　　八木橋国博 血栓塞栓機器
(AVP-01)の治験症
例報告会

201002 血栓塞栓機器(AVP-01)の治験症
例報告(有用性、安全性)中間報
告

107 八木橋国博 第125回びまん性
肺疾患研究会

201002 画像ﾃﾞｨｽｶｯｻｰ
症例呈示検討・所見提示・読影
ｺﾒﾝﾄ・鑑別診断

108 栗原泰之 第29回日本画像医
学会

201002 依頼講演
膠原病肺病変の病態と画像：関
節ﾘｳﾏﾁを中心に
薬剤性肺障害  抗ﾘｳﾏﾁ薬、免疫
抑制剤などによる肺障害の病変
と画像診断
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109 森本毅 第29回日本画像医
学会

201002 依頼講演
CT Colonography：これまでと
これからの展望

110 岸本佳子 第3回Women's
Imaging
Conference

201002 ﾎﾙﾓﾝ異常を伴う子宮・卵巣の画
像診断

111 小林泰之 第3回Women's
Imaging
Conference

201002 CT・MRIによる動脈硬化ｲﾒｰｼﾞﾝ
ｸﾞ

112 松岡伸 日本医学放射線学
会関東地方会ｾﾐﾅｰ

201002 縦隔

113 中地良美　　佐藤智恵子　　太田智行
福島徹　　宮川国久　　中島康雄

日本画像医学会 201002 臨床経過の異なる気腫性感染症

114 奥田逸子　○平田和明　　中島康雄
（○解剖学（解剖学））

日本画像医学会 201002 発生学的考察に基づく異所性副
甲状腺病変の局在診断

115 森本毅 日本画像医学会 201002 CT Colonography: これまでと
これから
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞへの応用とCADについ
て

116 ○吉村良　◇井上年幸　　中島康雄
○原秀剛
（○北里大）
（◇画像ｾﾝﾀｰ）

日本放射線技術学
会第56回関東部会
研究発表大会

201002 小児X線CTﾌｧﾝﾄﾑの作製及び撮影
条件最適化の試み

117 ○佐藤夏美　◇井上年幸　　中島康雄
○原秀剛
（○北里大）
（◇画像ｾﾝﾀｰ）

日本放射線技術学
会第56回関東部会
研究発表大会

201002 超急性期脳梗塞描出のための脳
卒中ﾌｧﾝﾄﾑを用いたX線CT撮影条
件の検討

118 ○川嵜美智子　○浦川智揮　◇井上年幸
中島康雄　○原秀剛
（○北里大）
（◇画像ｾﾝﾀｰ）

日本放射線技術学
会第56回関東部会
研究発表大会

201002 可動式ｱﾝﾄﾝｾﾝ撮影台の作製及び
撮影法の検討

119 Yasuo Nakajima AOCR2010 201003 ICU Radiology

120 滝澤謙治 第14回印旛市郡整
形外科医会研修会

201003 講演
経皮的椎体形成術(骨ｾﾒﾝﾄ注入
療法)：Percutaneous
Vertebroplasty: PVP～骨粗鬆
症性圧迫骨折及び緩和医療にお
けるPVPの有用性について～

121 小池祐哉　　八木橋国博　　小川普久
小林泰之　　藤川あつ子　　吉松美佐子
○山下寛高　　滝澤謙治　　中島康雄
（○救急医学）

第19回東京血管外
科画像診断治療研
究会

201003 固有肝動脈瘤塞栓術施行時の
NBCA逸流により発症した脾腫瘍
の一例

- 326 -



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

122 印牧義英 第19回日本乳癌画
像研究会

201003 MRI検出病変に対する病理学的
検討

123 鈴木卓也　　松本純一　○箕輪良行
○平泰彦　○船窪正勝　○山下寛高
江原範重　　服部貴行　◇小井戸雄一
◇加藤宏　　中島康雄
（○救急医学）
（◇国立災害医療ｾﾝﾀｰ）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 腹部救急患者の診断及び治療方
針決定におけるCTの有用性の検
討

124 松本純一　　大倉直樹　○船窪正勝
藤川あつ子　　熊野玲子　　形部倫子
森本公平　　服部貴行　　中島康雄
山内栄五郎
（○救急医学）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 緊急IVRにおけるMDCTﾃﾞｰﾀと3D
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝを用いた手技前計画
の意義：短時間で確実に安全
に、安心して手技を行うために

125 小川普久　　滝澤謙治　　小池祐哉
吉松美佐子　　八木橋国博　○山下寛高
○船窪正勝　　松本純一　　中島康雄
（○救急医学）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 難治性腹部動脈性出血に対する
NBCA塞栓術の臨床成績と病理学
的検証

126 印牧義英　○前田一郎
（○診断病理学）

第16回日本産婦人
科乳癌学会

201003 研修セミナー『症例検討-画像
診断と病理所見からみた症例呈
示と検討-
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1 ○白石美江子　　日野博文
（○聖マリ大学病院クリニカルエンジニア
部）

呼吸ｹｱ 7(4)P418
-422

200904 呼吸ケアチーム設立のキーポイ
ント

2 永納和子 第103回医師国家
試験問題解説書

分担執筆 200904 分担執筆

3 日野博文 OPE nursing 24(6)P59
2-598

200906 エビデンスレベル付き麻酔の疑
問を解決します！

4 田尻治 OPE nursing 24(6)P74
9-754

200907 エビデンスレベル付き麻酔の疑
問を解決します！

5 ○山中郁男　　永納和子
（○聖マリアンナ医科大学名誉教授）

医師国試問題解説
ｱﾌﾟﾛｰﾁ'10
救急医学/麻酔

CASE5 200907 17.放射線科/救急医学/麻酔科

6 坂本三樹 OPE nursing 24(8)P87
4-880

200908 エビデンスレベル付き麻酔の疑
問を解決します！

7 日野博文 術後ｹｱとﾄﾞﾚｰﾝ管
理

P36-43 200909 麻酔の知識－麻酔の実際－

8 日野博文 術後ｹｱとﾄﾞﾚｰﾝ管
理

P36-43 200909 麻酔の知識－麻酔の実際－

9 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
2010年版

P752-762 201001 10.その他（漢方薬、ビタミ
ン、点眼薬など） ｇ、麻酔薬

1 田尻治　　伊藤宏之　　矢郷泰子
金澤雅　　西木戸修　　舘田武志

臨床麻酔 33(5)P89
1-892

200905 頸椎後方固定術後に顔面・口腔
内の著名な腫脹か抜管困難と
なった1症例

2 矢郷泰子　　田尻治　　伊藤宏之
金澤雅　　舘田武志

麻酔 58(5)613
-615

200905 婦人科腹腔鏡下手術中の尿量に
対するレミフェンタニルの影響

3 安藤由美　　永納和子　　森田さおり
伊藤宏之　　福島祐二

麻酔 58(8)100
7-1009

200908 抗リン脂質抗体症候群患者の閉
塞性動脈硬化症人工血管置換術
の麻酔経験

4 Osamu Nishikido　　Kazahide Uchida
Tateda Takeshi

St. Marianna
Med. J

37(3/4)P
185-189

200908 Determination of Suitable
Syringes Used in the Loss-
of-resistance Technique for
Identification of the
Epidural Space by Comparison
of Relative Resistance

麻酔学　著書

麻酔学　誌上発表
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5 西木戸修　　舘田武志　　佐藤祐
横塚牧人　○岡本健一郎　◇樋口比登美
（○昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
（◇昭和大学病院緩和ケアセンター）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3/4)P
269-272

200908 神経ブロック療法が有効であっ
たがん性疼痛を有する症例の検
討

6 田尻治　　矢郷泰子　　伊藤宏之
髙林令奈　　王子盛嘉　　舘田武志

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(3/4)P
273-277

200908 レミフェンタニルを使用した全
身麻酔が腹腔鏡下胆嚢摘出術の
尿量に及ぼす影響

7 ○武富麻恵　　西木戸修　◇橋本誠
□岡本健一郎　△増田豊
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）
（◇荏原病院麻酔科）
（□昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
（△昭和大学薬学部治療ニーズ探究学教
室）

日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学
会誌

16(4)P46
9-473

200909 Electroneuronographyによる末
梢性顔面神経麻痺の予後判定：
口輪筋での検討

8 田尻治　　舘田武志　　伊藤宏行
矢郷泰子　　金澤雅

麻酔 58(9)P11
54-1157

200909 硬膜外カテーテル挿入時に心停
止を伴った神経心源性失神を生
じた1症例

9 西木戸修　○増田豊　◇岡本健一郎
舘田武志
（○昭和大学医学部麻酔学講座）
（◇昭和大学横浜市北部病院麻酔科）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 30(10)P1
435-1437

200910 仙骨硬膜外ブロックにおける皮
膚から仙骨裂孔中央部までの距
離の検討

10 西木戸修　○岡本健一郎　◇増田豊
□橋本誠　△樋口比登実　　舘田武志
（○昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
（◇昭和大学医学部麻酔科学講座）
（□東京都保健医療公社荏原病院麻酔科）
（△昭和大学病院緩和ケアセンター）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 30(S)P45
3-457

200910 Ⅵ．帯状疱疹後神経痛Ｂ．薬物
治療３各種治療薬　１）帯状疱
疹・帯状疱疹後神経痛に対する
外用療法の検討

11 西木戸修　○岡本健一郎　◇増田豊
□橋本誠　△樋口比登実　　舘田武志
（○昭和大学横浜市北部病院麻酔科）
（◇昭和大学医学部麻酔科学講座）
（□東京都保健医療公社荏原病院麻酔科）
（△昭和大学病院緩和ケアセンター）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 30(S)P52
6-528

200910 Ⅵ．帯状疱疹後神経痛D．ブ
ロック療法　2）透視下肋間神
経ブロックが著効した帯状疱疹
後神経痛の１症例

12 田尻治　　舘田武志 臨床麻酔 34(1)P85
-88

201001 全身麻酔での帝王切開中の喘息
発作について

13 森田さおり　　赤坂徳子　　坂本三樹
舘田武志

麻酔 59(1)P18
3-187

201002 レミフェンタニルによる気管・
気管支ステント留置の麻酔管理

1 田尻治 第3回神奈川ｵﾋﾟｵｲ
ﾄﾞ研究会

200904 レミフェンタニル麻酔が術中尿
量に与えるー腹腔鏡手術での検
討ー

2 T. Tateda　　S. Morita　　M. Sakamoto European Society
of
Anaesthesiology

200906 Stroke volume variation as a
predictor of preload in
patients undergoing hepatic
surgery

麻酔学　学会発表
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3 森田さおり　　横塚牧人　　坂本三樹
舘田武志

第30回 日本循環
制御医学会総会

200906 肝切除時における一回心拍出量
変化量、中心静脈圧と心系数、
一回心拍出量に相関について

4 王子盛嘉　　升森泰　　横塚牧人
申美和　　佐藤祐　　坂本三樹
舘田武志

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第57回学
術集会

200907 ラテックスアレルギー（以下
LA）が疑われる症例への術前評
価と術中対応

5 ○佐々木国玄　○熊井俊夫　◇村山典恵
◇清水万紀子　　舘田武志　○小林真一
◇山﨑浩史
（○薬理学）
（◇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57回学
術集会

200907 全身性麻酔薬プロポポフォール
の覚醒遅延、肝代謝と薬物代謝
酵素遺伝子多型の関連性

6 舘田武志 日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 座長　招請講演9

7 中島年人 日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 座長　招請講演24

8 日野博文 日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 座長　生理学・脳虚血

9 森田さおり　　坂本三樹　　玉川隆生
高林令奈　　王子盛嘉　　舘田武志

日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 脊椎側彎症手術における wake
up test時のBIS値とプロポ
フォール効果部位濃度

10 田尻治　　舘田武志　　矢郷泰子
伊藤宏之　　金沢雅

日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 レミフェンタニルを主体とした
麻酔が腹腔鏡下胆嚢摘出術中の
尿量に与える影響

11 横塚牧人　　篠田麻衣子　　赤坂徳子
矢﨑泰司　　坂本三樹　　舘田武志

日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 肝切除における一回拍出量変化
量 （SVV) の推移について

12 升森泰　　福島祐二　　安藤由美
岡田吉史　○宮里亨子　　永納和子
（○日本医療伝道会衣笠病院麻酔科）

日本麻酔科学会
第56回学術集会

200908 TURis （TUR in saline) 使用
下での、経尿道的前立腺切除術
（TUR-P) におけるけ血中ナト
リウム値の変動

13 O. Nishikido　○Y. Masuda　　T. Tateda
（○Department of Anesthesiology/Showa
University School of Medicine）

Pain in Europe
VI

200909 A NEW OBLIQUE APPROACH TO
TRANSDISCAL LUMBAR
SYMPATHETIC BLOCK

14 横塚牧人　　坂本三樹　　升森泰
篠田麻衣子　　舘田武志

日本小児麻酔学会
第15回大会

200909 気管支原生のう胞による気管支
狭窄から左肺過膨張を伴った症
例の麻酔経験

15 申美和　　永納和子　　進藤由樹
福島祐二　　安藤由美　　森田さおり

日本麻酔科学会
関東甲信越･東京
支部 第49回合同
学術集会

200909 踵部保持式砕石位保持器（レビ
テーターTM）により術後下腿コ
ンパートメント症候群を生じた
1症例

- 330 -



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

16 升森泰　　王子盛嘉　　西木戸修
矢崎泰司　　坂本三樹　　日野博文
舘田武志

日本麻酔科学会
関東甲信越･東京
支部 第49回合同
学術集会

200909 癒着胎盤に対し内腸骨動脈バ
ルーンカテーテル留置を行った
帝王切開術の麻酔管理

17 篠田麻衣子　　坂本三樹　　横塚牧人
佐藤祐　　椋本知佐子　　赤坂徳子
舘田武志

日本麻酔科学会
関東甲信越･東京
支部 第49回合同
学術集会

200909 デクスメデトミジンを用いて座
位で気道管理した気管ステント
挿入術の１症例

18 高林令奈　　矢郷泰子　　伊藤宏之
田尻治

日本麻酔科学会
関東甲信越･東京
支部 第49回合同
学術集会

200909 抜管後の血圧上昇から急激に肺
水腫を生じた１症例

19 横塚牧人　　坂本三樹　　舘田武志 第20回小児呼吸器
外科研究会

200910 気管支原生のう胞による左気管
支狭窄から左肺過膨張を伴った
症例の麻酔経験

20 舘田武志 日本臨床麻酔学会
第29回大会

200910 座長：稀な疾患（出血素因）

21 高林令奈　　矢郷泰子　　伊藤宏之
田尻治　　舘田武志

日本臨床麻酔学会
第29回大会

200910 ＡＰＳを合併した心大血管手術
3症例の麻酔経験

22 王子盛嘉　　坂本三樹　　進藤由樹
篠田麻衣子　　升森泰　　土居朗子
西木戸修　　舘田武志

日本臨床麻酔学会
第29回大会

200910 気道閉塞症状を伴う気管腫瘍2
症例の麻酔経験

23 進藤由樹　　申美和　　横塚牧人
佐藤祐　　赤坂徳子　　矢崎泰司
日野博文　　舘田武志

日本臨床麻酔学会
第29回大会

200910 気管・気管支ステント留置術お
よび気管・気管支拡張術を受け
た25名の麻酔管理の検討

24 森田さおり　　福島祐二　　進藤由樹
安藤由美　　升森泰　　永納和子
舘田武志

日本臨床麻酔学会
第29回大会

200910 低濃度レボブビバカインによる
開腹術後持続硬膜外鎮痛法の検
討

25 舘田武志 神奈川麻酔医会
平成21年度学術集
会

201002 座長：特別講演Ⅱ

26 坂本三樹　　篠田麻衣子　　佐藤祐
椋本知佐子　　赤坂徳子　　矢崎泰司
日野博文　　舘田武志

神奈川麻酔医会
平成21年度学術集
会

201002 術前循環器合併症により他科と
の連携に難渋した２症例

27 ○鈴木沙理　　坂本三樹　　申美和
王子盛嘉　　升森泰　　横塚牧人
舘田武志
（○研修センター）

神奈川麻酔医会
平成21年度学術集
会

201002 血小板減少を伴ったSLEに対し
術前大量免疫グロブリン療法施
行後甲状腺摘出術を行った１症
例

28 日野博文 第37回日本集中治
療医学会 学術集
会

201003 教育講演：集中治療における重
症患者の神経筋疾患
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29 Y. Fukushima　○M. Kaneki　　T.Tateda
◇J. J. A. Martyn
（○Anesthesia & Critical care,
Massachosetts, General Hospital,
Harvard Medical School, Charlestown,
MA.）
（◇Anesthesia & Critical care,
Massachosetts, General Hospital,
Harvard Medical School, Boston, MA.）

2010 Annual
Meeting of the
International
Anesthesia
Research Society

201003 INOS INHIBITOR REVERSED BURN
INJURY-INDUCED
HYPOPHOSPHORYLATION OF
AKT/PKB AND GSK-3B IN RATS
SKELETAL MUSCLE
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1 箕輪良行　　児玉貴光　　田中拓
中川雅史　　藤谷茂樹　○常塚宣男
吉田徹　　若竹春明　◇柴垣有吾
□井上哲也　　小林哲士　△佐藤賢治
▽寺田泰蔵　☆新井昇　　松本純一
山下寛高　　船窪正勝　◎岸沢進
※坂尻顕一
（○石川県立中央病院）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□船橋市立医療ｾﾝﾀｰ）
（△CE部）
（▽那覇市立病院）
（☆かみいち総合病院）
（◎公立能登総合病院）
（※金沢医療センター）

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ救急必須
手技ﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ

P.8～324 200910 一般的な救急患者の受け入れ、
応援要請、転院搬送、他

2 桝井良裕 ACLSﾘｿｰｽﾃｷｽﾄ P.365～
376

200912 特殊な状況での蘇生 Part7 感
電と落雷による損傷

3 箕輪良行 今日の治療指針
私はこう治療して
いる

P.32～34 201001 過換気症候群

4 箕輪良行 今日の診療指針第
6版

P.508～
509

201003 窒息

1 関一平 EMERGENCY CARE 22(4)P.3
17～322

200904 JPTECとは

2 ○安藤幸二　◇志茂新　○望月篤
○栗本典昭　　平泰彦　○中村治彦
（○外科学（呼吸器外科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床外科学会
雑誌

70(4)P.1
016～
1019

200904 交通事故による多発外傷に伴う
気管支損傷の1手術例

3 若竹春明　○依光たみ枝　○徳田安春
（○沖縄県立宮古病院）

ICUとCCU 33(4)P.3
17～323

200904 悪性症候群の臨床疫学的検討

4 田中拓 Jmedmook 1P.48～
55

200904 めまい 中枢性めまいを見逃す
な!

5 山下寛高　　松本純一　　箕輪良行
平泰彦　○中島康雄
（○放射線医学）

臨床画像 25(4月増
刊)P.87
～95

200904 胸部外傷

6 森澤健一郎　　藤谷茂樹 Intensivist 1(2)P.18
1～189

200904 sepsisの定義 定義の変遷の再
確認と早期診断の可能性につい
て

7 平泰彦 Intensivist 1(2)P.27
5～290

200904 末梢循環不全とearly goal-
directed therapy(EGDT)

救急医学　著書

救急医学　誌上発表
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8 柳井真知　　藤谷茂樹 Intensivist 1(2)P.30
3～308

200904 薬物治療/抗菌薬を除く sepsis
とｽﾃﾛｲﾄﾞ

9 柳井真知　　藤谷茂樹 Intensivist 1(2)P.30
9～313

200904 薬物治療/抗菌薬を除く sepsis
と免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

10 山下寛高　　松本純一 Intensivist 1(2)P.34
7～354

200904 sepsisの画像診断 適切な診断
ﾌﾟﾛｾｽへ

11 藤谷茂樹 Intensivist 1(2)P.36
6～368

200904 sepsisにおける血圧ｺﾝﾄﾛｰﾙ
MAP65mmHg以上のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽと血管
作動薬のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ

12 田中拓 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(1)P.8
7～90

200904 つまずき症例から学ぶ 軽症外
傷”軽視しよう”外傷ではあり
ません!外傷診療の一般的なﾋﾟｯ
ﾄﾌｫｰﾙと心得

13 松本純一　　船窪正勝　　山下寛高 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(3)P.3
42～346

200906 ICUﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ写真の注意点とARDS

14 和田崇文 内科 103(6)P.
1064～
1069

200906 症候と対応 意識障害

15 田中拓　　児玉貴光 救急医学 33(6)P.6
39～643

200906 総論 救急部門が推進する医療
安全教育

16 平泰彦　　森澤健一郎　　柳井真知
藤谷茂樹

侵襲と免疫 18(2)P.6
2～68

200906 【"SSC guidelines"はわが国に
どのような影響を与えたか】
Early goal-directed therapy
による循環管理の有効性と限界

17 ○前田泉　　箕輪良行　◇寺澤秀一
○徳田茂二　○安藤啓
（○ｽﾅｯｼﾞ・ﾗﾎﾞ株式会社）
（◇福井大学医学部）

医学教育 40(3)P.1
67～170

200906 初期研修医に望まれる研修施設
の要因について

18 ○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
関一平　　中澤暁雄
（○脳神経外科学）

新薬と臨床 58(6)P.1
061～
1067

200906 重症くも膜下出血におけるｼﾍﾞﾚ
ｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ(ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ）の効果

19 平泰彦 EMERGENCY CARE
救命救急ｽﾀｯﾌにす
ぐに役立つ検査
ﾃﾞｰﾀの取り方読み
方使い方

2009夏季
増刊
P.227～
233

200907 症状に対する検査の進め方 胸
痛

20 齋藤賢一 救急･集中治療 21(7-
8)P.973
～979

200907 ｹｰｽ別ｼｮｯｸへの対応 造影剤ｱﾅﾌｨ
ﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸの病態、診断と治療
戦略と予防法とは?
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21 ○井上大輔　　箕輪良行
（○都立広尾病院救急診療科）

救急医学 33(7)P.8
55～860

200907 離島における救急医療の実際 ﾍ
ﾘｺﾌﾟﾀｰ添乗と離島の単独診療

22 若竹春明　　藤谷茂樹 Intensivist 1(3)P.55
3～564

200907 腹部ｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ症候群(ACS)と
AKI ACSとIAHの定義から診断、
管理、予後まで

23 松本純一　　船窪正勝　　山下寛高 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(4)P.6
07～610

200907 つまずき症例から学ぶ 軽症外
傷 画像診断 つまずかない画像
診断とは?

24 児玉貴光　　和田崇文　　平泰彦
○明石勝也
（○役員）

日本救命医療学会
雑誌

23P.45～
49

200908 当院における硫化水素ｶﾞｽ中毒
対策ﾏﾆｭｱﾙについて

25 箕輪良行 IOL&RS 23(3)P.3
04～313

200909 ﾍﾞﾃﾗﾝ医師のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ塾

26 田中拓　　箕輪良行 救急医学 33(9)P.1
079～
1083

200909 ｱﾙｺｰﾙ

27 児玉貴光　○土田知也　◇船窪正勝
藤谷茂樹
（○内科学（総合診療内科））
（◇放射線医学）

救急医学 33(10)P.
1389～
1392

200909 泌尿器系疾患 腎盂腎炎

28 松本純一　　船窪正勝　　山下寛高 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(6)P.8
91～896

200909 つまずき症例から学ぶ 軽症外
傷 画像診断 つまづいて、頭を
打った…?

29 山田広之　　藤谷茂樹 Medicina 46(10)P.
1660～
1663

200910 知っておきたいｽﾃﾛｲﾄﾞ薬の使い
方 重症肺炎のｽﾃﾛｲﾄﾞ治療とそ
の他の補助療法

30 若竹春明　　藤谷茂樹 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11Suppl.
P51～57

200910 循環器系 静注で使用するｶﾃｺﾗﾐ
ﾝの使い分けを教えてください

31 藤谷茂樹 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(8)P.1
172～
1178

200911 敗血症で血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙ、ｽﾃﾛｲﾄﾞ投
与を行うべきか 最近のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ
より

32 齋藤賢一 日本臨床 67(11)P.
2144～
2147

200911 治療 主要疾患の予防・治療・
管理 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ

33 ○鈴木昌　◇堀進吾　◇山下雅知
◇瀧野昌也　　箕輪良行　◇本多英喜
◇太田凡　◇林寛之　◇寺澤秀一
◇瀧健治　◇山田至康　□明石勝也
◇山本保博
（○慶應大学医学部救急医学）
（◇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

20(11)P.
871～881

200911 日本救急医学会救急科専門医指
定施設における初期臨床研修ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑとER型救急医療研修
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34 ○Fujitani S　◇Cohen-Melamed MH
◇Tuttle RP　◇Delgado E　○Taira Y
◇Darby JM
（○St.Marianna University）
（◇University of Pittsburgh）

Respiratory Care 54(11)P.
1453～61

200911 Comparison of semi-
quantitative endotracheal
aspirates to quantitative
non-bronchoscopic
bronchoalveolar lavage in
diagnosing ventilator-
associated pneumonia.

35 田中拓 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(9)P.1
328～
1331

200912 つまずき症例から学ぶ 軽症外
傷 咬傷の患者さんがやってき
たら、犬vs.猫vs.人、ﾎﾝﾄに強
いのは?恐いのは?

36 ○Hitoshi Ohashi　○Naruo Kawasaki
○Shigeki Fujitani
◇Katsutoshi Kobayashi　□Maiko Ohashi
○Akiko Hosoyama　○Takafumi Wada
○Yasuhiko Taira
（○Emergency and Critical Care
Medicine）
（◇Jikei University School of
Medicine）
（□Plastic Surgery）

Journal of
Smooth Muscle
Research

45(6)P.2
69～278

200912 Utility of microdialysis to
detect the lactate/pyruvate
ratio in subcutaneous tissue
for the reliable monitoring
of hemorrhagic shock

37 児玉貴光 日本救急医学会中
部地方会誌

5P.8～12 200912 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院における
DMAT運用の問題点とその解決策

38 川本英嗣　　藤谷茂樹 救急医学 33(13)P.
1833～
1836

200912 急性期栄養管理の施設独自の工
夫 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学における急
性期栄養管理の実際

39 児玉貴光　　箕輪良行 Medical Torch 5(2)P.28
～31

200912 外科医のための救命救急ﾏﾆｭｱﾙ
骨盤骨折(2)

40 森克哉 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(10)P.
1497～
1501

201001 つまずき症例から学ぶ 軽症外
傷”軽視しよう”外傷ではあり
ません!手のちょっとしたｹｶﾞと
病気 そのとき、あなたはどう
対応しますか?簡単な手の解剖
と診察手順

41 藤谷茂樹 救急医学 34(1)P.2
8～32

201001 敗血症性ｼｮｯｸ たかが輸液、さ
れど輸液

42 ○松永直久　　柳井真知　　藤谷茂樹
（○東京医科大学附属病院）

Intensivist 2(1)P.15
7～167

201001 免疫不全と重症感染症 HIVと重
症感染症

43 田中拓　　箕輪良行 救急医療ｼﾞｬｰﾅﾙ 18(1)P.1
1～15

201002 我が国に適したERのﾃﾞｻﾞｲﾝにつ
いて

44 田中拓　　続木康伸 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 11(11)P.
1656～
1660

201002 つまずき症例から学ぶ 軽症外
傷”軽視しよう”外傷ではあり
ません!その軽症熱傷、処置と
説明に自信はありますか?
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1 ○宮野佐哲　○宇田川剛　○北島和樹
○工藤浩也　○中澤龍斗　○佐々木秀郎
○堤久　○佐藤雄一　○力石辰也
箕輪良行　　平泰彦
（○腎泌尿器外科学）

第97回日本泌尿器
科学会総会

200904 救急外来における泌尿器科疾患
の現状

2 ○Takamitsu Kodama　○Haruaki Wakatake
○Machi Yanai　○Shigeki Fujitani
（○Emergency and Critical Care
Medicine）

The 29th Annual
Conference of
the Korean
Society of
Critical Care
Medicine and the
9th Joint
Scientific
Congress of the
KSCCM and JSICM

200904 Measurement and Analysis
about Semi-Quantitative
Procalcitonin Measurement
Kit PCT-Q

3 平泰彦 第23回日本外傷学
会総会･学術集会

200905 教育講演 胸部外傷における超
音波検査

4 高橋政照　　箕輪良行　　平泰彦 第23回日本外傷学
会総会･学術集会

200905 わが国の外傷専門医の役割
Preventable Trauma Deathを阻
止するために外傷専門医が持つ
べく臨床力など 外傷専門医の
外科ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

5 小山泰明　○上村克徳　○境野高資
○六車崇　○羽鳥文麿　○阪井裕一
（○成育医療ｾﾝﾀｰ）

第23回日本小児救
急医学会

200906 ER型救急後期研修医が小児専門
病院で何を研修できたか?ER医
から見た小児救急とは

6 平泰彦 第34回日本外科系
連合学会学術集会

200906 外傷手術手技研修の特徴と研修
のあり方 外傷外科手術手技研
修の特徴と研修のあり方

7 ○脇坂宗親　○北川博昭　○島秀樹
○佐藤英章　○古田繁行　　平泰彦
（○外科学（小児外科））

第46回日本小児外
科学会学術集会

200906 小児外傷性呼吸器疾患（胸部外
傷）の検討

8 吉田徹　　和田崇文　　齋藤賢一
児玉貴光　　平泰彦　　箕輪良行
○明石勝也
（○役員）

第12回日本臨床救
急医学会総会･学
術集会

200906 救命救急ｾﾝﾀｰ勤務体制と患者受
け入れについての検討 2つの大
学病院本院併設型救命救急ｾﾝﾀｰ
勤務より

9 ○神保大士　　児玉貴光　○小原秀樹
○藤野智子　◇陣内祐二　　和田崇文
平泰彦
（○DMAT検討部会）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第12回日本臨床救
急医学会総会･学
術集会

200906 災害医療における各職種の役割
看護師の視点から

10 児玉貴光　○陣内祐二　　和田崇文
小原秀樹　　神保大士　　藤野智子
平泰彦
（○外科学（消化器・一般外科））

第12回日本臨床救
急医学会総会･学
術集会

200906 平常時におけるDMAT運用

救急医学　学会発表

- 337 -



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 楳川紗理　　児玉貴光　　若竹春明
柳井真知　　森澤健一郎　　齋藤賢一
吉田徹　　下澤信彦　　和田崇文
平泰彦

第12回日本臨床救
急医学会総会･学
術集会

200906 破傷風患者に対するﾏｸﾞﾈｼｳﾑ投
与の有用性に関する検討

12 若竹春明　　山田広之　　児玉貴光
齋藤賢一　　吉田徹　　藤谷茂樹
和田崇文　　平泰彦

第18回日本集中治
療医学会関東甲信
越地方会

200907 当院における脳死・低酸素脳症
症例の疫学的検討

13 児玉貴光　　和田崇文　　平泰彦 第31回日本中毒学
会総会･学術集会

200907 災害医療を応用した中毒診療ﾏ
ﾆｭｱﾙの汎用について

14 続木康伸　　児玉貴光　　若竹春明
齋藤賢一　　下澤信彦　　藤谷茂樹
和田崇文　　箕輪良行　　平泰彦

第31回日本中毒学
会総会･学術集会

200907 ｷﾚｰﾄ療法を要した鉄剤大量内服
の一例

15 児玉貴光　　楳川紗理　　若竹春明
田中拓　　箕輪良行　○井上哲也
（○船橋市立医療ｾﾝﾀｰ）

2009年ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ
関連学会連合学術
会議

200908 当院における環軸椎回旋位固定
の臨床的検討

16 小山泰明 第24回日本救命医
療学会総会･学術
集会

200909 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

17 ○Masakatsu Funakubo
○Junichi Matsumoto　◇Atsuko Fujikawa
◇Kouhei Morimoto
○Hirotaka Yamashita
◇Takayuki Hattori　◇Yasuo Nakajima
○Yasuhiko Taira　○Yoshiyuki Minowa
（○Emergency and Critical Care
Medicine）
（◇Radiology）

2009 American
Society of
Emergency
Radiology Annual
Scientific
Meeting and
Postgraduate
Course

200909 Make it Easier, Safer and
Swifter. Part 2: Pre-
procedural planning with
virtual fluoroscopic and
ultrasonographic images from
MDCT volume data in
emergency non-vascular
interventional procedures.

18 ○土田知也　　若竹春明　　藤谷茂樹
（○川崎市立多摩病院）

第566回日本内科
学会関東地方会

200910 BLNARによる成人発症髄膜炎の1
例

19 柳井真知　　森澤健一郎　○中沢恒太
○渡邉周子　○林宏行　　平泰彦
箕輪良行　　小山泰明　　藤谷茂樹
（○薬剤部）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 ICUにおけるﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝTDMの検討

20 境野高資　　箕輪良行　　田中拓
小山泰明　　柳井真知　　井上哲也
齋藤賢一　　児玉貴光　　桝井良裕
平泰彦　○明石勝也
（○役員）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 救急医の学童期救急診療適切性
に関する前向き調査

吉田徹　○服部潤　○神應知道
○片岡祐一　○上條吉人　○今井寛
○北原孝雄　○相馬一亥
（○北里大学救命救急医学）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 D-dimer・BNP・TNTによる重症
救急患者の予後予測･病態評価

22 児玉貴光　　箕輪良行　　和田崇文
平泰彦　○明石勝也
（○役員）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 川崎市における救急出動件数と
救急隊活動時間の変遷について

実験動物飼育管理研究施設

21
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23 田中拓　　箕輪良行　　桝井良裕
和田崇文　　齋藤賢一　　児玉貴光
森澤健一郎　○境野高資　　平泰彦
◇明石勝也
（○成育医療ｾﾝﾀｰ）
（◇役員）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 救急患者受け入れ介入週間実施
に関する考察

24 小山泰明　　箕輪良行　○上村克徳
○辻聡　○植松悟子　○六車崇
○境野高資　○小原崇一郎　○鳥羽文麿
○阪井裕一
（○成育医療ｾﾝﾀｰ）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 ER型救急後期研修医が小児専門
病院で何を研修できたか?ER医
から見た小児救急とは

25 ○太田祥一　○堀進吾　○久志本成樹
○坂本哲也　○中尾博之　○長尾建
○平出敦　◇明石勝也
（○救命救急法検討委員会）
（◇役員）

第37回日本救急医
学会総会･学術集
会

200910 日本救急医学会救急科専門医指
定施設のAEDの配備と運用状況

26 ○小山照幸　　関一平
（○外科学（心臓血管外科））

日本蘇生学会第28
回大会

200911 病院職員に対する心肺蘇生法教
育 事前ｱﾝｹｰﾄ調査

27 箕輪良行 第68回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200911 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ1 救急外来における
めまいのｱﾌﾟﾛｰﾁ

28 森克哉　　児玉貴光　　和田崇文
平泰彦

第24回日本中毒学
会東日本地方会学
術集会

201001 急性薬物中毒患者の暴力行為に
ついて

29 ○Haruaki Wakatake　○Shigeki Fujitani
○Yasuhiko Taira
（○St.Marianna University）

Society of
Critical Care
Medicine's 39th
Critical Care
Congress

201001 Epidemiology Study of Cases
with Hypoxic Encephalopathy
and Sever Brain Damage
Secondary to Cerebral
Hemorrhage at Single
University Hospital in Japan

30 ○Machi Yanai
（○St.Marianna University）

Society of
Critical Care
Medicine's 39th
Critical Care
Congress

201001 Analysis of Clinical
Efficacy and Safety of
Teicoplanin(TEIC) for
Treatment of Methicillin-
Resistant Staphylococcus
Aureus(MRSA) Infection

31 吉田徹　　児玉貴光　　下澤信彦
田中拓　　和田崇文　　箕輪良行
平泰彦　○今井寛　○北原孝雄
○相馬一亥
（○北里大学救命救急医学）

第60回日本救急医
学会関東地方会

201002 救急救命士による末梢路確保を
念頭においたﾏﾝｼｪｯﾄ方式による
新型駆血帯の開発（第1報）

32 若竹春明　　丸山泰貴　　川本英嗣
山田広之　　児玉貴光　　藤谷茂樹
和田崇文　　箕輪良行　　平泰彦

第60回日本救急医
学会関東地方会

201002 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞによる重症呼吸不
全の診療に関する問題点

33 入江仁　　児玉貴光　　若竹春明
丸山泰貴　　和田崇文　　平泰彦

第60回日本救急医
学会関東地方会

201002 Idiopathic Spontaneous
Hemothorax の一例
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34 丸山泰貴　　若竹春明　　児玉貴光
藤谷茂樹　　和田崇文　　平泰彦

第60回日本救急医
学会関東地方会

201002 CCBの大量内服によって遅発性
に中毒症状を呈した1例

35 児玉貴光　○小原秀樹　○神保大士
○本舘教子　○佐藤寛之　○福井厚
和田崇文　　平泰彦
（○防災対策委員会）

第15回日本集団災
害医学会総会･学
術集会

201002 初期被ばく医療機関における緊
急被ばく医療教育-受講生のｱﾝ
ｹｰﾄ調査-

36 ○小原秀樹　　児玉貴光　○神保大士
○本舘教子　○佐藤寛之　○福井厚
和田崇文　　平泰彦
（○防災対策委員会）

第15回日本集団災
害医学会総会･学
術集会

201002 初期被ばく医療機関における緊
急被ばく医療教育のあり方につ
いて

37 ○小野元　○田中雄一郎　○橋本卓雄
平泰彦　　箕輪良行
（○脳神経外科学）

第15回日本脳神経
外科救急学会

201002 当院での臓器提供に対する費用
配分の実態

38 ○鈴木卓也　　松本純一　　箕輪良行
平泰彦　○船窪正勝　　山下寛高
○江原範重　○中島康雄
（○放射線医学）

第29回日本画像医
学会

201002 急性腹症診療におけるCTの役割

39 山田広之　○瀬上航平　　藤谷茂樹
○大坪毅人　　平泰彦
（○外科学（消化器・一般外科））

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 下部消化管穿孔性腹膜炎の管理
治療-米国集中治療専門医によ
る勤務前後の比較-

40 ○小野元　　藤谷茂樹　　桝井良裕
和田崇文　○田中雄一郎　　箕輪良行
平泰彦
（○脳神経外科学）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 法改正後の集中治療における臓
器移植後医療の方向性

41 ○中村晴美　◇小野元　　若竹春明
藤谷茂樹
（○移植医療支援室）
（◇脳神経外科学）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 ﾄﾞﾅｰの適応判断におけるﾌﾟﾛﾄｺｰ
ﾙの導入とその効果

42 吉田徹　○服部潤　○神應知道
○片岡祐一　○上條吉人　○今井寛
○北原孝雄　○相馬一亥
（○北里大学救命救急医学）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 救命救急ｾﾝﾀｰ3次搬送患者の来
院時血液ﾏｰｶｰによる予後予測

43 ○久志本成樹　◇篠沢洋太郎　　平泰彦
◇北澤康秀　◇奥地一夫　◇坂本照夫
◇石倉宏恭
（○日本医科大学救急医学）
（◇Picco肺水腫study group）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 急性肺水腫の定量的評価による
病態解析に関する多施設共同前
向き試験:中間解析概要

44 若竹春明　　清水操　　川本英嗣
山田広之　　児玉貴光　　吉田徹
石川淳哉　　藤谷茂樹　　和田崇文
平泰彦

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 当院における脳死・低酸素脳症
症例の疫学的検討

45 小山泰明　　藤谷茂樹　　森澤健一郎
柳井真知　　森克哉　　川本英嗣
清水操　　丸山泰貴　　高松由佳
平泰彦

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 各施設にいるICU専門医の教育
～多施設でのﾘｱﾙﾀｲﾑな
Discussion
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46 藤谷茂樹 第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ3 集中治療最新文献厳
選90-忙しいあなたのために-
感染症（治療・予防）、血液・
凝固

47 ○永松聡一郎　　藤谷茂樹
○Weinert Craig
（○ﾐﾈｿﾀ大学呼吸器内科・集中治療内科）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 日本における集中治療医師の供
給体制

48 ○安宅一晃　　藤谷茂樹　　児玉貴光
◇讃井將満　○嶋岡英輝　□西信一
（○大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）
（◇自治医科大学さいたま医療ｾﾝﾀｰ）
（□兵庫医科大学集中治療医学科）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 重症患者管理におけるSCCM・
FCCSｺｰｽの有用性:FCCS日本開催
のｱﾝｹｰﾄ調査より

49 ○讃井將満　　藤谷茂樹　◇内野滋彦
（○自治医科大学さいたま医療ｾﾝﾀｰ）
（◇東京慈恵医大学集中治療部）

第37回日本集中治
療医学会学術集会

201003 多施設共同臨床研究の実践にあ
たりJSEPTICにできること

50 ○Takamitsu Kodama　○Shigeki Fujitani
◇Kazuaki Atagi　◇Masamitsu Sanui
（○Emergency and Critical Care
Medicine）
（◇FCCS Committee in Japan）

The 10th Joint
Scientific
Congress of
KSCCM and JSICM

201003 Newly Introduced Fundamental
Critical Care Support
Training Program in Japan :
Summary of Three Courses

51 ○Takamitsu Kodama　○Haruaki Wakatake
○Machi Yanai　○Shigeki Fujitani
（○Emergency and Critical Care
Medicine）

14th
International
Congress on
Infectious
Diseases

201003 Efficacy of Serum Semi-
Quantitative Procalcitonin
Measurement Kit PCT-Q®for
Bacteremia

52 ○鈴木卓也　　松本純一　　箕輪良行
平泰彦　　船窪正勝　　山下寛高
○江原範重　○服部貴行　○小井土雄一
○加藤宏　○中島康雄
（○放射線医学）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 腹部救急疾患の診断及び治療方
針決定におけるCTの有用性の検
討

53 松本純一　○大倉直樹　○船窪正勝
○藤川あつ子　○熊野玲子　○形部倫子
○森本公平　○服部貴行　○中島康雄
○山内栄五郎
（○放射線医学）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 緊急IVRにおけるMDCTﾃﾞｰﾀと3D
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝを用いた手技前計画
の意義 短時間で確実に安全
に、安心して手技を行うために

54 ○小川普久　○滝澤謙治　○小池祐哉
○吉松美佐子　○八木橋国博　　山下寛高
船窪正勝　　松本純一　○中島康雄
（○放射線医学）

第46回日本腹部救
急医学会総会

201003 難治性腹部動脈性出血に対する
NBCA塞栓術の臨床成績と病理学
的検証
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1 ○桜井正児　　辻本文雄　◇太田智行
□北川博昭　◇中島康雄　　信岡祐彦
（○超音波センター）
（◇放射線医学）
（□外科学（小児外科））

Jpn J Med
Ultrasonics

Vol.36
No.5
P585-590

200905 ﾒｯｹﾙ憩室に合併した絞扼性ｲﾚｳｽ
を超音波検査にて診断しえた1
症例

2 ○五十嵐岳　　辻本文雄　○松本伸行
◇宮崎賢澄　□小池淳樹　△岡村隆徳
△桜井正児　○岡本賢　○池田裕喜
○高橋秀明　○松永光太郎　○片倉芳樹
○奥瀬千晃　◇小泉哲　◇朝倉武士
◇中野浩　□高木正之　▽中島康雄
信岡祐彦　◇大坪毅人　○鈴木通博
○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□診断病理学）
（△超音波センター）
（▽放射線医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

Vol.37
No.3
P27-35

200908 Acoustic Radiation Force
Impulse(ARFI)を用いた非侵襲
的肝線維化測定法ならびに有用
性の検討

3 ○宮崎賢澄　　辻本文雄　○小泉哲
◇太田智行　□五十嵐岳　　籏野誠二
信岡祐彦　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇放射線医学）
（□内科学（消化器・肝臓内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

Vol.37
No.3
P27-35

200908 超音波検査の肝内盲点域の明確
化：造影ヘリカルCTと超音波検
査を比較対照した肝嚢胞検出率
の検討

4 信岡祐彦 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

Vol.37合
併号
NO3/4号
P1-7

200908 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ医学教育の現状と展望

5 ○桜井正児　　辻本文雄　◇太田智行
□北川博昭　◇中島康雄　　信岡祐彦
（○超音波センター）
（◇放射線医学）
（□外科学（小児外科））

超音波医学 Vol.36
NO.5
P585-590

200909 ﾒｯｹﾙ憩室に合併した絞扼性ｲﾚｳｽ
を超音波検査にて診断しえた1
症例

6 信岡祐彦 Modern Physician Vol.29
NO.10号
P1513

200910 私の処方　大動脈弁狭窄症を基
礎とする心不全の薬物療法

7 信岡祐彦 Modern Physician Vol.29
NO.11号
P1654

200911 診療の秘訣　心雑音の鑑別　雑
音の放散について

8 ○山崎哲　○鈴木典子　○後藤宏実
◇高山成伸　　信岡祐彦
□日本検査血液学会標準化委員会
（○臨床検査部）
（◇大東文化大学ｽﾎﾟｰﾂ・健康科学部）
（□日本検査血液学会標準化委員会）

日本臨床検査自動
科学会会誌

Vol.35-
No.2
P197-200

201002 APTT標準化 凝固因子欠乏と抗ﾘ
ﾝ脂質抗体の評価;現状の整理

臨床検査医学　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

1 ○出雲昌樹　○鈴木健吾　○黄世捷
○林明生　○明石嘉浩　○大宮一人
○三宅良彦　　信岡祐彦　　辻本文雄
○大滝英二
（○内科学（循環器内科））

第20回日本心ｴｺｰ
図学会学術集会

200904 異なる壁運動障害で再発したﾀｺ
ﾂﾎﾞ型心筋症の一例

2 ○菊池秀和　◇鈴木健吾　◇黄世捷
◇出雲昌樹　◇林明生　◇明石嘉浩
◇大宮一人　◇三宅良彦　　信岡祐彦
辻本文雄　◇大滝英二
（○臨床検査部）
（◇内科学（循環器内科））

第20回日本心ｴｺｰ
図学会学術集会

200904 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一例

3 ○桜井正児　　信岡祐彦　　辻本文雄
（○臨床検査部）

日本超音波医学会
第82回学術集会

200905 超音波診断装置における人間工
学的ﾃﾞｻﾞｲﾝの必要性ー超音波検
査士の立場から

4 ○宮崎賢澄　　辻本文雄　○小泉哲
◇太田智行　□五十嵐岳　○大坪毅人
信岡祐彦
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇放射線医学）
（□内科学（消化器・肝臓内科））

日本超音波医学会
第82回学術集会

200905 造影CTとの比較による超音波検
査における肝臓の盲点域の検討

5 信岡祐彦 第41回日本医学教
育学会

200907 臨床実習の評価におけるScript
Concor－dence Testの試み

6 ○宮崎賢澄　　辻本文雄　○小泉哲
◇太田智行　□五十嵐岳　　信岡祐彦
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇放射線医学）
（□内科学（消化器・肝臓内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会

200907 造影CTとの比較による肝臓超音
波検査の盲点域の検討

7 ○宮本元樹　◇鈴木健吾　◇出雲昌樹
辻本文雄　　信岡祐彦
（○臨床検査部）
（◇内科学（循環器内科））

第57回日本心臓病
学会学術集会

200909 左室ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞが急速に進行した
若年性心筋梗塞の一例

8 ○田端千里　◇鈴木健吾　◇出雲昌樹
辻本文雄　　信岡祐彦
（○臨床検査部）
（◇内科学（循環器内科））

第57回日本心臓病
学会学術集会

200909 心ｴｺｰにて経時的に観測し得た
劇症型好酸球性心筋炎の一例

9 信岡祐彦　　辻本文雄　　籏野誠二 第56回日本臨床検
査医学会

200909 本学臨床検査部における臨床実
習の検討

10 ○山田利津子　　辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　　信岡祐彦　○上野聰樹
（○眼科学）
（◇超音波センター）

日本臨床眼科学会 200910 各種眼循環異常を伴う疾患にお
ける網膜中心動静脈の最大流速
間の時間間隔について

臨床検査医学　学会発表
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11 ○瀧宮顕彦　　信岡祐彦
（○臨床検査医学非常勤講師）

Japanese
Association of
Simulation for
Medical
Education

201002 症例ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝによる臨床推
論評価へのｼﾐｭﾚｰﾀｰ導入の試み
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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 ○成田早苗
（○医学教育文化部門（語学系））

Pharmaceutical
English 2

p.85～
p.97

200904 Unit 12  Viral Infection（感
染症にかかる）　　Unit 13
Eating for Good Health（栄養
と健康）　　Unit 14  Ozone,
Air Quality, and Asthma（生
活環境と健康）

1 ○Mutsuko Ihara　◇Katsuo Tamaoka
□Tadao Murata　△Hyunjung Lim
（○St. Marianna Univ. School of
Medicine）
（◇Nagoya University）
（□Kyushu Institute of Technology）
（△Yamaguchi Prefectural University）

Journal of
Japanese
Linguistics

25
p. 17～
38

200912 Effects of first-element
phonological-length and
etymological type features
on sequential voicing
(rendaku) of second elements

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
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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 ○福田誠二
（○医学教育文化部門）

ﾌﾗﾝｼｽｶﾝ研究 第4号 201001 フランシスコ会学派における自
然と恩恵

1 ○安井浩樹　◇伊野美幸
（○三重大学保健管理センター）
（◇医学教育文化部門）

思春期学 27(2),p1
71-175

200906 地域医療ニーズに対する質的研
究-三重県における地域医療の
問題を例として-

2 ○福田誠二
（○医学教育文化部門）

清泉女子大学ｷﾘｽﾄ
教研究所年報

第18巻 201003 ハンス・キュンクとヨゼフ・
ラッツィンガーの真理問題理解

3 ○能見忠佑　◇伊野美幸
（○松原病院）
（◇医学教育文化部門）

北陸神経精神医学
雑誌

23(1-
2),p55

200912 ブタンガス依存の一症例につい
て

1 ○福田誠二
（○医学教育文化部門）

日本基督教学会 200908 ハンス・キュンクの真理問題理
解

2 ○福田誠二
（○医学教育文化部門）

日本ｶﾄﾘｯｸ神学会 200909 ヨゼフ・ラッツィンガーの真理
問題理解

3 ○伊野美幸　○福田誠二　○江畠佐知子
（○医学教育文化部門）

第41回日本医学教
育学会大会

200907 医学生の臨床実習体験ストレス
に関連する諸要因の検討-コー
ピング，適応，個人特性の観点
から-

4 ○安井浩樹　◇伊野美幸
（○三重大学保健管理センター）
（◇医学教育文化部門）

第41回日本医学教
育学会大会

200907 地域を超えた多施設合同
Advanced OSCEの試み

医学教育文化部門（語学系（人文・社会科学））　著書

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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誌上発表／著書／
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巻・号・

頁
発表西暦
年次

研    究    題    目

○廣井朋子　◇立浪忍　□Takio Yamamoto
○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）
（□Rad Safe Technical Service
Company）

Radiation Safety
Management

8(1)
P.14～18

200912 Preventative maintenance of
drainpipes in radioisotope
facility using flexible hose

○立浪忍　◇三間屋純一　□白幡聡
△仁科豊　▽花井十伍　☆大平勝美
◎桑原理恵　※浅原美恵子　*1瀧正志
（○医学統計学）
（◇静岡県熱海健康福祉センター）
（□北九州総合病院）
（△仁科・深道法律事務所）
（▽ネットワーク医療と人権）
（☆社会福祉法人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）
（*1小児科学（小児科））

日本ｴｲｽﾞ学会誌 12(1)
P.34～41

201002 ＨＩＶ感染血液凝固異常症にお
けるＡＩＤＳ指標疾患の報告数
について：血液凝固異常症全国
調査に基づく集計

○立浪忍　◇Hideyuki Takedani
□Kenichiro Makino　○上野隆彦
△瀧正志
（○医学統計学）
（◇Institute of the Medical Science,
The University of Tokyo）
（□Department of Rehabilitation
Medicine, UOEH）
（△小児科学（小児科））

European meeting
of statisticians

200907 Characterization of age
dependency of the fraction
of hemophiliac patients with
joint dysfunction using
logistic regression

○立浪忍　◇三間屋純一　□白幡聡
△竹谷英之　▽牧野健一郎　☆瀧正志
（○医学統計学）
（◇静岡県立こども病院）
（□産業医科大学）
（△東京大学医科学研究所附属病院関節外
科）
（▽産業医科大学リハビリテーション医学
講座）
（☆小児科学（小児科））

第71回日本血液学
会学術集会

200910 血液凝固異常症のＱＯＬに関す
る調査における自由記載欄の解
析

アイソトープ研究施設

2

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

アイソトープ研究施設

2

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
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○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）
（△静岡県中部健康福祉センター）
（▽北九州総合病院）
（☆小児科学（小児科））

第23回日本ｴｲｽﾞ学
会学術集会

200911 ＨＩＶ感染血液凝固異常症にお
けるインターフェロンによる治
療状況：2006年6月1日から2008
年5月31日までの期間における
集計

○廣井朋子　◇立浪忍　○桑原理恵
○神山廣司　○井上雪乃　○松井宏晃
（○大学院アイソトープ研究施設）
（◇医学統計学）

日本放射線安全管
理学会第8回学術
集会

200912 放射線施設専用排水桝に一般排
水管を接続した事象について
行った管理業務の報告

アイソトープ研究施設

3

アイソトープ研究施設

4
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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 武永美津子　　五十嵐理慧 Drug Delivery
System

24(4):p.
408-414

200907 ホルモン製剤のDDSの基礎と臨
床;リポプロスタグランジンE1
製剤

2 岡　寛 線維筋痛症診療ｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ2009

P60-64 201003 ５章 神経因性疼痛改善薬と随
伴症状、合併症に対する治療

1 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

P.103-
107

200903 サイアザイド系利尿薬

2 山口葉子 生物工学会誌2009 4月号 200904 皮膚の自己回復作用を促す大学
発新素材

3 ○Masuko K　◇Murata M　○Suematsu N
○Okamoto K　◇Yudoh K　○Shimizu H
○Beppu M　□Nakamura H　○Kato T
（○St.Marianna Univ.  Sch. of Med.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□Nippon Medical School）

Rheumatology
Research and
Reviews

1 p.9-15 200904 A suppressive effect of
prostaglandin E2 on the
expression of
SERPINE1/plasminogen
activator inhibitor-1 in
human articular
chondrocytes: An in vitro
pilot study

4 ○Masuko K　◇Murata M　◇Yudoh K
○Kato T　□Nakamura H
（○St.Marianna Univ.  Sch. of Med.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□Nippon Medical School）

International
Journal of
General Medicine

2 p.77-
81

200904 Anti-inflammatory　effects
of hyaluronan in arthritis
therapy -not just for
viscosity

5 唐澤里江 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 37(2)
p.105-
109

200904 プロテオミクスを用いた血管炎
症候群における疾患特異的マー
カーの検出

6 ○Masuko K　◇Murata M　○Suematsu N
○Okamoto K　◇Yudoh K　□Nakamura H
○Kato T
（○St.Marianna Univ. Sch. of Med.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□Nippon Medical School）

Clin Exp
Rheumatol.

27(2)
p.347-
353

200904 A metabolic aspect of
osteoarthritis: lipid as a
possible contributor to the
pathogenesis of cartilage
degradation.

7 ○Yudoh K　◇Shi Y　○Karasawa R
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Changhai Hosp.,2nd Military Med.
Univ.）

International
Journal of
Rheumatic
Diseases

12(2)
p.90-99

200904 Angiogenic growth factors
inhibit chondrocyte ageing
in osteoarthritis: potential
involvement of catabolic

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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巻・号・
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発表西暦
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研    究    題    目

8 ○Susumu Sugai　◇Hiroki Takahashi
□shuji Ota　△Makoto Nishinarita
▽Masami Takei　☆Shigemasa Sawada
◎Ken Yamaji　※Hiroshi Oka
*1Hisanori Umehara　*2Ichiro Koni
*3Eiji Sugiyama　*4Susumu Nishiyama
*5Atsushi Kawakami
（○Kanazawa Medical University）
（◇First Department of Internal Medicine, Sapporo Medical
University School of Medicine）
（□Department of Rheumatology, Taga General Hospital）
（△Division of Rheumatology, Nishinarita Clinic Office）
（▽Division of Hematology and Rheumatology, Department of
Internal Medicine, Nihon University School of Medicine）
（☆Division of Rheumatology, Department of Medicine
,Nihon University Nerima Hikarigaoka Hospital）
（◎Department of Internal Medicine and Rheumatology,
Juntendo University School of Medicine）
（※Institute of Medical Science）
（*1Division of Hematology and Immunology, Kanazawa
Medical University）
（*2Division of Rheumatology, Department of Internal
Medicine, Kanazawa University Graduate school of
Medicine）
（*3Department of Internal Medicine 1, Faculty of
Medicine, University of Toyama）
（*4Rheumatic Disease Center, Kurashiki Medical Center）
（*5Department of Immunology and Rheumatology, Graduate
School of Biomedical Sciences, Nagasaki University）

MODERN
RHEUMATOLOGY

19(2)
P114-124

200904 Efficacy and Safety of
Rebamipide for the Treatment
of Dry Mouth Symptoms in
Patients With Sjogren's
Syndrome:- A Double-blind
Placebo-controlled
Multicenter Trial -

9 岡　寛　　西岡久寿樹 厚生労働科学研究
費補助金 免疫ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ疾患等予防･治
療研究事業 線維
筋痛症の発症要因
の解明及び治療ｼｽ
ﾃﾑの確立と評価に
関する研究
平成20年度研究報
告書

P27-29 200904 線維筋痛症に関するガバペンチ
ンの効果に関する研究

10 ○Arase H　◇Seino K
（○World Premier International
Immunology Frontier Research Center）
（◇Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

Int Immunol 21:1101-
3

200905 The study of regulatory T
cells and NKT cells in
Japan: a historical
perspective

11 清野研一郎 Biotherapy 23(3):24
1-244

200905 担癌状態におけるＮＫＴ細胞機
能の抑制とその解除

12 山口葉子 Fragrance
Journal

5月号 200905 多機能性ソフトマターNANOCUBE
® とMOISTURECUBE®色素沈着・
しわ改善および経皮吸収のため
の新概念

13 鈴木越　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

呼吸と循環､医学
書院

57
P.613-
619

200906 慢性腎臓病(ＣＫＤ)と心疾患

14 新谷奈津美　　佐藤知雄　○加藤智啓
山野嘉久
（○生化学）

血液･腫瘍科 58(6)P.6
31-639

200906 T細胞の分化・成熟機構
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15 ○Takeda M　○Maeda M　○Ishihara T
○Sakamoto H　○Yuki K　○Takasaki N
○Nishimura F　○Yamashita T
○Tanaka KI　◇Takenaga M
◇Igarashi R　□Higaki M　○Yamakawa N
○Okamoto Y　○Ogawa H　○Otsuka M
□Mizushima Y　○Mizushima T.
（○Pharm Sci, Kumamoto Univ.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□The Jikei Univ. Sch of Med.）

Pharm Res 26(7):p.
1792-
1800

200907 Synthesis of prostaglandin
E1 phosphate derivatives and
their encapsulation in
biodegradable nanoparticles.

16 ○Omurzakova N.A.　○Yamano Y
◇Saatova G.M.　□Mirzakhanova M.I.
△Shukurova S.M.　◇Kydyralieva R.B.
◇Jumagulova A.S.　▽Seisenbaev A.Sh.
○Nishioka K.　☆Nakajima T.
（○Institute of Medical Science）
（◇Ministry of Health of the Kyrgys
Republic）
（□Tashkent Medical Academy）
（△Tajik Institute of Postgraduate
Training of Medical Professionals）
（▽Kazakh National Medical
University）
（☆Fukushimura Hospital）

International
Journal of
Rheumatic
disease

12(2)P.7
9-83

200907 High incidence of rheumatic
fever and rheumatic heart
disease in the republics of
Central Asia.

17 清野研一郎 再生医療(日本再
生医療学会雑誌)

8(3):322
-323

200908 細胞リプログラミング技術を用
いた免疫細胞再生医療の開発

○Yamano Y.　○Araya N.　○Sato T.
◇Utsunomiya A.　○Azakami K.
○Hasegawa D.　○Izumi T.　○Fujita H.
○Aratani S.　○Yagishita N.
○Fujii R.　○Nishioka K.
□Jacobson S.　○Nakajima T.
（○Institute of Medical Science）
（◇Imamura Bun-in Hospital）
（□National Institutes of Health）

PLoS One 4(8)e651
7P.1-14

200908 Abnormally high levels of
virus- infected IFN-γ
+CCR4+CD4+CD25+ T cells in a
retrovirus-associated
neuroinflammatory disorder

19 清野研一郎 FOURTH(免疫細胞
療法学術情報誌)

9:2-9 200909 化学療法と免疫療法を併用した
集学的がん治療

20 唐澤里江 臨床ﾘｳﾏﾁ 21(3)
p.194-
199

200909 血管炎症候群における疾患特異
的マーカーの検出：抗血管内皮
細胞抗体の対応抗原からのアプ
ローチ

21 ○山田貴志　◇築山能大　◇古谷野潔
岡　寛
（○山田歯科医院）
（◇九州大学院歯学研究院 口腔機能修復学
講座 咀嚼機能再建学分野）

臨床ﾘｳﾏﾁ 21(3)
P249-255

200909 電気的痛み定量計測器を用いて
治療評価を行なった線維筋痛症
の症例

22 清野研一郎 日経ﾊﾞｲｵﾃｸ 10-12:3-
5

200910 特集　拡大するがん免疫療法の
市場　大手病院でも導入進む第
４の治療法として認知

アイソトープ研究施設

18
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23 ○Wada H　○Kojo S　○Seino K
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

Immunotherapy 1:737-
739

200910 Research Highlight:
Suppressor turns into helper

24 ○Ishihara T　○Takeda M　○Sakamoto H
○Kimoto A　○Kobayashi C
○Takasaki N　○Yuki K　○Tanaka K
◇Takenaga M　◇Igarashi R　○Maeda T
○Yamakawa N　○Okamoto Y　○Otsuka M
□Ishida T　□Kiwada H　△Mizushima Y
○Mizushima T
（○Pharm Sci, Kumamoto Univ.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□Pharm Sci, Tokushima Univ.）
（△The Jikei Univ. Sch of Med.）

Pharm Res 26(10):p
.2270-
2279

200910 Accelerated blood clearance
phenomenon upon repeated
injection of PEG-modified
PLA-nanoparticles.

25 ○Yudoh K　○Karasawa R　◇Masuko K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ.  Sch. of Med.）

International
Journal of
Nanomedicine

4 p.217-
225

200910 Water-soluble fullerene
(C60) inhibits the
development of arthritis in
the rat model of arthritis.

26 ○Yudoh K　○Karasawa R　◇Masuko K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch. of Med.）

International
Journal of
Nanomedicine

4 p.233-
239

200910 Water-soluble fullerene(C60)
inhibits the osteoclast
differentiation and bone
destruction in arthritis.

27 ○Murata M　◇Masuko K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch. of Med.）

Current
RheumatologyRevi
ews

5 p.246-
251

200910 A potential role of diet in
modulating peroxisome
proliferator-activated
receptor(PPAR)-mediated
signalling in arthritis.

28 ○Masuko K　◇Yudoh K　□Nakamura H
（○St.Marianna Univ. Sch. of Med.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□Nippon Medical School）

日本女性科学者の
会学術誌

10(1)
p.47-51

200910 Expression of prostaglandin
E2 receptors in
chondrocytes:a potential
therapeutic target in the
treatment of osteoarthritis?

○Azakami K.　○Sato T.　○Araya N.
◇Utsunomiya A.　□Kubota R.
△Suzuki K.　○Hasegawa D.　○Izumi T.
○Fujita H.　○Aratani S.　○Fujii R.
○Yagishita N.　○Kamijyuku H.
▽Kanekura T.　○Seino K.
○Nishioka K.　○Nakajima T.
○Yamano Y.
（○Institute of Medical Science）
（◇Imamura Bun-in Hospital）
（□Kagoshima University）
（△Japanese Red Cross Medical Center）
（▽Kagoshima　University Graduate
School of Medical and Dental Sciences）

Blood 114(15)P
.3208-
3215

200910 Severe loss of invariant NKT
cells exhibiting anti-HTLV-1
activity in patients with
HTLV-1-associated disorders

アイソトープ研究施設

29
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○Maeda T.　◇Marutani T.　○Zou K.
□Araki W.　○Tanabe C.
△Yagishita N.　△Yamano Y.
△Amano T.　◇Michikawa M.
△Nakajima T.　○Komano H.
（○Iwate Medical University）
（◇National Center for Geriatrics and
Gerontology）
（□National Institute of
Neuroscience）
（△Institute of Medical Science）

FEBS Journal 276(20)P
.5832-
5840

200910 An E3 ubiquitin ligase,
Synoviolin is involved in
the degradation of immature
Nicastrin, and regulates the
production of amyloid β-
protein

31 ○吉福明日香　○植木ゆり　○玉井真理子
○三好逸男　◇東裕子　◇金蔵拓郎
□山野嘉久
（○鹿児島市立病院）
（◇鹿児島大学大学院）
（□鹿児島市立病院内科）

西日本皮膚科 71(5)P.4
94-496

200910 髄膜脳炎を合併した帯状疱疹の
1例

32 ○Kaneshiro N　◇Xiang Y　○Nagai K
○Kurokawa SM　○Okamoto K　○Arito M
○Masuko K　□Yudoh K　○Yasuda T
○Suematsu N　○Kimura K　○Kato T
（○St.Marianna Univ. Sch. of Med.）
（◇Univ Hospital,Hubei Univ for
Nationalities）
（□Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

Rapid Commun
Mass spectrom.

23
p.3720-
3728

200911 Comprehensive analysis of
short peptides in sera from
patients with IgA
nephropathy.

○Araya N.　◇Arimura H　◇Kawahara K.
○Yagishita N.　□Ishida J.
○Fujii R.　○Aratani S.　○Fujita H.
○Sato T.　○Yamano Y.　◇Higuchi I.
◇Osame M.　○Nishioka K.
□Fukamizu A.　◇Arimura K.
◇Maruyama I.　○Nakajima T.
（○Institute of Medical Science）
（◇Kagoshima University）
（□University of Tsukuba）

International
Journal of
Molecular
Medicine

24(5)P.6
05-611

200911 A role of Kenae/CCDC125 in
cell motility through the
deregulation of RhoGTPase

34 ○Wada H　◇Yasuda T　□Miura I
△Watabe K　○Sawa C　○Kamijuku H
○Kojo S　◇Taniguchi M　▽Nishino I
□Wakana S　◇Yoshida H　○Seino K
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇RIKEN Yokohama Institute）
（□RIKEN Bio-resource Center）
（△Tokyo Metropolitan Institute for
Neuroscience）
（▽National Institute of
Neuroscience）

Am J Pathol 175:2257
-63

200912 Establishment of an improved
mouse model for infantile
neuroaxonal dystrophy
bearing a point mutation in
Pla2g6 which shows early
disease onset

35 唐澤里江　　遊道和雄 腎と透析 68(1)
p.104-
107

201001 血管炎患者における疾患特異的
マーカーの検出.

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

33

アイソトープ研究施設

30
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36 ○Kawamoto H　◇Wada H　○Katsura Y
（○RIKEN Research Center）
（◇Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

Int Immunol.
2010

22(2):65
-70

201002 A revised scheme for
developmental pathways of
hematopoietic cells: the
myeloid-based model

37 和田はるか　　清野研一郎 臨床免疫･ｱﾚﾙｷﾞｰ
科

53:126-
132

201002 MK細胞・NKT細胞の機能制御分
子　NotchシグナルによるNK細
胞の分子と機能制御

38 ○Yamano Y.　◇Nishioka K.
（○Institute of Medical Science）
（◇Tokyo Medical University）

Nature Reviews
Rheumatology

6(2)P.10
6-111

201002 The contribution of Asian
researchers to the field of
rheumatology

39 神宿元　　香城諭　　和田はるか
清野研一郎

ﾘｳﾏﾁ科 43:291-
297

201003 インフルエンザ感染における
CTLA4-lgの効果

40 ○Disratthakit A　○Doi N
◇Takenaga M　◇Ohta Y
（○Research Inst Tuberculosis,Japan 結
核研究所）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

J
Microencapsulati
on

27:365-
37

201003 Anti-tuberculosis activity
and drug interaction with
nevirapine of inhalable
lipid microspheres
containing rifampicin in
murine model.

41 遊道和雄 厚生労働省科学研
究費補助金･難治
性疾患克服研究事
業｢再発性多発軟
骨炎の診断と治療
体系の確立｣平成
21年度総括･分担
研究報告書

p.11-13 201003 再発性多発軟骨炎の診断と治療
体系の確立に関する研究：ＲＰ
に対する薬物治療の現状

1 ○Yamaguti Y
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

8th
Retrometabolizm
USA

200904 Novel nano-technology for
DDS
-Development of α-Lipoic
acid nanocapsules (α-
Lipoegg®)  for skin damages-

2 ○Yudoh K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

The 18h
International
Rheumatology
Symposium

200904 The role of vascular
endothelial growth factors
and oxygen metabolites in
cartilage：chondrocyte
ageing in osteoarthritis.

3 ○増子佳世　　村田三奈子　　遊道和雄
◇中村洋　□別府諸兄　○加藤智啓
（○生化学）
（◇日本医科大学リウマチ科）
（□整形外科学）

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 変形性関節症における軟骨変性
と血管新生

難病治療研究センター　学会発表
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4 村田三奈子　　遊道和雄　　唐澤里江
○加藤智啓　◇千葉純司　□別府諸兄
西岡久壽樹　◇井上和彦　○増子佳世
（○生化学）
（◇東京女子医科大学東医療センター）
（□整形外科学）

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 関節軟骨におけるヒアルロン酸
レセプターLayilinについての
検討

5 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）

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 高安動脈炎の疾患特異的マー
カー

6 ○川上雄起　◇増子佳世　　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）
（◇生化学）

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 関節軟骨細胞におけるアンギオ
テンシンⅡレセプターの発現

7 山野嘉久　　澤智華　　藤井亮爾　　岡寛
西岡久寿樹

第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会

200904 ギランバレー症候群後遺症とし
て発症した線維筋痛症の１例

8 岡寛　　山野嘉久　　西岡久寿樹 第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会

200904 線維筋痛症に対するガバペンチ
ンの効果

9 岡　寛　　西岡久寿樹 第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 シェーグレン症候群の乾燥症状
に対する塩酸ピロカルピン（サ
ラジェン）の効果

10 岡　寛 第53回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200904 RAのマネジメント - 荷重関節
における生物学的製剤の限界と
その対応 -

11 ○Wada H　○Seino K
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

The 7th  Stem
Cell Research
Symposium
Program

200905 Generation of functional T
cells from ES cells and
induced pluripotent stem
(iPS) cells in vitro

12 ○Wada H　◇Yasuda T　○Sawa C
○Kamijuku H　□Watabe K　◇Yoshida H
○Seino K
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇RIKEN Research Center）
（□Tokyo Metropolitan Institute for
Neuroscience）

4th
International
Conference on
Phospholipase
A2 and Lipid
Mediators
PLM2009

200905 Establishment of a mouse
mutant bearing a point
mutation in Pla2g6 which
show early onset of
neuroaxonal dystrophy

13 ○大庭成喜　　鈴木越　◇長野哲雄
□木村健二郎　○藤田敏郎　△平田恭信
（○東京大学・腎臓内科）
（◇東京大学・薬学部）
（□内科学（腎臓・高血圧内科））
（△東京大学・循環器内科）

日本NO学会 200905 エリスロポイエチンのNOを介し
た虚血再灌流腎障害軽減作用
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14 ○岡本一起　○永井宏平　○有戸光美
○黒川真奈絵　○増子佳世　○末松直也
遊道和雄　◇礒橋文秀　○加藤智啓
（○生化学）
（◇大阪滋慶学園医療経営管理センター）

第61回ﾋﾞﾀﾐﾝ学会 200905 ビタミンB6酵素の転写を促進す
る核内受容体コアクティベー
ター（MTI-II）のホモログタン
パク質（prothymosin）の活性

15 山野嘉久　　佐藤知雄　　新谷奈津美
長谷川大輔　　高橋克典　　西岡久寿樹

第50回日本神経学
会総会

200905 HAMにおける血中sIL-2Rの治療
効果指標有効性とステロイドの
長期予後改善効果

16 山野嘉久 HAM患者会全国大
会

200905 HAMの治療研究事業の取組―HAM
の病態から考えた治療戦略―

17 岡　寛　　西岡久寿樹 第5回日本疲労学
会総会･学術集会

200905 リウマチ性疾患における疲労に
ついて

18 ○Wada H　○Seino K
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

The 5th
International
Workshop of
Kyoto T Cell
Conference 2009

200906 Generation of functional T
cells from ES cells and
induced pluripotent stem
(iPS) cells in vitro

19 ○Hiroshi Kawamoto　◇Haruka Wada
○Kyoko Masuda,　○Tomokatsu Ikawa
○Yoshimoto Katsura
（○RIKEN Research Center）
（◇Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

The 5th
International
Workshop of
Kyoto T Cell
Conference 2009

200906 Retention and termination of
myeloid potential in T cell
progenitors

20 ○大久保悠　○岩川真由美　　神宿元
和田はるか　　清野研一郎
（○放射線医学総合研究所）

第13回日本がん免
疫学会

200906 マウスモデルを用いた炭素イオ
ン線照射・樹状細胞療法併用に
よる肺転移抑制効果

21 和田はるか　　清野研一郎 第13回日本がん免
疫学会総会

200906 Generation of functional T
cells from ES cells and
induced pluripotent stem
(iPS) cells in vitro

22 ○大庭成喜　　鈴木越　◇平田恭信
○藤田敏郎
（○東京大学・腎臓内科）
（◇東京大学・循環器内科）

日本腎臓学会 200906 miR-200 familyによる尿細管間
質障害軽減作用

23 山口葉子
日本薬物動態学会
2009

200906 皮膚再生と薬物の経皮吸収の新
機軸

24 ○Yudoh K　○Karasawa R　◇Masuko K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch. of Med.）

Annual European
Congress of
Rheumatology
EULAR 2009

200906 TELOMERIZED AND REJUVENATED
SENESCENT OSTEOBLASTS
PREVENT BONE MASS LOSS IN
VIVO.
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25 ○Yudoh K　○Karasawa R
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

Annual European
Congress of
Rheumatology
EULAR 2009

200906 A NOVEL BIOMATERIAL FOR
CARTILAGE REPAIR GENERATED
BY SELF-ORGANIZATION:
CREATION OF A SELF-ORGANIZED
ARTICULAR CARTILAGE-LIKE
TISSUE WITHOUT USING
CHONDROCYTES AS A CELL
RESOURCE.

26 ○大久保悠　○岩川真由美　　清野研一郎
神宿元　　和田はるか　○平川博一
○中渡美也子　○今井高志
（○放射線医学総合研究所）

第18回日本がん転
移学会学術集会･
総会

200907 マウス腫瘍モデルを用いた炭素
イオン線照射・免疫療法併用に
よる肺転移抑制効果

27 ○水島徹　○木元歩　○前田泰司
○石原務　○高橋奈央子　◇檜垣恵
◇水島裕　　武永美津子　　五十嵐理慧
（○熊本大学大学院医学薬学研究部）
（◇東京慈恵会医大）

第25回日本DDS学
会

200907 PGE1誘導体封入ステルス型ナノ
粒子の開発

28 山口葉子
第25回日本DDS学
会

200907 α‐リポ酸ナノカプセル製剤
（α-Lipoegg®） 開発のための
基礎研究  …  製剤化編

29 山口葉子
第25回日本DDS学
会

200907 α-リポ酸ナノカプセル製剤
（α-lipoegg®）開発のための
基礎研究・・・薬理効果編

30 山口葉子 第25回日本DDS学
会

200907 レチノールパルミテート配合
NANOCUBE®における皮膚薬理効
果の検討

太田有紀 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会

200907 脂肪組織から中枢神経再生への
アプローチ

32 ○Yudoh K　○Karasawa R　◇Shishido K
◇Yano M　□Aoshima H　□Taira H
□Yamana S
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Mitsubishi Corporation, japan）
（□Vitamin C60 BioResearch
Corporaton）

The 9th World
Congress on
Inflammaton

200907 Water-soluble fullereneC60
prevents degeneration of
articular cartilage in
osteoarthritis(OA)

○Yamano Y.　○Azakami K.　○Sato T.
○Araya N.　○Takahashi K.
○Utsunomiya A.　○Kubota R.
○Seino K.　○Nakajima T.
○Nishioka K.
（○Institute of Medical Science）

The 14th
International
Conference on
Human
Retrovirology:
HTLV-I and
Related Viruses

200907 Invariant NKT cells have
anti-human T-lymphotropic
virus type-1 (HTLV-1)
activity and the frequency
is significantly decreased
in patients with HTLV-1
associated disorders

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

31

アイソトープ研究施設

33
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○Yamano Y.　○Araya N.　○Sato T.
○Utsunomiya A.　○Nakajima T.
○Jacobson S.　○Nishioka K.
（○Institute of Medical Science）

The 14th
International
Conference on
Human
Retrovirology:
HTLV-I and
Related Viruses

200907 Virus-infected IFN-γ
producing
CD4+CD25+CCR4+Foxp3low T-
cells are abnormally
increased and
proinflammatory in HAM/TSP

○Araya N.　○Sato T.　○Takahashi K.
○Utsunomiya A.　○Nishioka K.
○Yamano Y.
（○Institute of Medical Science）

The 14th
International
Conference on
Human
Retrovirology:
HTLV-I and
Related Viruses

200907 The molecular mechanism in
the differentiation of HTLV-
1 infected CD4+CD25+CCR4+ T-
cells through HTLV-1 tax

36 ○Sato T.　○Araya N.　○Takahashi K.
○Nishioka K.　○Yamano Y.
（○Institute of Medical Science）

The 14th
International
Conference on
Human
Retrovirology:
HTLV-I and
Related Viruses

200907 The plasma level of CXCL10
and soluble IL-2 receptor
are useful biomarkers and
decreased in HAM/TSP
patients with the long-term
corticosteroid therapy

37 ○Takahashi K.　○Sato T.　○Araya N.
○Mori N.　○Yamano Y.
（○Institute of Medical Science）

The 14th
International
Conference on
Human
Retrovirology:
HTLV-I and
Related Viruses

200907 Oral administration of
polysaccharide fucoidan can
induce a significant
decrease of proviral DNA
load in patients with
HAM/TSP

38 山口葉子 国際電気脱毛学会 200908 スキンホメオスタシスを活性化
する肌再生について

太田有紀　　都倉享恵　　濱口明美
武永美津子

第13回
adiposcience 研
究会

200908 Effect of adipose-derive
cell therapy on functional
recovery after spinal cord
injury.

40 山野嘉久　○中村龍文　◇久保田龍二
□齋藤峰輝
（○長崎大学大学院）
（◇鹿児島大学大学院）
（□琉球大学大学院）

第2回HTLV-1研究
会

200908 HAM 専門外来の有用性および検
体バンクの確立による共同研究
の推進

佐藤知雄　　阿座上和子　　新谷奈津美
○宇都宮與　◇久保田龍二　　山野嘉久
（○慈愛会 今村病院分院）
（◇鹿児島大学大学院）

第2回HTLV-1研究
会

200908 HLTV-1関連疾患における
invariant NKT細胞の量的・機
能的異常

42 高橋克典　　佐藤知雄　　新谷奈津美
○中村龍文　◇森直樹　　山野嘉久
（○長崎大学大学院）
（◇琉球大学大学院）

第2回HTLV-1研究
会

200908 HTLV-1 関連脊髄症(HAM)患者で
のフコイダン療法によるウイル
ス量の減少

アイソトープ研究施設

41

アイソトープ研究施設

34

アイソトープ研究施設

35

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

39
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43 佐藤知雄　　新谷奈津美　　山野嘉久 第2回HTLV-1研究
会

200908 HAMの疾患活動性血中バイオ
マーカーの同定およびステロイ
ドの長期予後改善効果に関する
検討

山野嘉久　　新谷奈津美　　佐藤知雄
○宇都宮與
（○慈愛会 今村病院分院）

第2回HTLV-1研究
会

200908 HAMから同定された免疫性疾患
を構成する病原性T細胞：IFN-
γ+FoxP3lowCD4+CD25+CCR4+T細
胞

45 和田はるか　　清野研一郎 第45回日本移植学
会総会

200909 多機能幹細胞からの機能的T細
胞の生成

46 ○渡部和彦　　和田はるか　◇澤智華
□安田琢和　□吉田尚弘　　清野研一郎
（○東京都神経科学総合研究所）
（◇難病治療研究センター　分子薬理学講
座）
（□理科学研究所免疫・アレルギーセン
ター）

第41回日本臨床分
子形態学会総会･
学術集会

200909 ENU mutagenesisによるヒト乳
児型軸索ジストロフィーモデル
マウスの樹立

47 山口葉子 KAST第2回ﾊﾞｲｵ技
術と化粧品

200909 本気のスキンサイエンスが生ん
だ化粧品事業

48 遊道和雄 再発性多発性軟骨
炎-治療研究中間
報告会

200909 RPの症状と治療反応性の検討

49 山野嘉久 再発性多発性軟骨
炎 治療研究中間
報告会

200909 RPの診断と治療の現状

50 ○大久保悠　○岩川真由美　　清野研一郎
○今井高志
（○放射線医学総合研究所）

第68回日本癌学会
学術総会

200910 マウス腫瘍モデルにおける炭素
イオン線と免疫療法併用による
肺転移抑制効果

51 清野研一郎 第23回日本臨床内
科医学会

200910 ＮＫＴ細胞を利用した新しい経
鼻投与型インフルエンザワクチ
ンの研究開発、シンポジウム2
「臨床内科医・産業医のための
インフルエンザ対策」１）新型
インフルエンザ基調講演Ⅱ

52 山口葉子
17th
Microencapsulati
on in Japan

200910 Development of  Nanocapsule
(NC) for  Transdermal
delivery system－Creation of
new pharmacologic effects by
NC beyond expectation -

武永美津子　　太田有紀　○井上肇
○熊谷憲夫
（○形成外科学）

第18回日本形成外
科学会

200910 外傷性脊髄損傷治療への細胞移
植ドナーとしての脂肪組織の利
用

アイソトープ研究施設

44

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

53
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太田有紀　○井上肇　◇古屋直樹
山野嘉久　◇宮澤輝臣　○熊谷憲夫
武永美津子
（○形成外科学）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第18回日本形成外
科学会

200910 脂肪組織を利用した再生治療の
試み

55 唐澤里江　○加藤智啓　◇藤枝幹也
遊道和雄
（○生化学）
（◇高知大学医学部小児思春期医学）

第19回日本小児ﾘｳ
ﾏﾁ学会総会･学術
集会

200910 川崎病における疾患特異的マー
カー

56 ○Karasawa R　◇Kato T　□Fujieda M
○Yudoh K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch. of Med.）
（□Kochi Medical School）

2009 ACR/ARHP
Annual
Scientific
Meeting

200910 Novel Autoantigen for Anti-
Endothelial Cell Antibodies
(AECA) Identified by
Proteomics in Kawasaki
Disease

57 ○Yudoh K　○Karasawa R　○Sawa C
○Nishioka K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

2009 ACR/ARHP
Annual
Scientific
Meeting

200910 Therapeutic Potential of
Apoptosis Induction by Anti-
Fas Antibody in Inflammatory
Arthritides

○Sato T.　○Fujii R.　◇Konomi K.
◇Aono H.　○Yagishita N.　○Yamano Y.
○Beppu M.　○Nishioka K.
○Nakajima T.
（○St. Marianna University School of
Medicine）
（◇Santen Pharmaceutical Co. Ltd.）

The 2009
ACR/ARHP 73rd
Annual
Scientific
Meeting

200910 SPACIA1, a novel gene
involved in proliferation of
synoviocytes in arthritis

59 遊道和雄 平成21年度厚生労
働省科学研究費補
助金 難治性疾患
克服研究事業｢再
発性多発性軟骨炎
の診断と治療体系
の確立班｣第2回班
会議

200910 本邦における再発性多発軟骨炎
の予備疫学調査―中間成績：臨
床像および治療の実態調査―

60 山野嘉久　　澤智華　　藤井亮爾　　岡寛
○渡邊修　○有村公良　　西岡久寿樹
（○鹿児島大学大学院）

第1回日本線維筋
痛症学会

200910 線維筋痛症患者における抗VGKC
抗体の検討

61 澤智華　　山野嘉久　　藤井亮爾　　岡寛
清野研一郎　○植田弘師　◇青木淳賢
西岡久寿樹
（○長崎大学大学院）
（◇東北大学大学院）

第1回日本線維筋
痛症学会

200910 線維筋痛症患者における血清中
リゾホスファチジルコリン濃度
の上昇

62 岡　寛 第1回日本線維筋
痛症学会

200910 線維筋痛症の痛みのPain
Visionによる評価

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

54

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)

58
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63 ○Kojo S
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

The First China-
Japan Immunology
Seminar

200911 Mechanisms of Va14 iNKT cell
anergy induction involve
Cbl-b-promoted
monoubiquitination of CARMA1

64 ○Kojo S　◇Elly C　◇Harada Y
□Langdon W　◇Kronenberg M　◇Liu YC
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇La Jolla Institute for Allergy and
Immunology）
（□University of Western Australia）

第37回日本臨床免
疫学会総会?学術
集会

200911 Mechanisms of iNKT cell
anergy induction involve
Cbl-b-promoted
monoubiquitination of CARMA1

65 山口葉子
第5回 静岡県立大
学 "産･学･民･官
の連携を考える集
い

200911 大学とのCreativeな関係構築
ー大学発ベンチャーが成功する
ための取り組みー

66 村田三奈子　　遊道和雄　　唐澤里江
○中村洋　　西岡久寿樹　◇清水弘之
◇別府諸兄　□加藤智啓　□増子佳世
（○日本医科大学リウマチ科）
（◇整形外科学）
（□生化学）

第24回日本整形外
科学会基礎学術集
会

200911 関節軟骨におけるヒアルロン酸
レセプター Layilin について
の検討

67 遊道和雄　　唐澤里江　○清水弘之
○別府諸兄
（○整形外科学）

第24回日本整形外
科学会基礎学術集
会

200911 軟骨変性機序における低酸素環
境適応因子 hypoxia inducible
factor (HIF)-1 alpha の発現
と二次的防御因子としての役割

68 唐澤里江　○加藤智啓　　遊道和雄
（○生化学）

第37回日本臨床免
疫学会総会

200911 川崎病における疾患特異的マー
カー

69 ○増子佳世　　村田三奈子
（○生化学）

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 新規ヒアルロン酸レセプター
Layilinの関節軟骨細胞におけ
る発現と機能

70 岡　寛　○西岡洋右　　西岡久寿樹
（○西岡医院）

第24回日本臨床ﾘｳ
ﾏﾁ学会

200911 関節リウマチにおけるアクテム
ラ治療の寛解率

○Hasegawa D.　○Fujii R.
○Yagishita N.　◇Matsumoto　N.
○Aratani S.　○Izumi T.　○Azakami K.
○Nakazawa M.　○Fujita H.　○Sato T.
○Araya N.　□Senoo H.
△Friedman L. S.　○Nishioka K
○Yamano Y.　◇Itoh　F.　○Nakajima T.
（○Institute of Medical Science）
（◇Gastroenterology and Hepatology）
（□Akita University）
（△Mt. Sinai School of Medicine）

The 60th Annual
Meeting of the
American
Association for
the Study of
Liver Diseases:
The Liver
Meeting 2009

200911 Synoviolin, a
transcriptional target of
klf6,regulates liver
fibrosis through its
enzymaticactivity as an e3
ubiquitin ligase

72 山野嘉久 第37回日本臨床免
疫学会総会

200911 成人T細09胞白血病ウイルス
（HTLV-1）と制御性T細胞

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)

71
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73 Wada H　　Seino K 第39回日本免疫学
会総会･学術集会

200912 iPS細胞およびES細胞からの機
能的T細胞の作製/Production
of functional T cells from
ES cells and induced
pluripotent stem (iPS) cells
in vitro

74 ○武藤正人　○富山舞　○贄田美江
○前川隆司　　香城諭　　和田はるか
清野研一郎
（○㈱メディネット）

第39回日本免疫学
会総会･学術集会

200912 Zoledronateにより活性化させ
たgdT細胞の抗原提示能に関す

capacity of human gammadelta
T cell activated by
Zoledronate

75 ○KOJO Satoshi　◇ELLY Chris
◇HARADA Yohsuke　□LANGDON WALLACE Y
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇La Jolla Institute for Allergy and
Immunology）
（□University of Western Australia）

第39回日本免疫学
会総会?学術集会

200912 KRONENBERG Mitchell, LIU
Yun-Cai. Cbl-bはCARMA1のモノ
ユビキチン化を介してiNKT細胞
アナジーを制御する
/Mechanisms of iNKT cell
anergy induction involve
Cbl-b-promoted
monoubiquitination of CARMA1

76 ○Karasawa R　◇Kato T　○Yudoh K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch. of Med.）

第39回日本免疫学
会総会･学術集会

200912 Specific marker for Kawasaki
disease.

○Yamano Y.　○Araya N.　○Sato T.
◇Utsunomiya A.　○Nishioka K.
○Nakajima T.
（○Institute of Medical Science）
（◇Immamura　Bun-in　Hoppital）

第39回日本免疫学
会

200912 HTLV-1関連脊髄症患者における
ウイルス感染したIFN-γ
+CCR4+CD4+CD25+ T細胞の異常
な増加/Abnormally high
levels of virus-infected
IFN-γ+CCR4+CD4+CD25+ T
cells in a retrovirus-
associated neuroinflammatory
disorder

○Sato T.　○Azakami K.　○Araya N.
○Yamano Y.
（○Institute of Medical Science）

第39回日本免疫学
会

200912 HTLV-1関連疾患患者では抗
HTLV-1活性を有するiNKT細胞が
有意に減少している/The
frequency of invariant NKT
cells manifesting anti-HTLV-
1 activity is significantly
decreased in patients with
HTLV-1-associated disorders

○Araya N.　○Sato T.　○Yamano Y.
（○Institute of Medical Science）

第39回日本免疫学
会

200912 The molecular mechanism in
the differentiation of IFN-
γ＋CCR4＋CD4＋CD25＋Fox3low
T-cells through HTLV-1 tax

アイソトープ研究施設

77

アイソトープ研究施設

78

アイソトープ研究施設

79

- 362 -



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

80 ○Takamori A.　○Hasegawa A.
○Shimizu Y.　◇Utsunomiya A.
□Yamano Y.　△Choi I.　△Uike N.
▽Tanosaki R.　☆Matsuda M.
☆Okudaira T.　△Okamura J.
○Knnagi M.
（○Tokyo Med. Dent. Univ.）
（◇Immamura　Bun-in　Hoppital）
（□Institute of Medical Science）
（△National Kyushu Cancer Center）
（▽National Cancer Center Hospital）
（☆University of the Ryukyus）

第39回日本免疫学
会

200912 Difference in the
responsiveness of
Taxspecific cytotoxic T
lymphocytes in chronic ATL
and HAM/TSP patients

81 山野嘉久　　新谷奈津美　　佐藤知雄
○竹之内徳博　◇齊藤峰輝　□久保田龍二
△中村龍文
（○関西医科大学）
（◇琉球大学大学院）
（□鹿児島大学大学院）
（△長崎大学大学院）

平成21年度厚生労
働科学研究費補助
金(こころの健康
科学研究事業)｢
HTLV-Ⅰの生体内
感染拡大機序の解
明とその制御によ
るHAM治療法の開
発｣ 厚生労働科学
研究費補助金(難
治性疾患克服事
業)｢HTLV-Ⅰ関連
脊椎症(HAM)患者
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽと検体ﾊﾞ
ﾝｸの確立による関
東の研究拠点機関
形成｣合同班会議

200912 関東におけるHAM専門外来と生
体試料バンクの確立、および国
主導型難病研究資源バンクの紹
介

82 岡　寛　　遊道和雄　　山野嘉久
○鈴木登　◇尾崎承一　□須賀万智
（○免疫学・病害動物学）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（□予防医学）

第20回日本ﾘｳﾏﾁ学
会関東支部学術集
会

200912 本邦における再発性多発軟骨炎
の疫学調査研究102例の報告

83 岡　寛 第21回中之島ﾘｳﾏﾁ
ｾﾐﾅｰ

200912 線維筋痛症の新しい治療薬

84 清野研一郎 日本獣医ｱﾄﾋﾟｰ･ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ･免疫研究会
第4回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

201001 免疫制御の基礎と実践－移植か
ら癌免疫まで

85 ○Ken-ichiro Seino
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

National
Institute of
Radiological
Sciences

201001 Fundamentals of tumor
immunology and the future
perspective of immunotherapy
combined with radiation
therapy”NIRS-Chiba
University G-COE Joint
Symposium on Carbon-Ion
Therapy and Immunotherpy

86 清野研一郎 第7回日本免疫学
研究会学術集会､
東京

201002 多能性幹細胞を利用した新しい
免疫制御の可能性

87 清野研一郎 第6回宮崎ｻｲｴﾝｽｷｬ
ﾝﾌﾟ

201002 再生医学時代における免疫寛容
研究

- 363 -



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

88 山野嘉久 第6回宮崎ｻｲｴﾝｽｷｬ
ﾝﾌﾟ

201002 ヒトＴ細胞白血病ウイルス
（HTLV-1）と制御性Ｔ細胞

89 山口葉子 第6回ﾅﾉﾊﾞｲｵ国際ｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

201002 ナノテクノロジーによるコスメ
革命

90 和田はるか　　清野研一郎 第9回日本再生医
療学会総会

201003 B細胞のiPS細胞化とB-iPS細胞
からのT細胞への分化誘導

91 清野研一郎 第9回北関東移植
研究会

201003 移植免疫、免疫寛容の現状と展
望

○古屋直樹　　武永美津子　　太田有紀
都倉享恵　　濱口明美　◇宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇呼吸器・感染症内科）

第9回日本再生医
療学会

201003 エラスターゼ誘導肺気腫モデル
ラットにおけるASCs移植の効果

太田有紀　　都倉享恵　　濱口明美
武永美津子

第9回日本再生医
療学会

201003 脂肪組織を利用した外傷性脊髄
損傷治療の試み

武永美津子　○石原務　　太田有紀
都倉享恵　　濱口明美　　五十嵐理慧
○水島徹
（○熊本大学大学院医学薬学研究部）

第9回日本再生医
療学会

201003 外傷性脊髄損傷運動機能障害に
対するNano PGE1製剤の治療効
果

95 ○古川亮　○山田勇磨　　武永美津子
五十嵐理慧　○原島秀吉
（○北海道大学薬学部）

日本薬学会第130
年会

201003 PC-SOD搭載型リポソームの構築
および細胞内動態・抗酸化効果
の評価

96 遊道和雄 福岡RPｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 201003 ＲＰ２３９例からみた治療と予
後

97 山野嘉久　　佐藤知雄　　新谷奈津美
○鈴木登
（○免疫学・病害動物学）

第22回日本神経免
疫学会

201003 HAMにおける血中sIL-2RとIP-10
のバイオマーカーとしての有用
性

山野嘉久　　佐藤知雄　　新谷奈津美
○鈴木登
（○免疫学・病害動物学）

第22回日本神経免
疫学会

201003 HAMにおけるinvariant NKT細胞
の量的・機能的異常

アイソトープ研究施設

98

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

92

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

93

実験動物飼育管理研究施設

94
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○Fumiaki Obata　○Madoka Kitami
◇Yukino Inoue　○Shogo Atsumi
○Yasutaka Yoshizawa　○Ryoichi Sato
（○東京農工大学大学院）
（◇大学院アイソトープ研究施設）

FEBS Journal 276(20)P
.5949-
5959

200910 Analysis of the region for
receptor binding and
triggering of
oligomerization on Bacillus
thuringiensis Cry1Aa toxin.

○Tomoko Hiroi　◇Shinobu Tatsunami
□Takio Yamamoto　○Rie Kuwabara
○Hiroshi Kouyama　○Hiroaki Matsui
（○大学院アイソトープ研究施設）
（◇医学統計学）
（□ラドセーフ（株））

Radiation Safety
Management

8(1)P.14
-18

200912 Preventative maintenance of
drainpipes in radioisotope
facility using flexible hose

○立浪忍　◇三間屋純一　□白幡聡
△仁科豊　▽花井十五　☆大平勝美
◎桑原理恵　※浅原美恵子　*1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）
（△仁科・深道法律事務所）
（▽ネットワーク医療と人権）
（☆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）
（*1小児科学（小児科））

日本ｴｲｽﾞ学会誌 12(1)P.3
4-41

201002 HIV感染血液凝固異常症におけ
るAIDS指標疾患の報告数につい
て：血液凝固異常症全国調査に
基づく集計

○Yukino Inoue　○Tomoko Hiroi
○Youko Okada　○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）

Neuroscience
2009

200910 Regulation of the human
tryptophan hydroxylase-
2(TPH-2)gene promoter
activity by CCAAT enhancer-
binding protein alpha in
RN46A cells

○Kenichi Osada　○Yuriko Ogawa
○Toshiaki Haga　◇Hiroaki Matsui
○Kiyofumi Takahashi　○Yasuo Sasuga
（○神経精神科学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）

Neuroscience
2009

200910 Chronic trifluoperazine
treatment increased P-
glycoprotein in the rat
brain.

○Yuriko Ogawa　○Kenichi Osada
○Toshiaki Haga　◇Hiroaki Matsui
○Miho Nakano　○Shigeto Kanai
（○神経精神科学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）

Neuroscience
2009

200910 Milnacipran,one of
antidepressant,bound with
fluorescence-NBD-F passed
and accumulated into HT22
cell.

アイソトープ研究施設

3

アイソトープ研究施設

3

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

アイソトープ研究施設

2
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○Toshiaki Haga　○Yuriko Ogawa
◇Hiroaki Matsui　○Kiyofumi Takahashi
○Shigeto Kanai　○Kenichi Osada
（○神経精神科学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）

Neuroscience
2009

200910 Validation of a
fluorescence-NBD-F high-
throughput method for the
cellular noradrenaline
uptake activity.

○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）
（☆小児科学（小児科））

第23回 日本ｴｲｽﾞ
学会学術集会

200911 ＨＩＶ感染血液凝固異常症にお
けるインターフェロンによる治
療状況：2006年6月1日から2008
年5月31日までの期間における
集計

アイソトープ研究施設

4

アイソトープ研究施設

5
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○竹ノ下祥子　○熊井俊夫　○林幹人
○武半優子　◇田中政巳　○松本直樹
○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）

臨床薬理の進歩 30･12-20 200907 日本人小腸におけるチトクロー
ムP450mRNA発現パターンと遺伝
子多型との関係

○Fozia J Shah　◇田中政巳
○John E Nielsen　□Teruaki Iwamoto
△小林真一　○Niels E Skakkebæk
○Kristian Almstrup
（○University Department of Growth and
Reproduction）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□Center for infertility and IVF,
International University of Health and
Welfare Hospital）
（△薬理学）

Reprod Biol
Endocrinol.

7･130 200911 Gene expression profiles of
mouse spermatogenesis during
recovery from irradiation.

○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82回日本内分泌
学会学術総会

200904 非アルコール性脂肪肝炎
（NASH)モデルの肝臓における
マクロファージの浸潤と病態と
の関係

○横見出　◇田中政巳　○小林真一
□須藤カツ子　△佐藤均
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□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）

第56回日本実験動
物学会総会

200905 CCIラットコロニーの麻酔症状
と骨髄細胞中の染色体異常

○松本直樹　○渡辺実　○熊井俊夫
◇田中政巳　○武半優子　○竹ノ下祥子
○張本敏江　○林幹人　○木下雄一
□岸良示　□龍祥之助　□三宅良彦
□山内正博　□高橋英二　□武者春樹
○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□循環器内科）

38th American
College of
Clinical
Pharmacology
Annual Meeting

200909 VKORC1 Polymorphism and
Other tests for Warfarin
Therapy in Japanese
Population.

○横見出　◇田中政巳　□須藤カツ子
△佐藤均
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□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）

第60回染色体学会
2009年度年会

200911 後肢麻痺CCIﾗｯﾄの骨髄に見出さ
れた染色体異常細胞

実験動物飼育管理研究施設

4

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

実験動物飼育管理研究施設

2

医用生体工学研究施設

3

実験動物飼育管理研究施設　誌上発表

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(プロテオミクス研究部門)

1

実験動物飼育管理研究施設

2

実験動物飼育管理研究施設　学会発表

- 367 -



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

○渡辺実　○熊井俊夫　○松本直樹
◇田中政巳　□三谷康正　□林崎義英
○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□理化学研究所（理研・横浜研究所））

第30回日本臨床薬
理学会

200911 SmartAmp法による抗凝固薬ワル
ファリンの薬効に関与するSNP
診断

○竹ノ下祥子　○林幹人　○張本敏江
○武半優子　○渡辺実　○熊井俊夫
◇田中政巳　□朝倉武士　□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）
（□消化器・一般外科）

第30回日本臨床薬
理学会

200911 日本人小腸における薬物代謝酵
素CYP3A5mRNA発現に及ぼす遺伝
子多型(*3)の影響

○張本敏江　○竹ノ下祥子　○林幹人
○武半優子　○渡辺実　○熊井俊夫
◇田中政巳　□小泉哲　□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）
（□消化器・一般外科）

第30回日本臨床薬
理学会

200911 日本人小腸における薬物代謝酵
素CYP3A4蛋白発現と遺伝子多型
の影響

○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　○張本敏江　○木下雄一
□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）
（□消化器・一般外科）

第30回日本臨床薬
理学会

200911 日本人小腸におけるCYP2C19遺
伝子多型とmRNA・蛋白発現・活
性の関係

○渡辺実　○松本直樹　○熊井俊夫
◇田中政巳　○張本敏江　○竹ノ下祥子
○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）

第83回日本薬理学
会年会

201003 Gender difference of
warfarinmain maintenance
dose and VKORC1(-
1639G>A)genotype.

○田中政巳　◇Izuru Yokomi
◇渡辺実　□Katsuko Sudo
△Hitoshi Satoh　▽Tsuneo Igarashi
▽Azusa Seki　◇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83回日本薬理学
会年会

201003 Analysis of ossification
deficiency in spontaneously
cartilage calcification-
insufficient rats(CCI rats)

実験動物飼育管理研究施設

10

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)

7

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

医用生体工学研究施設

9

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)

5

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)

6
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○佐々木浩代　◇池森敦子　□菅谷健
◇山下佳代子　○横山健　△小池淳樹
○佐藤武夫　○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇解剖学（解剖学））
（□腎臓・高血圧内科客員教授）
（△診断病理学）

Nephron Clin
Pract

112:Pc14
8-c156

200904 Urinary Fatty Acids and
Liver-Type Fatty Acid
Binding Protein in Diabetic
Nephropathy.

○横山健　◇池森敦子　□菅谷健
△星野誠子　○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇解剖学（解剖学））
（□腎臓・高血圧内科客員教授）
（△腎臓・高血圧内科研究技術員）

Am J Pathol 174:P209
6-2106

200906 Urinary Extension of Liver
Type Fatty Acid Binding
Protein Accurately Reflects
the Degree of
Tubulointerstitial Damage.

佐々木千鶴子　　夏木靖典　　佐藤歩
○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

医生電顕技術誌 23(1):P1
5-20

200907 DBPによる透過型電子顕微鏡試
料作製法の迅速改良．

○佐々木秀郎　○江東邦夫　○中澤龍斗
○吉岡まき　○堤久　○宮野佐哲
○佐藤雄一　◇櫻田勉　◇嶋﨑美奈子
□土田浩生　◇小板橋賢一郎
◇木村健二郎　○力石辰也
（○腎泌尿器外科学）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□内科学（総合診療内科））

今日の移植 22(6):P7
04-705

200909 腎移植前に腹部ﾘﾝﾊﾟ節腫脹を有
した慢性腎不全患者の1例．

○水庭宜隆　◇三好洋　　佐々木千鶴子
□高橋清文　△田中雄一郎　◇中島秀喜
○橋本卓雄
（○脳神経外科学）
（◇微生物学）
（□神経精神科学）
（△脳神経外科学（脳卒中））

脳卒中 32:48-54 200909 ラットを用いた脳動脈溜初期発
生段階におけるMMP-2,9の解析

○川上民裕　◇白井小百合　◇木村健二郎
○相馬良直
（○皮膚科学）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

Arch Dermatol 146:P212
-213

201002 Successful Use of Mizoribine
to Treat Recurrent
Corticosteroid-Resistant
palpable Purpura in a
Patient With Henoch-Schö
nlein Purpura Nephritis.

○佐藤陽子　○野澤資亜利　○吉池美紀
○荒井路子　　佐々木千鶴子　○岩本晃明
（○腎泌尿器外科学）

Human
Reproduction

25.5.111
3-1122

201002 Xenografting of testicular
tissue from an infant human
donor results in accelerated
testicular maturation
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実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)
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○金城永幸　◇向陽　□鈴木真奈絵
□岡本一起　○安田隆　○木村健二郎
□加藤智啓
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ研究部門）
（□生化学（生化学））

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾐｸｽを用いたIgA腎症患
者の血清ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの網羅的解
析．

○青木康之　○斉藤陽　◇白井小百合
◇安田隆　○生駒雅昭　□河内裕
○小板橋靖
（○小児科学（小児科））
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□新潟大学腎研究施設）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 IgA腎症における尿中
fractalkineの発現とその意
義．

○横山健　◇池森敦子　□菅谷健
○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇解剖学（解剖学））
（□腎臓・高血圧内科客員教授）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 葉酸腎症における新規ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ
の検討．

○白井小百合　○谷澤雅彦　○嶋﨑美奈子
○鶴岡佳代　○櫻田勉　○今野雄介
○柴垣有吾　○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 初発MCNS患者に対する、ｼｸﾛｽﾎﾟ
ﾘﾝ併用の有効性と安全性につい
ての検討．

○木戸亮　◇柴垣有吾　○岩藤和広
○中島一朗　○渕之上昌平　□藤田敏郎
○寺岡慧
（○東京女子医大腎臓内科）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□東大腎臓内分泌内科）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 生体腎ﾄﾞﾅｰにおける顕微鏡的血
尿に関する検討．

○木戸亮　◇柴垣有吾　○河原崎宏雄
○浜崎敬文　○池田洋一郎　○清水英樹
○山崎修　○西松寛明　○石川晃
○藤田敏郎　□高橋美和子　□赤羽正章
□百瀬敏光
（○東大腎臓内分泌内科）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□東大放射線科）

第52回日本腎臓学
会学術総会

200906 生体腎移植ﾄﾞﾅｰの術前腎体積お
よび分腎機能が残腎に与える影
響．

○佐々木浩代　○小板橋賢一郎
○今井五郎　○佐藤武夫　○木村健二郎
◇城謙輔
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇国立千葉東病院免疫病理部）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 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
Goodpasuture症候群の一例．
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実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設　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)
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電子顕微鏡研究施設　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)
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○木戸亮　◇柴垣有吾　○河原崎宏雄
○濱崎敬文　○池田洋一郎　○清水英樹
○山崎修　○西松寛明　○石川晃
○藤田敏郎
（○東大腎臓内分泌内科）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 日本人生体腎ﾄﾞﾅｰの心血管危険
因子に関する横断的検討．

○松井勝臣　○柴垣有吾　◇力石辰也
○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇腎泌尿器外科学）

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 透析再導入となった成人腎移植
3症例の貧血に関する検討．

○嶋﨑美奈子　○今井五郎　○佐々木浩代
○佐藤武夫　○木村健二郎　○松井克之
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第54回日本透析医
学会学術集会･総
会

200906 成人発症型Still病にHUS/TTPを
併発した一例．

○横山健
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第57回学術
集会

200907 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．

○鶴岡佳代　○白井小百合　○嶋﨑美奈子
○金城永幸　○宮本雅仁　○櫻田勉
○柴垣有吾　○安田隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 巣状糸球体硬化症（FSGS）によ
る難治性ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群にLDL吸
着を施行し透析導入を回避でき
た高齢者の一例．

○嶋﨑美奈子　○佐々木浩代　○今井五郎
◇小池淳樹　○佐藤武夫　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇診断病理学）

第39回日本腎臓学
会東部学術大会

200910 血漿交換を含む積極的な治療に
より良好な転帰を得たChurg-
Strauss症候群に伴うRPGNの一
例．

○横山健　◇池森敦子　○松井勝臣
□菅谷健　○安田隆　○佐藤武夫
○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇解剖学（解剖学））
（□腎臓・高血圧内科客員教授）

American Society
of Nephrology
Renal Week 2009

200910 Urinary Liver-Type Fatty
Acid Binding Protein Is a
Renal Time Indicator for
Both Acute and Chronic
Tubulointerstitial Damage.

○池森敦子　◇菅谷健　□田中逸
△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）
（□内科学（代謝・内分泌内科））
（△内科学（腎臓・高血圧内科））

American Society
of Nephrology
Renal Week 2009

200910 Urinary Excretion of Liver-
Type Fatty Acid Binding
Protein (L-FABP) as a Useful
Predictor of Future Renal
Dysfunction in Early-Stage
Type 2 Diabetic Nephropathy.

○栗林純子　○北岡康史　○宗正泰成
○林泰博　○上野聰樹
（○眼科学）

第20回日本緑内障
学会

200911 NMDA硝子体投与後早期における
軸索変性機序の解明

電子顕微鏡研究施設　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)
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電子顕微鏡研究施設　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)
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電子顕微鏡研究施設　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)
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