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兵庫医大業績録（2006）

教

養

部

S. and Iso, H.（2006）Deletion of the kinase domain

門

from death-associated protein kinase enhances spatial
memory in mice. Int. J. Mol. Med., 17, 869-873.

社会福祉学

Ueki, A., Goto, K., Sato, N., Iso, H. and Morita, Y.（2006）
Prepulse inhibition of acoustic startle response in mild

■ 著書 ■

cognitive impairment and mild dementia of Alzheimer

須貝佑一, 堀内園子, 橘高通泰（2006）あなたの家族が病気

type. Psychiatry Clin. Neurosci., 60, 55-62.

になったときに読む本
大熊由起子

認知症,（福井次矢, 川島みどり,

Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Eguchi,

編）, 講談社, 東京, 49-54, 81-86, 121-126,

H., Ookawara, T., Ozawa, K., Shimoda, S., Yoshihara, D.,

164-168, 176-181.

Takemura, M. and Suzuki, K.（2006）Effects of copper

■ 学会発表 ■

metabolism on neurological functions in Wister and

［一般講演］
野村裕美, 橘

Wilson’
s disease model rats. Biochem. Biophys. Res.
尚美, 橘高通泰（2006）クローン病患者の

Commun., 349, 1079-1086.

ソーシャルワーク援助−援助内容データベースから－. 第

Takano, K., Kitao, Y., Inagi, R., Momoi, T., Matsuyama,

14回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉学会, 6.2-3,

T., Miyata, T., Yoneda, Y., Iso, H., Stern, D.M., Hori, O.

埼玉.（第14回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉学会
抄録集, 86-87, 2006.）
橘

and Ogawa, S.（2006）A rat model of human FENIB
（familial encephalopathy with neuroserpin inclusion

尚美, 野村裕美, 橘高通泰（2006）潰瘍性大腸炎患者

bodies）. Biochem. Biophys. Res. Commun., 346, 1040-

のソーシャルワーク援助－援助内容データベースから－. 日
本医療社会福祉学会第16回大会, 9.17-18, 京都.（日本医
療社会福祉学会第16回大会抄録集, 34-35, 2006.）
鳥巣佳子, 渡邉延子, 鈴木康子, 橘高通泰（2006）関係機関

1047.
■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
磯

博行（20 06）行動科学から見たコミュニケーションス

を支える技術援助－兵庫県老人性認知症センターの実践

キル.（教育講演）第9回家族性腫瘍カウンセラー養成セミ

と考察－. 日本医療社会福祉学会第16回大会, 9.17-18, 京
都.（日本医療社会福祉学会第16回大会抄録集, 38 -39,
2006.）

ナー講義, 8.26, 西宮.
［一般講演］
磯

博行（2006）豊富な環境飼育によるマウス脳内BDN F

■ その他 ■

の発現について. 日本動物心理学会第66回大会, 10.14-15,

橘高通泰（2006）乳児医療と育成医療について. 子供の手術

京都.

を支えるスタッフ第42回日本小児外科学会近畿地方会市
民公開講座, 8.26, 西宮（兵庫医科大学）.

磯

博行（2006）PCの指導による笑顔の訓練. 日本心理学
会第70回大会, 11.3-5, 福岡.

橘高通泰（2006）リハビリテーションと社会保障・社会福祉
制度の利用について. 阪神南圏域リハビリテーション支援

数学

センター平成18年度研修会, 12.13, 西宮（兵庫医科大学）.
■ 学会発表 ■

行動学

［一般講演］
Yoshinaga, K., Ueno, N., Muraoka, Y., Kirita, M. and

■ 著書 ■

Marukawa, S.（2006）Logistic regression analysis of

磯

out-of-hospital cardiac arrest to prevent the futile

博行（2006）学習行動. 心理学総合事典,（海保博之, 楠
見

孝 監修）, 朝倉書店, 東京, 129-145.

■ 学術論文 ■

CPR effort. 19th Annual Congress European Society
of Intensive Care Medicine, 9.24-27, Barcelona, Spain.

［総説］

（19th ESICM Annual Congress Final Program, S51,

磯

博行（2006）不安の動物モデル. 精神科, 8, 181-186.

磯

博行, 江上裕子, 田中芳幸, 津田

2006.）

彰（2006）日本語版

e-healthの試み. 現代のエスプリ, 465, 72-82.

化学

［原著］
下田重朗, 松山知弘, 磯 博行（2005）動物を用いた豊富な
環境の研究：飼育環境が学習と行動におよぼす効果. 行
動科学, 44, 67-73.
Yukawa, K., Tanaka, T., Bai, T., Li, L., Tsubota, Y.,
Owada-Makabe, K., Maeda, M., Hoshino, K., Akira,

■ 学術論文 ■
［原著］
Masuoka,N., Isobe, T. and Kubo, I.（2006）Antioxidants
from Rabdosia japonica. Phytother.Res., 20, 206-213.
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兵庫医大業績録（2006）

Isobe, T., Doe,M., Morimoto,Y., Nagata, K. and Ohsaki,

rigorous exercise. Metabolism, 55, 103-107.

A.（2006）The anti-Helicobacter pylori flavones in a

Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,

Brazilian plant, Hyptis fasciculata, and the activity of

Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

methoxyflavones. Biol. Pharm.Bull., 29, 1039-1041.

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver
of obese and lean Zucker rats. J. Therm. Biol., 31, 131136.

生物学

Hori, S., Hori, K., Kaya, M., Ishigaki, T.,Koyama, K.,
Otani, H., Tsujita, J. and Oku, Y.（2006）Comparison

■ 学術論文 ■

of body mass, food intake and plasma constituents in

［原著］

lean and obese Zucker rats under cold acclimation

Kurimoto, T., Ishii, M., Tagami, Y., Nishimura, M., Miyoshi,

and deacclimation. J. Therm. Biol., 31, 137-143.

T., Tsukamoto, Y. and Mimura, O.（2006）Xylazine

Otani, H., Kaya, M., Tsujita, J., Hori, K. a nd Hori,

promotes axonal regeneration in the crushed optic

S.（2006）Low levels of hypohydration and endurance

nerve of adult rats. Neuroreport, 17, 1525-1529.

c a pa c it y du r i ng he av y e xerc i s e i n u nt r a i ne d

井関恭子, 塚本吉彦, 石井昌明, 東

真美（2006）連続切片

individuals. J. Therm. Biol., 31, 186-193.

電顕法による神経細胞の立体構築－mGluR6遺伝子欠損

Ohkura, M., Tsujita, J., Yoshida, R., Ya ma moto, I.,

マウスの網膜双極細胞の微細構造異常－. 大阪教育大学

Fujiwara, T., Nakaya, H. and Furuya, M.（2006）A

紀要3 自然科学・応用科学, 54, 1-12．

trial production of atmospheric-pressure hyperoxia

■ 学会発表 ■

controlled room a nd applicat ion to t herapeut ic

［一般講演］

exercise. Nihon Hokenkagaku gakkaisi（ J. Jpn. Health

五十嵐章裕, 山口博史, 東浦康友, 石原通雄, 重定南奈子
（2006）北海道マイマイガの遺伝子浸透モデル. 第53回日
本生態学会大会, 3.24-28, 新潟.（講演要旨集, 61, 2006.）

Sci.）, 9, 96-101.
大倉三洋, 吉田良一, 山本

厳,藤原孝之, 中屋久長, 辻田

純三, 古谷美知（2006）酸素濃度の相違が呼吸・循環機
能に与える影響. 日本保健科学学会誌, 9, 24-29.
■ 学会発表 ■

医系物理化学

［一般講演］
賀屋光晴, 森脇優司, 華

［一般講演］

（2006）運動におけるプリン塩基および oxypurinolの動態

長谷川誠実, 秦

順一, 木下直人, 阿部徹也, 清水明彦

（2006）エトドラクはラット歯髄刺激による海馬血流増加
反応を抑制する. 日本歯科保存学会2006年秋季学術大会
敏海, 秦

順一, 李

保華, 蒋

について. 第39回日本痛風・核酸代謝学会総会, 2.9-10, 京
都.
古田高征, 辻田純三, 房前素徳（2006）筋疲労に対する鍼刺
激の影響－円皮鍼刺激と刺入刺激の比較－. 第55回全日

（第125回）, 11.9-10, 鹿児島.
蒋

常祥, 井野口卓, 山本麻子, 高橋

澄夫, 堤 善多, 辻田純三, 越久仁敬, 波田壽一, 山本徹也

■ 学会発表 ■

琳, 楊

奔（2006）

本鍼灸学会学術大会, 6.16-18, 金沢.

イチョウ葉エキス（Ginkgo biloba）はラットの一過性前脳

Ishigaki, T., Tsujita, J., Kaya, M. and Koyama, K.（2006）

虚血中の海馬内NO産生を抑制する. 第18回日本脳循環代

Physical activities in teenage develope bone mineral

謝学会総会, 11.10-11, 東京.

density and physical fitness without muscle mass.
Physical Activity + Obesity Satellite Conference, 8.319.2, Brisbane, Australia.

健康スポーツ科学
■ 学術論文 ■
［総説］
辻田純三（2006）医科大学における教養課程保健体育科目
の必要性. 保健の科学, 48, 590-593.
［原著］
Kaya, M., Moriwaki, Y., Ka, T., Inokuchi, T., Yamamoto,
A., Takahashi, S., Tsutsumi, Z., Tsujita, J., Oku, Y.

賀屋光晴, 小山勝弘, 山下陽一郎, 石垣

享, 辻田純三

（ 2 0 0 6 ）運 動 に お け る 血 中 , 尿 中 プ リ ン 塩 基 お よ び
oxypurinol 動態について. 第61回日本体力医学会大会,
9.24-26, 神戸.
大谷秀憲, 賀屋光晴, 辻田純三, 上月久治, 堀

清記（2006）

運 動前の脱 水量と深部体 温が 暑 熱 環 境下の持久性パ
フォーマンスに及ぼす影響. 第61回日本体力医学会大会,
9.24-26, 神戸.
玉木

彰, 大島洋平, 辻田純三, 越久仁敬（2006）上肢ペ

a nd Yamamoto, T.（ 2006）Plasma concent rat ions

ダリング時における Locomotor Respiratory Coupling

and urinary excretion of purine beses（uric acid,

の発生状況に関する研究. 第61回日本体力医学会大会,

hypoxanthine, and xanthine）and oxypurinol after

9.24-26, 神戸.

兵庫医大業績録（2006）
大島洋平, 玉木

彰, 辻田純三, 越久仁敬（2 0 0 6）上肢

ペダリング時における運動能力の違いが L o c o m ot o r
Respiratory Coupling の発生に及ぼす影響. 第61回日本
体力医学会大会, 9.24-26, 神戸.
■ その他 ■
辻田純三（2006）加齢を考える. 兵庫県いなみの学園高齢者
大学講座, 3.3, 加古川.
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専

門

部

門

4.30-5.4, Fort Lauderdale, U.S.A.（Program book, 237,
2006.）
Maeda, S., Kuwahara, S., Ito, H., Tanaka, K., Hayakawa,

〔基礎医学系講座〕

T. and Seki, M.（2006）Localization of aquaporin-8 in

解剖学第 1

（Suncus murinus）. The 1st C on ference of Asia n

the podocytes of the pre- and postnatal musk shrews

■ 学術論文 ■
［原著］
Hayakawa, T., Kuwahara, S., Maeda, S., Tanaka, K. and

Association of Veterinary Anatomists, 3.19-21, Tsukuba.
（日本獣医学会学術集会141回講演要旨集, 189, 2006.）
増田明子, 早川
村

徹, 細谷友雅, 神野早苗, 関

真, 三

治（2006）ラットの角膜支配三叉神経節細胞におけ

Seki, M.（2006）Direct sy napt ic contacts on t he

る痛覚関連神経伝達物質の分布. 第30回角膜カンファラ

myenteric ganglia of the rat stomach from the dorsal

ンス. 第22回角膜移植学会総会, 2.9-11, 東京.（抄録集,

motor nucleus of the vagus. J. Comp. Neurol., 498,
352-362.

89, 2006.）
早川

徹,

原 佐 知 , 前田 誠 司 , 田中 宏 一, 関

真

S a r i, D.K., Kuwahara, S., Tsu ka moto, Y., Hor i, H.,

（2006）ラットの胃の筋層間神経叢に投射する迷走神経

Ku nug it a, N., A rash ida n i, K., Fuji ma k i, H. a nd

背側運動核のシナプス構成. 第111回日本解剖学会総会,

Sasaki, F.（2006）Effects of subchronic exposure to

3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81（Suppl.）, 196, 2006.）

low concentrations of toluene on the hypothalamo-

増田明子, 早川

徹,

原佐知, 前田誠司, 田中宏一, 三

pituitary-adrenal gland axis of female mice. Taiki

村

Kankyo Gakkaishi（ J. Jpn Soc. Atmos. Environ.）, 41,

る三叉神経節ニューロンの形態学的免疫組織化学的特

38-43.

徴. 第111回日本解剖学会総会, 3.29-31, 相模原.（解剖学

Fu r uya, M., Adach i, K., Kuwahara, S., Ogawa, K.
and Tsukamoto, Y.（2006）Inhibition of male chick

治, 関

真（2006）ラットの角膜と上眼瞼に分布す

雑誌, 81（Suppl.）, 188, 2006.）
前田誠 司 ,

原佐 知 , 伊東 久 男, 田中宏 一, 早川

徹,

phenotypes and spermatogenesis by Bisphenol-A. Life

関

Sci., 78, 1767-1776.

チャンネルAQ P8の発現について. 第111回日本解剖学

Tanaka, S., Kuwahara, S., Nishijima, K., Ohno, T. and
Matsuzawa, A.（2006）Genetic association of mutation

真（2006）スンクス腎糸球体発生過程における水

会総会・全国学術集会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81
（Suppl.）, 178, 2006.）

at agouti locus with adrenal X zone morphology in

原佐 知 , 前田誠 司 , 伊東 久 男, 田中宏 一, 早川

BALB/c mice. Exp. Anim., 55, 343-347.

関

徹,

真（2 0 0 6）マウス視 床下部における副腎皮質刺

Ta na ka, S., Kuwahara, S., Nishijima, K., Oh no, T.,

激ホルモン放出ホルモンニューロンの加齢変化. 第111

Nagaya, M., Nakamura, Y., Sumi, Y., Miyaishi, O. and

回日本解剖学会総会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81

Goto, N.（2006）Comparison of rat mandible bone
characteristics in F344 substrains, F344/Du and
F344/N. Exp. Anim., 55, 415-418.
Tanaka, S., Kuwahara, S., Nishijima, K., Nakamura, Y.,

（Suppl.）, 226, 2006.）
原 佐 知 , 前田 誠 司 , 田中 宏 一, 早川

徹, 関

真

（2006）ラット下垂体におけるアクアポリンの発現. 第142
回日本獣医学会, 9.22-26, 山口.

Sumi, Y., Ohno, T. and Goto, N.（2006）Morphometric
comparison of the rat mandible in F344 substrains,

解剖学第 2

F344/Du and F344/N. Exp. Anim., 55, 433-438.
■ 学会発表 ■
［一般講演］

■ 著書 ■

Hayakawa, T., Kuwahara, S., Maeda, S., Tanaka, K. and

Noguchi, K.（2006）Central sensitization following nerve

Seki, M.（2006）Direct synaptic projections to the

injury: molecula r mecha nisms. I n: Ha ndbook of

myenteric ganglion neurons of the rat stomach from

Clinical Neurology, Pain,（Cervero, F. and Jensen, T.S.

the dorsal motor nucleus of the vagus（DMV）. 29th

eds.）, Vol.81, Elsevier, Amsterdam, 277-291.

Annual meeting of the Japan Neuroscience Society,

野口光一, 福岡哲男（2006）いたみ（侵害刺激）と脳. 新・行

7.19-21, Kyoto.（Neurosci. Res., 55（Suppl.1）, S129,

動と脳,（俣野彰三, 遠山正彌, 塩坂貞夫

2006.）

出版会, 大阪, 279-307.

Masuda, A., Hayakawa, T., Kuwahara, S., Kanno, S., Seki,
M. a nd Mimura, O.（2006）I mmu nohistochemica l

編）, 大阪大学

■ 学術論文 ■
［原著］

characterization of the trigeminal ganglion neurons

Obat a, K., Katsura, H., S a kurai, J., Kobayashi, K.,

innervating the cornea. ARVO 2006 Annual Meeting,

Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T. a nd Noguchi,
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K.（ 2006）S uppre s s ion of t he p75 neu rot roph i n

Takahashi, A., Tokunaga, A., Yamanaka, H., Mashimo,

receptor in uninjured sensory neurons reduces

T., Nog uchi, K. a nd Uch ida, I.（2006）Two ty pes

neuropathic pain after nerve injury. J. Neurosci., 26,

of GABAergic miniature inhibitory postsynaptic

11974-11986.

currents in mouse substantia gelatinosa neurons. Eur.

O b at a, K., Ya m a n a k a, H., Ko b ay a s h i, K., D a i, Y.,
Mizushima, T., Katsura, H., Fukuoka, T., Tokunaga,
A. and Noguchi, K.（2006）The effect of site and type
of nerve injury on the expression of brain-derived
neurotrophic factor in the dorsal root ganglion and on
neuropathic pain behavior. Neuroscience, 137, 961-970.
Katsura, H., Obata, K., Mizushima, T., Yamanaka, H.,

J. Pharmacol., 553, 120-128.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
Nog uchi, K.（2006）Neurobiolog y of Pa in.（I nvited）
National center University, 2.27, Taipei, Taiwan.
野口光一（2006）慢性痛の発生機序.（特別講演）非がん性
疼痛におけるオピオイド治療研究会, 7.22, 東京.

Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, T., Tokunaga, A.,

野口光一（2006）神経障害性疼痛の分子メカニズム.（招待

Sakagami, M. and Noguchi, K.（2006）Antisense knock

講演）第12回糖尿病性神経障害を考える会, 8.25-26, 東

down of TR PA1, but not TR PM8, alleviates cold
hyperalgesia after spinal nerve ligation in rats. Exp.
Neurol., 200, 112-123.
Seino, D., Tokunaga, A., Tachibana, T., Yoshiya, S., Dai,
Y., Obata, K., Yamanaka, H., Kobayashi, K. and Noguchi,

京.
野口光一（2006）痛みの分子メカニズム－内臓痛の理解に
向けて－.（招待講演）第9回no Side GI Conference in 堂
島, 8.26, 大阪.
野口光一（2006）疼痛メカニズムに関する最近の話題

特

K.（2006）The role of ERK signaling and the P2X

にTR Pファミリーとグリアの関与について.（学術講演）小

receptor on mechanical pain evoked by movement of

野薬品工業（株）水無瀬研究所社内学術講演会, 10.4, 大

inflamed knee joint. Pain, 123, 193-203.
Obata, K. and Noguchi, K.（2006）BDN F in sensory
neurons and chronic pain. Neurosci. Res., 55, 1-10.
Mizushima, T., Obata, K., Katsura, H., Yamanaka, H.,

阪.
野口光一（2006）膝関節の痛み−分子メカニズム－.（招待講
演）第23回膝関節フォーラム, 12.2, 東京.
［シンポジウム等］

Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, T., Tokunaga, A.,

Noguchi, K.（2006）Molecular Changes in DRG neurons

Mashimo, T. and Noguchi, K.（2006）Noxious cold

after tissue inflammation.（Symposium）14th Korean

stimulation induces mitogen-activated protein kinase
activation in transient receptor potential（TR P）

Physiological Society, 4.28, Seoul, Korea.
津田

誠, 小畑浩一, 古江秀昌, 井上

誠（2006）疼痛研究

cha nnels TR PA1- a nd TR PM8-conta ining sma ll

について

sensory neurons. Neuroscience, 140, 1337-1348.

チ.（シンポジウム）日本ペインクリニック学会第40回大会・

Kobayashi, K., Fukuoka, T., Yamanaka, H., Dai, Y., Obata,
K., Tokunaga, A. and Noguchi, K.（2006）Neurons and

疼痛基礎研究における組織形態学的アプロー

第28回日本疼痛学会合同大会, 7.13-15, 神戸.（日本ペイン
クリニック学会誌, 13, 103-104, 2006.）

glial cells differentially express P2Y receptor mRNAs

野口光一（2006）ペインリサーチの最近の知見と日本疼痛

in the rat dorsal root ganglion and spinal cord. J.

学会開催を主催して.（ワークショップ）第8回ORIGIN神経

Comp. Neurol., 498, 443-454.

科学研究会夏のワークショップ, 9.1-2, 愛媛.

Katsura, H., Tsuzuki, K., Noguchi, K. and Sakagami,

野口光一（20 0 6）神経因性疼痛における細胞間接着因子

M.（ 2006）D i f ferent ia l ex pres sion of capsa ici n-,

L1- CA Mの役割.（ 班会議）特定領域研究「神経回路機

menthol-, and mustard oil-sensitive receptors in naive
rat geniculate ganglion neurons. Chem. Senses, 31,
681-688.

能」平成18年度冬の班会議, 12.18-19, 東京.
［一般講演］
Obata, K., Sakurai, J., Katsura, H., Mizushima, T. and

Zhu, W. J., Dai, Y., Fukuoka, T., Yamanaka, H., Kobayashi,

Noguchi, K.（2006）Nerve injury induces the activation

K., Obata, K., Wang, S. and Noguchi, K.（2006）Agonist

of extracellar signal-regulated protein kinase 5 in the

of PAR2 increases painful behavior produced by

dorsal root ganglion and spinal cord. 36th Annual

a lpha,beta-met hylene adenosine 5’-triphosphate.

Meeting Society for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta,

Neuroreport, 17, 1257-1261.

U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster No. 246.4/O12）

Katsura, H., Obata, K., M izushima, T., Sakurai, J.,

Dai, Y., Wang, S., Fukuoka, T., Tomi naga, M. a nd

Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T.,

Noguchi, K.（2006）Activation of Proteinase-activated

Sakagami, M. and Noguchi, K.（2006）Activation of

receptor 2 potentiates TRPA1 channel activity. 36th

Src-family kinases in spinal microglia contributes

Annual Meeting Society for Neuroscience, 10.14-

to mechanical hypersensitivity after nerve injury. J.

18, Atlanta, U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster No.

Neurosci., 26, 8680-8690.

792.10/C46）
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戸.（PAIN RESEARCH, 21, 45, 2006.）

Kobayashi, K., Fukuoka, T., Yamanaka, H. and Noguchi,
K.（2006）Changes of expression pattern of adenosine

櫻井

淳, 小畑浩一, 野口光一（2006）ラット胃の伸展刺激

receptor in the rat DRG and spinal cord following

によるER K1/2の活性化. 第28回日本疼痛学会, 7.14-15,

peripheral nerve injury. 36th Annual Meeting Society

神戸.（PAIN RESEARCH, 21, 50, 2006.）

for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta, U.S.A.（Abstract

福井智一, 戴

毅, 岩田幸一, 加茂博士, 吉矢晋一, 野口

光一（2006）坐骨神経への電気刺激による脊髄ニューロ

CD-ROM, Poster No. 802.21/H5）
Katsura, H., Obata, K., Sakurai, J., M izushima, T.,

ンでのERKのリン酸化及びWind-up現象との関係. 第28

Sakagami, M. a nd Nog uchi, K.（ 2006）Per iphera l

回日本疼痛学会, 7.14-15, 神戸.（PAIN RESEARCH, 21,

inflammation induces the activation of extracellular

83, 2006.）

sig na l-reg ulated protein kinase 5 in t he dorsa l

桂

弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2006）DRGにお

root ga nglion. 36th Annual Meeting Society for

けるER K5の活性化と炎症性疼痛. 第29回日本神経科学

Neuroscience, 10.14-18, Atla nta, U.S.A.（Abstract

大会, 7.19-21, 京都.（Neurosci. Res., 55（Suppl.1）, S187,

CD-ROM, Poster No. 246.5/O13）
M izushima, T., Obata, K., Katsura, H., Sakurai, J.,
Mashimo, T. and Noguchi, K.（2006）Acute noxious
stimulation induces the activation of extracellular
sig na lreg ulated protein kinase 5 in dorsa l root

2006.）
水島敏行, 小畑浩一, 真下

節, 野口光一（2 0 0 6）D R G

ニューロンにおけるE R K 5の活性化と急性痛. 第2 9回
日本神経科学大会, 7.19-21, 京都.（Neurosci. Res., 55
（Suppl.1）, S187, 2006.）

ganglion neurons. 36th Annual Meeting Society for

小畑浩一, 野口光一（2006）ER K5の活性化と神経因性疼

Neuroscience, 10.14-18, Atla nta, U.S.A.（Abstract

痛. 第29回日本神経科学大会, 7.19-21, 京都.（Neurosci.

CD-ROM, Poster No. 246.5/O14）

Res., 55（Suppl.1）, S187, 2006.）

Sakurai, J., Obata, K., Katsura, H., M izushima, T.,

桂

弘和, 都築建三, 野口光一, 阪上雅史（2006）ラット膝

M iwa, H. a nd Nog uch i, K.（ 20 0 6）Ac t ivat io n of

神経節におけるカプサイシン, メンソール, マスタードオイル

extracellular signal-regulated protein kinase 1/2 in

受容体の発現. 第24回頭頸部自律神経研究会, 8.26, 大

dorsal root ganglion and nodose ganglion neurons
following noxious gastric distention. 36th Annual

阪.
福井智一, 戴

毅, 野口光一, 吉矢晋一（2006）坐骨神経

Meeting Society for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta,

の電気刺激による脊髄ニューロンにおけるER Kのリン酸

U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster No. 346.1/S22）

化. 第21回日本整形外科学会基礎学術集会, 10.19-20, 長

Kozai, T., Yamanaka, H., Mashimo, T. a nd Noguchi,

崎.（日本整形外科学会雑誌, 80, Ｓ1045, 2006.）

K.（2006）Astrocytes expressing tPA in rat dorsal
horn contribute to allodynia following dorsal root

生理学第 1

injury. 36th Annual Meeting Society for Neuroscience,
10.14-18, Atlanta, U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster
No. 553.11/AA20）
小畑浩一, 野口光一（2006）一次知覚ニューロンにおける

■ 著書 ■
越久仁敬（2006）呼吸困難感－人はなぜ息苦しいと感じる

p75NTRの発現変化と痛み. 第111回日本解剖学会総会・

のか？－. 呼吸の事典,（有田秀穂

全国学術集会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌,81, 239,

546-555.

2006.）
桂

弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2006）SNLモデ
ルの脊髄ミクログリアにおけるSrc-family kinases の活
性化と痛覚過敏. 第111回日本解剖学会総会・全国学術集
会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81, 237, 2006.）

小畑浩一, 野口光一（2006）一次知覚ニューロンにおける
p75N TRの発現変化と痛覚過敏. 第28回日本疼痛学会,
7.14-15, 神戸.（PAIN RESEARCH, 21, 83, 2006.）

編）, 朝倉書店, 東京,

越久仁敬（2006）呼吸器疾患 18-2転移性肺腫瘍. 内科学,
特装版,（金澤一郎, 北原光夫, 山口

徹, 小俣政男

編）,

医学書院, 東京, 1129-1130.
柳澤輝行, 増宮晴子, 渡邊春男（2006）Ca拮抗薬の差異化.
新 目でみる循環器病シリーズ21
（齋藤宗靖

循環器病の薬物療法,

編）, メジカルビュー社, 東京, 188-199.

■ 学術論文 ■
［原著］

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2006）ラット脊

Kaya, M., Moriwaki, Y., Ka, T., Inokuchi, T., Yamamoto,

髄・後根神経節におけるAdenosine受容体mRNAの発現

A., Takahashi, S., Tsutsumi, Z., Tsuzita, J., Oku, Y.

と坐骨神経節切断後の変化. 第28回日本疼痛学会, 7.14-

a nd Yamamot o, T.（ 2006）Pla sma concent rat ions

15, 神戸.（PAIN RESEARCH, 21, 49, 2006.）

and urinary excretion of purine bases（uric acid,

桂

弘和, 小畑浩一, 野口光一（2006）神経因性疼痛モデ
ルの脊髄マイクログリアにおけるSrc-fa m i ly k i na seの
活性化とアロディニア. 第28回日本疼痛学会, 7.14-15, 神

hypoxanthine, and xanthine）and oxypurinol after
rigorous exercise. Metabolism, 55, 103-107.
Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,
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Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

neurons in the neonatal rat brainstem analyzed by

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver

dynamic voltage-imaging. Xth Oxford Conference,

of obese and lean Zucker rats. J. Therm. Biol., 31, 131-

9.19-24, Lake Louise, Canada.
賀屋光晴, 森脇優司, 華

136.

常祥, 井野口卓, 山本麻子, 高橋

Hori, S., Hori, K., Kaya, M., Ishigaki, T., Koyama, K.,

澄夫, 堤 善多, 辻田純三, 越久仁敬, 波田壽一, 山本徹也

Otani, H., Tsujita, J. and Oku, Y.（2006）Comparison

（2006）運動におけるプリン塩基およびoxypurinolの動態

of body mass, food intake and plasma constituents in

について. 第39回日本痛風・核酸代謝学会総会, 2.9-10, 京

lean and obese Zucker rats under cold acclimation

都.（第39回日本痛風・核酸代謝学会総会プログラム・抄

and deacclimation. J. Therm. Biol., 31, 137-143.

録集, 54, 2006.）

Moriguchi, S., Nishi, M., Komazaki, S., Sakagami, H.,

玉木

彰, 大島洋平, 辻田純三, 越久仁敬（2006）上肢ペダ

Miyazaki, T., Masumiya, H., Saito, S.Y., Watanabe, M.,

リング時におけるLocomotor Respiratory Couplingの発

Kondo, H., Yawo, H., Fukunaga, K. and Takeshima,

生状況に関する研究. 第61回日本体力医学会大会, 9.24-

H.（2006）Functional uncoupling between Ca

2+

release

and afteryperpolarization in mutant hippocampal

26, 神戸.
大島洋平, 玉木

彰, 辻田純 三, 越久仁敬（2 0 0 6）上肢

neurons lacking junctophilins. Proc. Natl. Acad. Sci.

ペダリング時における運 動能力の違いが L o c o m o t o r

U.S.A., 103, 10811-10816.

Respiratory Couplingの発生に及ぼす影響. 第61回日本

Hirata, Y., Brotto, M., Weisleder, N., Chu, Y., Lin, P.,

体力医学会大会, 9.24-26, 神戸.

Zhao, X., Thornton, A., Komazaki, S., Takeshima, H.,

Okabe, A., Kilb, W., Hanganu, I.L., Quian, T., Nakahara,

Ma, J. and Pan, Z.（2006）Uncoupling store-operated

D., Fukuda, A. and Luhmann, H.J.（2006）Taurine

Ca 2+ entry and altered Ca 2+ release from sarcoplasmic

i n h ibit s epi lept i for m a c t iv it y i n ne o n at a l r at

reticulum through silencing of junctophilin genes.

hippocampus via activation of glycine and GABA A

Biophys. J., 90, 4418-4427.

receptors. 5th Forum of European Neuroscience, 7.8-

Otani, H., Kaya, M., Tsujita, J., Hori, K. a nd Hori,

12, Vienna, Austria.

S.（2006）Low levels of hypohydration and endurance

K ilb, W., Ha nga nu, I.L., Okabe, A., Shimizu-Okabe,

c a pa c it y du r i ng he av y e xerc i s e i n u nt r a i ne d

C., Fukuda, A. and Luhmann, H.J.（2006）Different

individuals. J. Therm. Biol., 31, 186-193.

cell types of the developing rat neocortex express

■ 学会発表 ■
［一般講演］
Oku, Y., Masumiya, H. a nd Okada, Y.（2006）Cross
correlation analysis of respiratory-related optical
imaging signals. 日本神経科学学会, 7.19-21, 京都.

glycine receptors with similar molecular and distinct
f u nct iona l proper t ies. 5t h For u m of Eu ropea n
Neuroscience, 7.8-12, Vienna, Austria.
Achilles, K., Okabe, A., I keda, M., Shimizu-Okabe,
C., Fukuda, A., Luhmann, H.J. and Kilb, W.（2006）

Oku, Y., Masumiya, H. and Okada, Y.（2006）Postnatal

Excitatory GA BA actions in Caja l-Retzius cells

developmental changes in respiratory rhythmogenesis

are mediated by NKCC1. 5th Forum of European

begin at P1-P2 in rats. Xth Oxford Conference, 9.1924, Lake Louise, Canada.

Neuroscience, 7.8-12, Vienna, Austria.
Luhmann, H.J., Lessmann, V., Okabe, A. and Hanganu,

Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,

I.L.（2006）Cholinergic-driven coordinated network

Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

activity in the neonatal rat somatosensory cortex.

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver

5th Forum of European Neuroscience, 7.8-12, Vienna,

of obese and lean Zucker rats. Second International

Austria.

Me et i ng o n P hy s iolog y a nd P h a r m a c olog y of

Okabe, A., Kilb, W., Hanganu, I.L., Quian, T., Nakahara,

Temperature Regulation, 3.3-6, Phoenix, Arizona,

D., Fukuda, A. and Luhmann, H.J.（2006）Epileptiform

U.S.A.（Program and Abstracts, 137, 2006.）

activity is inhibited by taurine which can activate

Hori, S., Hori, K., Kaya, M., Ishigaki, T., Koyama, K.,

glycine a nd GA BA A receptors in immature rat

O tani, H., Tsujita, J. a nd Oku, Y.（ 2006）Weight

hippocampus. 29th Annual Meeting of the Japan

reducing effect of cold acclimation and deacclimation

Neuroscience Society, 7.19-21, Kyoto.

in lean and obese Zucker rats. Second International
Me et i ng o n P hy s iolog y a nd P h a r m a c olog y of

生理学第 2

Temperature Regulation, 3.3-6, Phoenix, Arizona,
U.S.A.（Program and Abstracts, 138, 2006.）
Okada, Y., Masumiya, H. and Oku, Y.（2006）Effects of
lowered pH on populational activity of respiratory

■ 学術論文 ■
［原著］
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Watanabe, K., Yaguchi, T., Yang, D., Kanno, T., Nagai, K.,

DRG neurons after sciatic nerve injury. 36th Annual

Yamamoto, S., Fujikawa, H., Yamamoto, H., Nagata, T.,

Meeting Society for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta,

Tashiro, C. and Nishizaki, T.（2006）Beneficial effect of

U.S.A.

intracellular free high-mannose oligosaccharides on

Watanabe, K., Yaguchi, T., Yamamoto, H., Fujikawa, H.

cryopreservation of mammalian cells and proteins.

and Nishizaki, T.（2006）DCP-LA exerts its protective

Cryobiology, 53, 330-335.

action against oxidative stress-induced neuronal cell

Kanno, T., Yamamoto, H., Yaguchi, T., Hi, R., Mukasa, T.,

death by reducing caspase activity. 36th Annual

Fujikawa, H., Nagata, T., Yamamoto, S., Tanaka, A. and

Meeting Society for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta,

Nishizaki, T.（2006）The linoleic acid derivative DCP-

U.S.A.

LA selectively activates PKC-epsilon, possibly binding

Yang, D., Yaguchi, T., Yamamoto, H. a nd Nishizaki,

to the phosphatidylserine binding site. J. Lipid Res., 47,

T.（2006）Adenosine induce apoptosis in HuH-7 human

1146-1156.

hepatoma cells by tuning expression of multiple

Sai, K., Yang, D., Yamamoto, H., Fujikawa, H., Yamamoto,

regulatory molecules relevant to caspase activation.

S., Nagata, T., Saito, M., Yamamura, T. and Nishizaki,

第15回日本アポトーシス研究会学術集会, 7.28-29, 京都.

T.（2006）A 1 adenosine receptor signal and AMPK

Kanno, T., Yaguchi, T. a nd Nishizaki, T.（2006）The

involving caspase-9/-3 activation are responsible for

newly synthesized linoleic acid derivative DCP-LA

adenosine -induced RCR-1 astrocytoma cell death.

selectively activates PKC-ε. 第49回日本神経化学会,

Neurotoxicology, 27, 458-467.

9.14-16, 名古屋.（神経化学, 45, 552, 2006.）

Maruo, K., Yamamoto, S., Kanno, T., Yaguchi, T., Maruo,

Yag uchi, T., Kanno, T., Ta na ka, A. a nd Nishizaki,

S., Yoshiya, S. and Nishizaki, T.（2006）Tunicamycin

T.（ 2 0 0 6）T h e c i s-u n s a t u r a t e d f r e e f a t t y a c i d

decreases the probability of single-channel openings

derivative H EPBA reg ulates α7 ACh receptor

for N-methyl-D-aspartate and alpha-amino-3-hydroxy-

trafficking, and synaptic plasticity via a CaMKII

5-met hyl-4 -isoxa zole propion ic acid receptors.

pathway. 第49回日本神経化学会, 9.14-16, 名古屋.（神経

Neuroreport, 17, 313-317.
Yag uchi, T., Nag at a, T., Mu ka sa, T., F uji kawa, H.,

化学, 45, 206, 2006.）
横田正幸, 林

秀明, 井上丈久, 藤川浩一, 渡辺高志, 里方

Yamamoto, H., Yamamoto, S., Iso, H., Tanaka, A. and

一郎（2 0 0 6）G o r l i n症候群におけるM S X 2遺伝 子 変

Nishizaki, T.（2006）Linoleic acid derivative DCP-

異. 第 6 5回日本 脳 神経 外 科 学会 総会, 10 . 18 - 2 0 , 京

L A i mproves lea r n i ng i mpa i r ment i n S A M P8.

都.（Neurologia medico-chirurgia, 46, 142, 2006.）

Neuroreport, 17, 105-108.

Ya g u c h i, T., Ya n g, D. a n d N i s h i z a k i, T.（ 2 0 0 6）

Maruo, K., Yamamoto, H., Yamamoto, S., Nagata, T.,

Extracellular adenosine induces apoptosis in HepG2

Fujikawa, H., Kanno, T., Yag uchi, T., M a r uo, S.,

human hepatoma cells by activating caspase-3, -8 and

Yoshiya, S. and Nishizaki, T.（2006）Modulation of P2X

-9 and increasing p53 expression. 日本分子生物学会

receptors via adrenergic pathways in rat dorsal root

2006フォーラム, 12.6-8, 名古屋.

ganglion neurons after sciatic nerve injury. Pain, 120,
106-112.
■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
Yaguchi, T., Kanno, T. a nd Nishizaki, T.（2006）The
cis-unsaturated free fatty acid derivative HEPBA

Yang, D., Yaguchi, T., Yamamoto, H. a nd Nishizaki,
T.（ 2006）I nt racel lu la rly t ra nspor ted adenosi ne
induces apoptosis in HuH-7 human hepatoma cells
by dow n reg u lat i ng c-F L I P ex pression causi ng
caspase-3/-8 activation. 日本分子生物学会2006フォーラ
ム, 12.6-8, 名古屋.

regulates α7 nicotinic ACh receptor trafficking.
（Symposium）The 6th Korea-Japan Joint Symposium

生化学

of Brain Sciences, and Cardiac and Smooth Muscles,
10.14-15, Seoul, Korea.
［一般講演］
Kanno, T., Yag uchi, T., Mukasa, T., Na kayama, H.,

■ 著書 ■
鈴木敬一郎（2006）化学発がんと放射線発がん.がんのベー

Watanabe, K. and Nishizaki, T.（2006）O-glycosylation

シックサイエンス, 第3版, （谷口直行, 大島

is a regulatory factor for AMPA receptor trafficking.

一郎

36th Annual Meeting Society for Neuroscience, 10.1418, Atlanta, U.S.A.
Na k ay a m a, H. a nd N i s h i z a k i, T.（ 2 0 0 6）E f fe c t of
noradrenaline on P2X receptor responses in rat

明, 鈴木敬

監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル,

東京, 29-56.
■ 学術論文 ■
［総説］
鈴木敬一郎, 大河原知水（2006）酸化ストレスVer.2.フリーラ

兵庫医大業績録（2006）
ジカル医学生物学の最前線, 酸化ストレス応答としての抗
酸化酵素誘導体.医学のあゆみ（別冊）, 195-198.
［原著］
Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Eguchi,
H., Ookawara, T., Ozawa, K., Shimoda, S., Yoshihara, D.,
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櫻井拓也 , 中野法彦 , 石橋義永 , 木崎節子 , 井澤鉄也 , 大
河原知水 , 大石修司 , 長澤純一 , 芳賀脩工 , 大野秀樹
（2006）新規ポリフェノール Oligonol の脂肪細胞におけ
る抗酸化作用の検討 . 第 76 回日本衛生学会総会 , 3.25-28,
山口 .（日本衛生学雑誌 , 61, 272, 2006.）

Takemura, M. and Suzuki, K.（2006）Effects of copper

大河原知水, 西村雅史, 藤原範子, 江口裕伸, 吉原大作, 鈴

metabolism on neurological functions in Wistar and

木敬一郎（2006）細胞外型スーパーオキシドジスムターゼ

Wilson’
s disease model rats. Biochem. Biophys. Res.

（E C-S OD）は血管平滑筋細胞のヘパリン結合型上皮増

Commun., 349, 1079-1086.
Nishimura, M., Ookawara, T., Eguchi, H., Fujiwara, N.,
Yoshihara, D., Yasuda, J., Mimura, O. and Suzuki,
K.（2006）Inhibition of gene expression of heparin-

殖因子様増殖因子（HB-EGF）の発現を抑制する. 日本生
化学会第53回近畿支部会, 5.20, 大津.（生化学, 78, 699,
2006.）
Ookawara, T., Eguchi, H., Fujiwara, N., Yoshihara, D.,

binding epidermal growth factor-like growth factor

Nishimura, M., Mimura, O. a nd Suzuki, K.（2006）

by extracellular superoxide dismutase in rat aortic

Inhibition of gene expression of heparin-binding

smooth muscle cells. Free Radic. Res., 40, 589-595.

epiderma l g rowt h factor-like g rowt h factor by

Yasuda, J., Eguchi, H., Fujiwara, N., Ookawara, T., Kojima,

extracellular superoxide dismutase in rat aortic

S., Yamaguchi, Y., Nishimura, M., Fujimoto, J. and

smooth muscle cells. 20 t h I U BM B I nternationa l

Suzuki, K.（2006）Reactive oxygen species modify

Congress of Biochemistry and Molecular Biology and

oligosaccharides of glycoproteins in vivo : a study of

11th FAOBMB Congress, 6.18-23, Kyoto.（79 th Annual

a spontaneous acute hepatitis model rat（LEC rat）.

Meeting of the Japanese Biochemical Society, 794,

Biochem. Biophys. Res. Commun., 342, 127-134.

2006.）

Hatao, H., Oh-ishi, S., Itoh, M., Leeuwenbrgh, C., Ohno,

Sakurai, T., Fujiwara, N., Kizaki, T., Izawa, T., Haga,

H., Ookawara, T., Kishi, K., Yagyu, H., Nakamura, H.

S., Suzuki, K. and Ohno, H.（2006）Examination of

and Matsuoka, T.（2006）Effects of acute exercise

the anti-oxidative effect of new polyphenol Oligonol

on lung antioxidant enzymes in young and old rats.

in adipocytes. 20 th IUBMB International Congress

Mech. Ageing Dev., 127, 384-390.

of Biochemistry a nd Molecular Biolog y a nd 11t h

Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,

FAOBM B Cong ress, 6.18-23, Kyoto.（79 t h A n nua l

Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

Meeting of the Japanese Biochemical Society, 468,

of long-term cold acclimation in deacclimated Wistar
rats. J. Therm. Biol., 31, 124-130.

2006.）
Fujiwara, N., Naka no, M., Ookawara, T., Eg uchi, H.,

Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,

Yoshihara, D., Taniguchi, N. and Suzuki, K.（2006）Role

Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

of Cys111 on the stability of human Cu/Zn-SOD20 th

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver

I U BM N C ong re s s, 6.18 -23, Kyot o.（79 t h A n nu a l

of obese and lean Zucker rats. J. Therm. Biol., 31, 131-

Meeting of the Japanese Biochemical Society, 293,

136.

2006.）

Hori, S., Hori, K., Kaya, M., Ishigaki, T., Koyama, K.,

Fujiwara, N., Naka no, M., Ookawara, T., Eg uchi, H.,

Otani, H., Tsujita, J. and Oku, Y.（2006）Comparison

Yoshihara, D., Taniguchi, N. and Suzuki, K.（2006）Role

of body mass, food intake and plasma constituents in

of Cys111 in structural stability of human copper/

lean and obese Zucker rats under cold acclimation

zinc-superoxide dismutase. The Second International

and deacclimation. J. Therm. Biol., 31, 137-143.
Otani, H., Kaya, M., Tsujita, J., Hori, K. a nd Hori,
S.（2006）Low levels of hypo hydration and endurance

Symposium on Biomolecular Chemistry, 8.6-9, Kobe.
（ISBC2006, 11, 2006.）
Fujiwara, N., Naka no, M., Ookawara, T., Eg uchi, H.,

c a pa c it y du r i ng he av y e xerc i s e i n u nt r a i ne d

Yoshihara, D., Taniguchi, N. and Suzuki, K.（2006）

individuals. J. Therm. Biol., 31, 186-193.

Identification of oxidized Cys111 in huma n Cu/

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
鈴木敬一郎（2006）兵庫医大でのAdvanced OSCE.（シンポ
ジウム）厚生労働科研費「試験問題プール制の推進等国

Zn-Superox ide Dismut ase. SF R M B’
s 13 t h A n nua l
Meeting, 11.15-19, Denver, U.S.A.（Abstracts, 41, S134,
2006.）
Fujiwara, N., Naka no, M., Ookawara, T., Eg uchi, H.,

家試験の改善に係る研究」分担研究「OS CEの実施に関

Yoshihara, D., Taniguchi, N. and Suzuki, K.（2006）

する研究」班主催シンポジウム, 11.5, 東京.

I nvolvement of Cys111 i n a st abi l it y of hu ma n

［一般講演］

copper/zinc-superoxide dismutase. 17th International
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兵庫医大業績録（2006）

Sy m p o s i u m o n A L S/ M N D, 11. 3 0 -12 . 2 , To k yo.

清記, 太田光熙（2006）OLETF肥満ラットにおける寒冷
順化, 脱順化時のアディポサイトカインの動態. 第27回日

（Amyotrophic Lateral Sclerosis, 7, 137, 2006.）
藤原範子, 中 三弥子, 大河原知水, 江口裕伸, 吉原大作, 谷
口直之, 鈴木敬一郎（2006）ヒトCu/Zn-スーパーオキシド
ジスムターゼの安定性に関与するCys111の酸化について.
過酸化脂質フリーラジカル学会第30回大会, 10.20-21, 横

本肥満学会, 10.27-28, 神戸.（肥満研究, 12（Suppl.）, 225,
2006.）
成瀬

均, 鈴木敬一郎（2006）兵庫医科大学におけるOSCE

評価の解析. 第38回医学教育学学会大会, 7.29-30, 奈良.
■ その他 ■

浜.（過酸化脂質研究, 30, 39, 2006.）
潤, 吉原

鈴木敬一郎（2006）兵庫医大における教員評価を授業改善

大作, 鈴木敬一郎（2006）活性酸素によるシアル酸の遊離

への取組－試み, 挫折, 今後の展望－. 平成18年度医学科

江口裕伸, 池田義孝, 大河原知水, 藤原範子, 安田

は, シアリルルイスＸを介した細胞接着を抑制する. 第28

教育ワークショップ, 8.28-9.7, 香川（香川大学医学部）.
鈴木敬一郎, 江口裕伸, 大河原知水（2006）ROSにより糖鎖

回日本フリーラジカル学会学術集会, 5.13-14, 津.
江口裕伸, 藤原範子, 大河原知水, Wang, P.G., 谷口直之,
鈴木敬一郎（2 0 0 6）活性酸素によるトランスフェリン糖
鎖構造の変化. 第16回L E Cラット研究会大会, 5.10, 神

切断と細胞接着の変化. 日本学術振興レドックス生命科
学第170委員会, 8.2, 下関.
鈴木敬一郎（2006）今, 医療専門職教育に求められるもの.
5.18, 大阪（千船病院）.

戸.（抄録集, 5, 2006.）
Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,

藤原範子, 中 三弥子, 鈴木敬一郎, 谷口直之（2006）ヒト

Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

Cu/Zn-SODの安定性に関与するCys111. 厚生科学研究

of long-term cold acclimation in deacclimated Wistar

費補助金「難治性疾患克服事業筋萎縮性側索硬化症の

rats. Second International Meeting on Physiology

画期的診断, 治療法に関する研究班（課題番号H17-難治

and Pharmacology of Temperature Regulation, 3.3-

-44）」平成17年度班会議, 1.20, 東京.（抄録, 28, 2006.）

6, Phoenix, Arizona, U.S.A.（Program and Abstracts,

藤原範子（2006）ヒトCu/Zn -スーパーオキシドジスムターゼ

136, 2006.）

の安定性におけるCys111の役割と酸化について. 高エネ

Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,

ルギー加速器研究機構物質構造科学研究所, 放射光研

Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

究施設構造生物学研究センター, 放射光セミナー, 7.27, 東

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver

京.

of obese and lean Zucker rats. Second International
Me et i ng o n P hy s iolog y a nd P h a r m a c olog y of

薬理学

Temperature Regulation, 3.3-6, Phoenix, Arizona,
U.S.A.（Program and Abstracts, 137, 2006.）
Hori, S., Hori, K., Kaya, M., Ishigaki, T., Koyama, K.,
O tani, H., Tsujita, J. a nd Oku, Y.（ 2006）Weight

■ 学術論文 ■
［総説］

reducing effect of cold acclimation and deacclimation

Kitanaka, J., Kitanaka, N. a nd Takemura, M.（2006）

in lean and obese Zucker rats. Second International

Modification of monoaminergic activity by MAO

Me et i ng o n P hy s iolog y a nd P h a r m a c olog y of

inhibitors influences methamphetamine actions. Drug

Temperature Regulation, 3.3-6, Phoenix, Arizona,
U.S.A.（Program and Abstracts, 138, 2006.）

Target Insights, 1, 19-28.
M at suda, T., Nag ano, T., Takemura, M. a nd Baba,

Otani, H., Kaya, M., Tsujita, J., Hori, K. a nd Hori,

A.（2006）Topics on the Na+/Ca 2+ exchanger: responses

S.（2006）Low levels of hypohydration and endurance

of Na+/Ca 2+ exchanger to interferon-γ and nitric oxide

c a pa c it y du r i ng he av y e xerc i s e i n u nt r a i ne d

in cultured microglia. J. Pharmacol. Sci., 102, 22-26.

i nd iv idu a ls. S e c ond I nt er n at ion a l Me et i ng on

［原著］

Physiolog y a nd Pha r macolog y of Temperat u re

Kitanaka, N., Kitanaka, J. and Takemura, M.（2006）

Regulation, 3.3-6, Phoenix, Arizona, U.S.A.（Program

Modification of morphine-induced hyperlocomotion

and Abstracts, 33, 2006.）

a nd a nt i n o c ic ept i o n i n m ic e by c l org yl i ne , a

Hori, K., Fujinami, A., Kaya, M., Hori, S. and Ohta,
M（
. 2 0 0 6）I n f l u e n c e o f c o l d a c c l i m a t i o n a n d

monoamine oxidase-A inhibitor. Neurochem. Res., 31,
829-837.

deacclimation on the adipocytokines of obese and

Kitanaka, N., Kitanaka, J., Tatsuta, T., Watabe, K., Morita,

lean Zucker rats. 20th IUBMB International Congress

Y. a nd Ta kemu ra, M.（ 20 06）Met h a mphet a m i ne

th

of Biochemistry a nd Molecular Biolog y a nd 11

reward in mice as assessed by conditioned place

FAOBMB Congress, 6.18-23, Kyoto.（Abstracts, 476,

preference test with Supermex® sensors : effect of

2006.）

subchronic clorgyline pretreatment. Neurochem. Res.,

堀

和子, 藤波

綾, 前田仁美, 太田潔江, 賀屋光晴, 堀

31, 805-813.
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兵庫医大業績録（2006）
Tat sut a, T., K it ana ka, N., K it ana ka, J., Mor it a, Y.

北中順惠, 北中純一, 立田知大, 渡部

要, 守田嘉男, 竹村

a n d Ta ke mu r a, M.（ 2 0 0 6）L o b e l i n e a t t e nu a t e s

基彦（2006）メタンフェタミン報酬効果に対するクロルギ

methamphetamine-induced stereotypy in adolescent

リン前処置の効果：スーパーメックスセンサー ®を用いた

mice. Neurochem. Res., 31, 1359-1369.

CPP装置による解析. 第29回日本神経科学大会, 7.19-21,

Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Eguchi,

京都.（Neurosci. Res., 55（Suppl. 1）, S203, 2006.）

H., Ookawara, T., Ozawa, K., Shimoda, S., Yoshihara, D.,

北中純一, 北中順惠, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2006）

Takemura, M. and Suzuki, K.（2006）Effects of copper

モルヒネによるマウス運 動 量増強のクロルギリン前処

metabolism on neurological functions in Wistar and

置による抑制. 第29回日本神経科学大会, 7.19 -21, 京

Wilson's disease model rats. Biochem. Biophys. Res.

都.（Neurosci. Res., 55（Suppl. 1）, S203, 2006.）

Commun., 349, 1079-1086.

竹村基彦, 北中順惠, 立田知大, 守田嘉男, 北中純一（2006）

Zhao, H., Ito, A., Kimura, S.H., Yabuta, N., Sakai, N.,

メタンフェタミンによるマウス常同行動とモノアミン代謝

Ikawa, M., Okabe, M., Matsuzawa, Y., Yamashita,

に対するロベリン前処置の効果. 第29回日本神経科学大

S. and Nojima, H.（2006）RECS1 deficiency in mice

会, 7.19-21, 京都.（Neurosci. Res., 55（Suppl. 1）, S203,

induces susceptibility to cystic medial degeneration.
Genes Genet. Syst., 81, 41-50.

2006.）
木村信也, 任

几凭, 長野貴之, 竹村基彦（2006）バルビ

Nagano, T., Kimura, S.H., Takai, E., Matsuda, T. and

ツール酸誘導体はP C-12細胞の酸化ストレスによるアポ

Takemura, M.（2006）Lipopolysaccharide sensitizes

トーシスを抑制する. 日本放射線影響学会第49回大会,

microglia toward Ca -induced cell death: mode of cell
2+

death shifts from apoptosis to necrosis. Glia, 53, 67-73.
■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］

9.6-8, 北海道.（講演要旨集, 126, 2006.）
北中順惠, 北中純一, 立田知大, 渡部

要, 守田嘉男, 竹

村基彦（2006）Clorgyline has a complex mechanism
of act ion to block t he behav iora l ef fects of

Kitanaka, N., Kitanaka, J., Tatsuta, T., Watabe, K., Morita,

methamphetamine. 第28回日本生物学的精神医学会・第

Y. a nd Takemura, M.（ 2006）Met ha mphet a m i ne-

36回日本神経精神薬理学会・第49回日本神経化学会大会

induced behavioral abnormalities and conditioned

合同年会, 9.14-16, 名古屋.（神経化学, 45, 546, 2006.）

pl ace preference: a s s o ciat ion b et ween a n i m a l

北中純一, 北中順惠, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2006）

r e s p o n s e s a n d b r a i n m o n o a m i n e t u r n o v e r.

Influence of lobeline on striatal monoamine turnover,

（Symposium）The 18th Japan-Korea Joint Seminar

locomotor activity, and stereotypy in mice. 第28回日本

o n Ph a r m a c olog y, 9.23 -24, F u k u i.（ P rog r a m &

生物学的精神医学会・第36回日本神経精神薬理学会・第

Abstracts, 54, 2006.）

49回日本神経化学会大会合同年会, 9.14-16, 名古屋.（神

Kitanaka, J., Kitanaka, N., Tatsuta, T., Morita, Y. and

経化学, 45, 547, 2006.）

Takemura, M.（2006）Lobeline increases the onset
latency of the methamphetamine-induced stereotypy

病理学第 1

in mice.（Symposium）The 18th Japan-Korea Joint
Seminar on Pharmacology, 9.23-24, Fukui.（Program
& Abstracts, 53, 2006.）
［一般講演］
北中順惠, 北中純一, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2006）

■ 学術論文 ■
［総説］
大山秀樹（2 0 0 6）ハンセン病に対する感受 性および病型

マウスにおけるモルヒネ誘発性運動量増強のA型モノア

形成に関わる免疫遺伝学的背景. 化学療法の領域, 22,

ミン酸化酵素阻害薬による抑制と鎮痛作用増強. 第79回

1429-1435.

日本薬理学会年会, 3.8-10, 横浜.（J. Pharmacol. Sci., 100
（Suppl. I）, 251, 2006.）

［原著］
Nakamura, Y., Yamada, N., Ohyama, H., Nakasho, K.,

北中純一, 北中順惠, 立田知大, 竹村基彦（2006）2-フェニ

Nishizawa, Y., Oka moto, T., Futani, H., Yoshiya,

ルエチルアミンおよびデプレニル併用によるマウス線条

S., Okamura, H. a nd Tera da, N.（ 2006）Ef fect of

体ドーパミンの減少と常同行動発現期間の延長. 第79回

interleukin-18 on metastasis of mouse osteosarcoma

日本薬理学会年会, 3.8-10, 横浜.（J. Pharmacol. Sci., 100
（Suppl. I）, 192, 2006.）

cells. Cancer Immunol.Immunother., 55, 1151-1158.
Qiu, H.Y., Fujimori, Y., Nishioka, K., Yamaguchi, N.,

立田知大, 北中順惠, 北中純一, 守田嘉男, 竹村基彦（2006）

Hashimoto-Tamaoki, T., Sug i ha ra, A., Terada, N.,

マウスにおける覚せい剤誘発常同行動および脳内モノア

Nagaya, N., Kanda, M., Kobayashi, N., Tanaka, N.,

ミン代謝回転に対するロベリンの作用. 第79回日本薬理学

Westerman, K.A., Leboulch, P. and Hara, H.（2006）

会年会, 3.8-10, 横浜.（J. Pharmacol. Sci., 100（Suppl. I）,

Postnatal neovascularization by endothelial progenitor

191, 2006.）

cells immortalized with the simian virus 40T antigen
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gene. Int. J. Oncol., 28, 815-821.

of long-term cold acclimation in deacclimated Wister

Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,

rats. Second International Meeting on Physiology

Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

and Pharmacology of Temperature Regulation, 3. 3-6,

of long-term cold acclimation in deacclimated Wistar

Phoenix, Arizona, U.S.A.（Program and Abstracts,

rats. J. Therm. Biol., 31, 124-130.

136, 2006.）

Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,

Hori, K., Ishigaki, T., Kaya, M., Tsujita, J., Terada, N.,

Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

Oku, Y. and Hori, S.（2006）Effects of cold acclimation

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver

and deacclimation on glycogen metabolism in the liver

of obese and lean Zucker rats. J. Therm. Biol., 31, 131-

of obese and lean Zucker rats. Second International

136.

Me et i ng o n P hy s iolog y a nd P h a r m a c olog y of

Majercia k, V., Yamaneg i, K., Nie, S.H. a nd Z heng,
Z.M.（2006）Structural and functional analyses of
Kaposi sa rcoma-associated her pesvir us OR F57

Temperature Regulation, 3. 3-6, Phoenix, Arizona,
U.S.A.（Program and Abstracts, 137, 2006.）
杉原綾子, 廣田誠一, 中正恵二, 生田真一, 安井智明, 坂東

nuclear localization signals in living cells. J.Biol.Chem.,

俊宏, 吉江秀範, 相原

281, 28365-28378.

夫, 山中若樹, 寺田信行（2006）von Recklinghausen病

司, 光信正夫, 片岡保朗, 岡林一

Majerciak, V., Yamanegi, K. and Zheng, Z.M.（2006）

に合併した十二指腸・空腸多発GISTの1例. 第95回日本

Gene structure and expression of Kaposi’s sarcoma-

病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会誌, 95, 335,

associated herpesvirus ORF56, ORF57, OPF58, and
ORF59. J. Virol., 80, 11968-11981.
［症例報告］
大山秀樹, 山根木康嗣, 山田直子, 渡辺博文, 寺田信行, 中
正恵二（2006）びまん性肺骨形成（diffuse pulmonary
ossification; DOP）の1例. 診断病理, 23, 266-270.

2006.）
寺田信行, 中正恵二, 大山秀樹, 山田直子, 平野博嗣, 西尾
祥史, 小越菜保子, 山本

憲（2006）脾炎症性偽腫瘍の1

例. 第95回日本病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理
学会誌, 95, 346, 2006.）
平野博嗣, 中正恵二, 大山秀樹, 山田直子, 西尾祥史, 小越

Sugihara, A., Nakasho, K., Ikuta, S., Aihara, T., Kawai,

菜保子, 寺田信行（2006）Non-alcoholic steatohepatitis

T., Iida, H., Yoshie, H., Yasui, C., Mitsunobu, M., Kishi,

を背景に伴う肝細胞癌“clear cell type”の1例. 第95回日本

K., Mori, T., Yamada, N., Yamanegi, K., Ohyama, H.,

病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会誌, 95, 362,

Terada, N., Ohike, N., Morohoshi, T. and Yamanaka,
N.（2006）Oncocytic non-functioning endocrine tumor
of the pancreas. Pathol. Int., 56, 755-759.
■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
Ohyama, H., Kogoe, N., Takeuchi, K., Nishimura, F.,

2006.）
中正恵二, 大山秀樹, 山田直子, 平野博嗣, 西尾祥史, 小越
菜保子, 寺田信行（2006）混合型肝癌を合併した原発性
胆汁性肝硬変（PBC）の1剖検例. 第95回日本病理学会総
会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会誌, 95, 363, 2006.）
大山秀樹, 中正恵二, 山田直子, 平野博嗣, 西尾祥史, 小越

Uemura, Y., Matsushita, S., Ohara, N., Okano, S.,

菜保子, 山本

Abiko, Y., Yamanegi, K., Yamada, N., Nakasho, K. and

例. 第95回日本病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理

Terada, N.（2006）The effects of 5’f lanking region

憲, 寺田信行（2006）肝炎症性偽腫瘍の1

学会誌, 95, 364, 2006.）

gene polymorphism of IL12RB2 on nk cell activity.

杉原綾子, 中正恵二, 大山秀樹, 山田直子, 西尾祥史, 小越

（Symposium）US-Japan Cooperative Medical Science

菜保子, 平野博嗣, 寺田信行, 吉江秀範, 坂東俊宏, 生田

Prog ra m, Forty-f irst Tuberculosis a nd L eprosy

真一, 相原

Research Conference, 7.19, Kagoshima.（Proceedings,

彦（2006）胆嚢原発のhepatoid adenocarcinomaの1切除

41-45, 2006.）

例. 第95回日本病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理

大山秀樹（2006）歯周組織におけるクラスⅡH LA分子が関

司, 安井智明, 光信正夫, 山中若樹, 岸

清

学会誌, 95, 366, 2006.）

わる免疫防御機構.（シンポジウム）歯周組織のバイオロ

中正恵二, 大山秀樹, 山田直子, 平野博嗣, 西尾祥史, 小

ジー－基礎から臨床まで－, 大阪大学大学院歯学研究科

越菜保子, 寺田信行（2006）肝Nodular Regenerative

21世紀COEシンポジウム2006, 10.22, 大阪.

Hyperplasia（NRH）の2剖検例. 第95回日本病理学会総

三浦行矣, 藤元治朗, 中正恵二（2006）早期肝癌の画像診
断と病態, 肝動脈CTのsingle level dynamic studyから
みた早期肝細胞癌の画像的診断基準.（パネルディスカッ
ション）第42回日本肝癌研究会, 7.6-7, 東京.
［一般講演］
Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,
Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会誌, 95, 371, 2006.）
大山秀樹, 小越菜保子, 畑中加珠, 山田直子, 中正恵二, 植村
靖史, 松下

祥, 寺田信行（2006）早期発症型歯周炎患者

におけるP. gingivalis由来53kDa外膜蛋白に対するＴ細胞
応答性. 第95回日本病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本
病理学会誌, 95, 224, 2006.）
目黒道生, 西村英紀, 大山秀樹, 吉澤さゆり, 畑中加珠, 高柴
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正悟（2006）H L A-DR分子を介した刺激によってヒト歯

and Matsushita, S.（2006）Role of non-invariant NKT

肉線維芽細胞はGRO（growth-related oncogene）を産

cells in the maintenance of uterine Th2 environment

生する. 第124回日本歯科保存学会春季学術大会, 5.25-

during pregnancy. 第36回日本免疫学会総会・学術集会,

26, 横浜.（日本歯科保存学会雑誌, 49（春季特別号）, 99,

12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36,

2006.）

248, 2006.）

Yamanegi, K., Majerciak, V. and Zheng, Z.M.（2006）
A viral protein functions as a splicing factor in

病理学第２

promoting viral RNA splicing in vivo. RNA 2006:
11th Annual Meeting of the RNA society, 6.20-25,
Washington D.C., U.S.A.（Abstract, No.690, 2006.）
Yoshizawa, S., Nishimura, F., Meguro, M., TakeuchiHatanaka, K., Ohyama, H. and Takashiba, S.（2006）
FAK mediates HLA-II-induced signaling in gingival
fibroblasts. 84th International Association for Dental
Research, 6.28-7.1, Brisbane, Australia.（J. Dent. Res.,
85（Special Issue A）, No.0377, 2006.）
Yamanegi, K., Majerciak, V. and Zheng, Z.M.（2006）
K SH V OR F57 f u nct ions as a splicing factor in
promoting vira l R NA splicing in vivo. The 9t h
international workshop on KSHV and related Agents,
7.12-15, Massachusetts, U.S.A.（Abstract, 2006.）
Majerciak, V., Pripuzova, N., Yamanegi, K., McCoy, J.P.,

■ 学術論文 ■
［総説］
西上隆之, 小野寺正征, 佐藤鮎子, 辻村

亨（2006）大腸腺

腫・大腸癌, 大腸非腫瘍性ポリープの病理. 新しい診断と
治療のABC35, 最新医学（別冊）, 86-93.
辻村

亨（2 0 0 6）肝再生医療に向けたオーバル細胞の発

生・分化の解析. 兵庫医科大学医学会雑誌, 31, 19-22.
西上隆之（2006）大腸癌の臨床病理. 兵庫医科大学医学会
雑誌, 31, 43-49.
［原著］
溝上裕士, 下河辺宏一, 西上隆之, 伊藤真典, 竹原

央, 岩本

淳一（2006）Helicobacter pyloriに起因しないとされる胃
粘膜病変の形態. 胃と腸, 41, 1045-1051.

Gao, S.J. and Zheng, Z.M.（2006）KSHV OR F57 is

K at o, H., Ta keu c h i, O., S at o, S ., Yo ney a m a, M.,

essential for virus production. The 9th international

Yamamoto, M., Matsui, K., Uematsu, S., Jung, A.,

workshop on KSH V and related Agents, 7.12-15,

K awa i, T., I sh i i, K.J., Ya mag uch i, O., O t su, K.,

Massachusetts, U.S.A.（Abstract, 2006.）

Tsujimura, T., Koh, C.S., Reis, E., Sousa, C., Matsuura,

三浦行矣, 石田清隆, 岡田篤哉, 飯島尋子, 中正恵二（2006）

Y., Fujita, T. and Akira, S.（2006）Differential roles of

HCC脱分化過程の超初期像-CTA Pでhyperを呈する結

MDA5 and RIG-I helicases in the recognition of RNA

節の位置づけを考える. 第6回関西肝血流動態イメージ研
究会, 7.15, 大阪.

viruses. Nature, 441, 101-105.
Takegahara, N., Takamatsu, H., Toyofuku, T., Tsujimura,

吉澤さゆり, 西村英紀, 目黒道生, 畑中加珠, 大山秀樹, 高柴

T., Okuno, T., Yukawa, K., Mizui, M., Yamamoto, M.,

正悟（2006）歯肉線維芽細胞内のサイトカイン産生に関わ

Prasad, D.V., Suzuki, K., Ishii, M., Terai, K., Moriya,

るHLA-II分子を介した刺激伝達へのFAKの関与. 第125

M., Na katsuji, Y., Sa koda, S., Sato, S., A kira, S.,

回日本歯科保存学会秋季学術大会, 11.9-10, 鹿児島.（日

Takeda, K., Inui, M., Takai, T., Ikawa, M., Okabe, M.,

本歯科保存学会雑誌, 49（秋季特別号）, 129, 2006.）

Kumanogoh, A. and Kikutani, H.（2006）Plexin-A1 and

渡辺博文, 小嶋一夫, 佐々泰則, 山根木康嗣, 山田直子, 大山

its interaction with DAP12 in immune responses and

秀樹, 寺田信行, 中正恵二（2006）犬の乳腺および脾臓の

bone homeostasis. Nat. Cell. Biol., 8, 615-622.

骨外性骨肉腫. 第27回動物臨床医学会年次大会, 11.17-19,

Mazaki, Y., Hashimoto, S., Tsujimura, T., Morishige, M.,

大阪.（第27回動物臨床医学会年次大会プロシーディング,

Hashimoto, A., Aritake, K., Yamada, A., Nam, J.M.,

2, 389-390, 2006.）

Kiyonari, H., Nakao, K. and Sabe, H.（2006）Neutrophil

山根木康嗣, 中正恵二, 大山秀樹, 宇和伸浩, 荻野公一,
藤

久仁親, 寺田友紀, 廣川満良, 阪上雅史, 寺田信行

（2006）左鼻腔腫瘍の一例. 第35回日本病理学会近畿支
部学術集会, 12.9, 京都.（プログラム, No.666, 2006.）

direction sensing and superoxide production linked by
the GTPase-activating protein GIT2. Nat. Immunol., 7,
724-731.
Liu, W., Nakamura, H., Tsujimura, T., Cheng, J., Yamamoto,

Liu, T., Uemura, Y., Suzuki, M., Narita, Y., Ohyama, H.

T., Iwamoto, Y., Imanishi, H., Shimomura, S., Yamamoto,

and Matsushita, S.（2006）Dendritic cell-mediated Th

T., H irasawa, T., I naga k i, S., Nishig uchi, S. a nd

deviation controlled by functionally distinct subsets of

Hada, T.（2006）Chemoprevention of sponta neous

NKT cells. 第36回日本免疫学会総会・学術集会, 12.11-

development of hepatocellular carcinomas in fatty

13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36, 244,

liver Shionogi mice by a cyclooxygenase-2 inhibitor.

2006.）
Suzuki, M., Uemura, Y., Liu, T., Narita, Y., Ohyama, H.

Cancer Sci., 97, 768-773.
Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,
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Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

西上隆之, 小野寺正征, 佐藤鮎子, 辻村

亨（2006）脾膿瘍

of long-term cold acclimation in deacclimated Wistar

結腸瘻を呈した膵粘液嚢胞腺癌の１例. 第95回日本病理

rats. J. Therm. Biol., 31, 124-130.

学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会会誌, 95, 368,

Sato, S., Sanjo, H., Tsujimura, T., Ninomiya-Tsuji, J.,
Yamamoto, M., Kawai, T., Takeuchi, O. and Akira,

2006.）
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Kojima, S., Matsumoto,

S.（2006）TAK1 is indispensable for development of

T., Koishi, K., Hashimoto-Tamaoki, T., Tsujimura, T.

T cells and prevention of colitis by the generation of

a nd Yamamura, T.（ 2006）CXCR4, C OX-2, V E GF

regulatory T cells. Int. Immunol., 18, 1405-1411.

Expression in Esophageal Cancer Patients Received

Koishi, K., Yoshikawa, R., Tsujimura, T., Hashimoto-

Preoperat ive Chemoradiot herapy: I ncrease t he

Tamaoki, T., Kojima, S., Yanagi, H., Yamamura, T. and

Risk for Recurrence and Poor Survival?.（Poster）

Fujiwara, Y.（2006）Persistent CXCR4 expression

International Society for Digestive Surgery, 11.29-12.2,

after preoperative chemoradiotherapy predicts early

Roma, Italy.

recurrence and poor prognosis in esophageal cancer.

Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,
Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

World J. Gastroenterol., 12, 7585-7590.
Muneuchi, G., Suzuki, S., Onodera, M., Ito, O., Hata,

of long-term cold acclimation in deacclimated Wistar

Y. a nd Ig awa, H.（ 2006）L ong-ter m out come of

rats. Second International Meeting on Physiology

intralesional injection of triamcinolone acetonide for

and Pharmacology of Temperature Regulation, 3.3-

the treatment of keloid scars in Asian patients. Scand.

6, Phoenix, Arizona, U.S.A.（Program and Abstracts,

J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg., 40, 111-116.

136, 2006.）

Ueno, M., Tomita, S., Nakagawa, T., Ueki, M., Iwanaga,
Y., Ono, J., Onodera, M., Huang, C.L., Kanenishi, K.,

病原微生物学

Shimada, A., Maekawa, N. and Sakamoto, H.（2006）
Ef fect s of ag i ng a nd H I F-1a lpha def iciency on
permeability of hippocampal vessels. Microsc. Res.

■ 学術論文 ■
［総説］

Tech., 69, 29-35.
Ueno, M., Tomita, S., Ueki, M., Iwanaga, Y., Huang,
C.L., Onodera, M., Maekawa, N., Gonzalez, F.J. and

筒井ひろ子（20 06）自然免疫のP R R s（パターン認識受容
体）. 血液フロンティア, 16, 1946-1958.

Sakamoto, H.（2006）Two pathways of apoptosis are

奥野壽臣（2006）αヘルペスウイルスの分子生物学; VZVの

simultaneously induced in the embryonal brains

遺伝子とその産物 The varicella-zoster virus genome

of neural cell-specific H I F-1alpha-deficient mice.

and genes. 日本臨牀, 64（増刊3）, 133-139.
寺田

Histochem. Cell Biol., 125, 535-544.
Kitajima, K., Tanaka, M., Zheng, J., Yen, H., Sato, A.,
Sugiyama, D., Umehara, H., Sakai, E. and Nakano,
T.（2006）Redirecting differentiation of hematopoietic
progenitors by a transcription factor, GATA-2. Blood,
107, 1857-1863.

信, 筒井ひろ子, 今井康友, 中西憲司（2006）アトピー

性皮膚炎における抗IL-18治療の可能性とその機序. 臨床
免疫・アレルギー科, 46, 233-238.
［原著］
Ozeki, Y., Tsutsui, H., Kawada, N., Suzuki, H., Kataoka,
M., Kodama, T., Yano, I., Kaneda, K. and Kobayashi,

［症例報告］

K.（2006）Macrophage scavenger receptor down-

誓, 柏木亮一, 西上隆之（2006）多彩な組織像を呈す

r eg u l at e s myc o b a c t e r i a l c o r d f a c t o r-i n du c e d

る表層拡大型胃癌（いわゆるcrawling type）の１例. クリ

proinflammatory cytokine production by alveolar and

藤尾

ニシアン, 53, 199-202.

hepatic macrophages. Microb. Pathog., 40, 171-176.

Ikeuchi, H., Hori, K., Nishigami, T., Nakano, H., Uchino,

Hashimoto, M., Tawaratsumida, K., Kariya, H., Aoyama,

M., Nakamura, M., Kaibe, N., Noda, M., Yanagi, H. and

K., Ta mu ra, T. a nd Suda, Y.（ 2006）Lipoprotei n

Yamamura, T.（2006）Diffuse gastroduodenitis and

is a predomina nt Tool-like receptor 2 liga nd in

pouchitis associated with ulcerative colitis. World J.

Staphylococcus aureus cell wa ll components. I nt.

Gastroenterol., 28, 5913-5915.

Immunol., 18, 355-362.

■ 学会発表 ■

Inokuchi, T., Mor iwa ki, Y., Tsutsui, H., Yamamot o,

［一般講演］
小野寺正征, 西上隆之, 佐藤鮎子, 辻村

A., Takahashi, S., Tsutsumi, Z., Ka, T., Nakanishi,
亨（2006）Crohn

K. a nd Ya ma mot o, T.（ 2006）Pl a sm a i nterleu k i n

の瘻孔部に発生したmucinous adenocarcinomaの２症例.

（I L-）18（i nter feron-γ-i nduci ng factor）a nd ot her

第95回日本病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会

inf la mmatory cytokines in patients with gouty

会誌, 95, 344, 2006.）

arthritis and monosodium urate monohydrate srystal-
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chorioretinopathy の一例. 眼科, 48, 1853-1858.

induced secretion of IL-18. Cytokine, 33, 21-27.
Terada, M., Tsutsui, H., Imai, Y., Yasuda, K., Mizutani,
H., Yamanishi, K., Kubo, M., Matsui, K., Sano, H.
and Nakanishi, K.（2006）Contribution of I L-18 to

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
筒井ひろ子（2006）IL-18 を標的とした自然型アトピー症の

atopic-dermatitis-like skin inflammation induced by

治療法：IL-18 とアトピー性皮膚炎

Staphylicoccus aureus product in mice. Proc. Natl.

プ）免疫難病・感染症等の先進医療技術 , 第 3 回公開シ

Acad. Sci. U.S.A., 103, 8816-8821.

ンポジウム , 12.15, 東京 .

Murakami, T., Yamanaka, K., Tokime, K., Kurokawa,
I., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）

CREST.
（ワークショッ

［一般講演］
近藤祐一, 筒井ひろ子, 飯室勇二, 石

亦宏, 孫

学炳, 平

Topica l suplatast tosilat（I PD）a meliorates Th2

野公通, 中西憲司, 藤元治朗（2006）肝線維化の分子機

cytokine-mediated dermatitis in caspase-1 transgenic

構と治療

m ic e by dow n reg u l at i ng i nt erleu k i n- 4 a nd

炭素による肝線維化との関連性に乏しい. 第42回日本肝

interleukin-5. Br. J. Dermatol., 155, 27-32.

臓学会総会, 5.25-26,

Inatsu, S., Ohsaki, A. and Nagata, K.（2006）Idebenone
act s aga i nst g row t h of Helicpobacter pylori by

肝再生に必須のTLR/MyD88経路は, 四塩化
京都.（肝臓, 47（Suppl. 1）, A37,

2006.）
Omoto, Y., Tokime, K., Yamanaka, K., Morioka, T.,

i n h ibit i ng it s respi rat ion. A nt i m icrob. Agent s

Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K., Nakanishi,

Chemother., 50, 2237-2239.

K. and Mizutani, H.（2006）Effective conversion of

O mot o, Y., Tok i me, K., Ya m a n a k a, K., H ab e, K.,

human proI L-18 into a novel functional I L-18 by

Morioka, T., Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K.,

human mast cell chymase. 67th Annual Meeting of

Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）Human mast

the Society for Investigative Dermatology, 5.3-6,

cell chymase cleaves pro-IL-18 and generates a novel
and biologically active IL-18 fragment. J. Immunol.,

Philadelphia, U.S.A.
尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

177, 8315- 8319.
Isobe, T., Doe, M., Morimoto, Y., Nagata, K. and Ohsaki,
A.（2006）The anti-Helicobacter pylori flavones in a
Brazilian plant, Hyptis fasciculata, and the activity of

仁（2006）マスト細胞

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 日本研究皮膚
科学会第31回年次学術大会・総会, 5.31-6.2, 京都.
澤木潤子, 筒井ひろ子, 安田好文, 林

伸樹, 谷澤隆邦, 審

良静男, 中西憲司（2006）N K細胞のTLRリガンドによる

methoxyflavones. Biol. Pharm. Bull., 29, 1039-1041.
Nagata, Y., Higashi, M., Ishii, Y., Sano, H., Tanigawa,
M., Nagata, K., Noguchi, K. and Urade, M.（2006）The
presence of high concentrations of free D-amino acids

活性化. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学
術集会, 7.7-8, 西宮.（抄録集, 113, 2006.）
井野口卓, 山本麻子, 華

常祥, 堤

善多, 高橋澄夫, 森脇

優司, 筒井ひろ子, 中西憲司, 山本徹也（2006）痛風発作

in human saliva. Life Sci., 78, 1677-1681.
Yamanishi, S., Iizumi, T., Watanabe, E., Shimizu, M.,

時および尿酸塩結晶（MSU）刺激によるI L-18についての

Kamiya, S., Nagata, K., Kumagai, Y., Fukunaga, Y.

検討. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術

and Takahashi, H.（2006）Implication for induction
of autoim mu n it y v ia act ivat ion of B-1 cel ls by
Helicobacter pylori urease. Infect. Immun., 74, 248-256.
Lünemann, J. D., Edwards, N., Muraro, P. A., Hayashi, S.,
Cohen, J. I., Münz, C. and Martin, R.（2006）Increased
frequency and broadened specificity of latent EBV

集会, 7.7-8, 西宮.（抄録集, 113, 2006.）
今井康友, 寺田
谷

信, 筒井ひろ子, 安田好文, 山西清文, 水

仁, 久保允人, 松井

聖, 佐野

統, 中西憲司（2006）

アトピー性皮膚炎（AD）とIL-18. 第71回日本インターフェ
ロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
藤盛好啓, 糸井久幸, 松井

聖, 筒井ひろ子, 岡村春樹, 中

nuclear antigen-1-specific T cells in multiple sclerosis.

西憲司（2006）急性移植片対宿主病（GV H D）における

Brain, 129, 1493-1506.

IL-18の役割. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学

Umeda, K., Noro, Y., Murakami, T., Tokime, K., Sugisaki,
H., Yamanaka, K., Kurokawa, I., Kuno, K., Tsutsui,

会学術集会, 7.7-8, 西宮.
近藤祐一, 石

亦宏, 藤元治朗, 審良静男, 筒井ひろ子, 中

H., Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）A novel

西憲司（2006）肝再生におけるTLR/MyD88経路の重要

acoustic evaluation system of scratching in mouse

性. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集

dermatitis: rapid and specific detection of invisibly
rapid scratch in an atopic dermatitis model mouse.

藤元治朗（2006）Nuclear Factor k B（NF-kB）Decoy

Life Sci., 79, 2144-2150.
［症例報告］
岡 本 紀 夫 , 栗 本 拓治, 周

会, 7.7-8, 西宮.
今村美智子, 小串伊知郎, 飯室勇二, 筒井ひろ子, 中西憲司,
Oligodeoxynucleotides（ODN）はマウスのエンドトキシン

充 元 , 田上 雄一, 濱田

西村雅史, 奥野壽臣, 三村

文,

治（ 2 0 0 6）B i r d s h o t

誘導性劇症肝障害を抑制する. 第71回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
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尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

仁（2006）肥満細胞

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第71回日本イ
ンターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
Tsut su i, H., Ter a da, M. a nd Na k a n ish i, K.（ 20 0 6）

筒井ひろ子（2006）アレルギーと自然免疫.第27回兵庫県臨
床アレルギー研究会, 10.21, 神戸.
筒井ひろ子（2006）感染を契機に憎悪するアレルギー病.西
宮OCUフォーラム, 10.25, 西宮.
長田久美子, 福田能啓（2006）Helicobacter pylori に対する

Contribution of interleukin-18 to atopic dermatitis-like

idebenone による増殖阻害機作について. 平成18年度厚

skin inflammation induced by Staphylococcus aureus

生労働省がん研究助成金・班会議, 10.27, 東京.

product in mice. The 6th Awaji International Forum
on Infection and Immunity, 9.4-7, Hyogo.

免疫学・医動物学

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

仁（2006）肥満細胞

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第56回日本ア
レルギー学会秋季学術大会, 11.2-4, 東京.
大谷成人, 邵

揮, 奥野壽臣（2006）タンポポ（Taraxacum

officinale）のαヘルペスウイルスに対する抗ウイルス効果.
第54回日本ウイルス学会学術集会, 11.19-21, 名古屋.
Suda, Y., Hashimoto, M., Furuyashiki, M., Aoyama,
K., Okuno, T., K irikae, T., K irikae, F., Fujimoto,
Y. , F u k a s e , K . a n d K u s u m o t o , S （
. 2 0 0 6）
Immunostimulating activity of natural lipoteichoic
acid f ract ion is caused by t he l ipoprotei n-l i ke
compounds co-existing in the fraction. 20 th IUBMB
International Congress of Biochemistry and Molecular
Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-23, Kyoto.
稲津早紀子, 長田久美子（2006）Helicobacter pyloriの生育

■ 学術論文 ■
［総説］
Yoshimoto, T. and Nakanishi, K.（2006）Roles of IL-18 in
basophils and mast cells. Allergol. Int., 55, 105-113.
中西憲司（2006）アレルギーとインターロイキン18. 感染・炎
症・免疫, 36, 112-124.
中西憲司（20 0 6）アレルギー性炎症とインターロイキン18.
Progress in Medicine, 26, 1761-1769.
寺田

性皮膚炎における抗IL-18治療の可能性とその機序. 臨床
免疫・アレルギー科, 46, 233-238.
安田好文, 中西憲司（2006）IL-33. 臨床免疫・アレルギー科,
46, 324-328.
中西憲司（2006）インターロイキン-18とアレルギー性炎症.
第2回箱根カンファレンス記録集, 24-43.

と呼吸活性に対するidebenone による特異的阻害につい
て. 第79回日本細菌学会総会, 3.29-31, 金沢.（日本細菌学

信, 筒井ひろ子, 今井康友, 中西憲司（2006）アトピー

善本知広（2006）線虫感染防御とマスト細胞・好塩基球. 臨
床免疫, 45, 12-18.

雑誌, 61, 112, 2006.）
古家鋪舞子, 青山和枝, 田村俊秀, 切替照雄, 切替富美子, 橋

善本知広（2006）免疫研究最前線 2007, IL-18と線虫感染.

本雅仁, 隅田泰生, 深田有香, 綛谷良子, 奥野壽臣, 永楽信
隆, 森岡洋史, 藤本ゆかり, 深瀬浩一, 楠本正一（2006）リ
ポタイコ酸画分のサイトカイン誘導活性に対する中和抗体
の性質. 第79回日本細菌学会総会, 3.29-31, 金沢.（日本細
菌学雑誌, 61, 74, 2006.）

実験医学, 24（増刊）, 3303-3309.
林

伸 樹 , 中西 憲司（2 0 0 6）気管 支 喘息病 態とI L -18 .
Annual Review 免疫2007, 294-300.

［原著］
Inokuchi, T., Moriwaki, Y., Tsutsui, H., Yamamoto, A.,

Imamura, M., Yasuda, K., Fujimoto, J., Tsutsui, H. and

Takahashi, S., Tsutsumi, Z., Ka, T., Nakanishi, K.

Nakanishi, K.（ 2006）Requ i rement of T L R4 a nd

a nd Yamamoto, T.（2006）Plasma interleukin（I L）

TRAM for caspase-1-dependent IL-18 secretion after

-18（interferon-gamma-inducing factor）and other

stimulation with LPS. 第36回日本免疫学会総会・学術

inf la mmatory cytokines in patients with gouty

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

arthritis and monosodium urate monohydrate crystalinduced secretion of IL-18. Cytokine, 33, 21-27.

36, 2006.）
Adachi, K., Tsutsui, H., Taniguchi, M. and Nakanishi,

Terada, M., Tsutsui, H., Imai, Y., Yasuda, K., Mizutani,

K.（2006）Requirement of IL-18 and invariant NKT

H., Yamanishi, K., Kubo, M., Matsui, K., Sano, H.

（iNKT）cells for development of IgE response in

and Nakanishi, K.（2006）Contribution of I L-18 to

lethal mouse malaria. 第36回日本免疫学会総会・学術

atopic dermatitis-like skin inflammation induced by

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

Staphylococcus aureus product in mice. Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A., 103, 8816-8821.

36, 2006.）
原田佳世子, 田中宏幸, 辻

芳之, 長田久美子, 香山浩二

Ishikawa, Y., Yoshimoto, T. and Nakanishi, K.（2006）

（2006）ウレアプラズマと早産の関連および Ureaplasma

Contribution of IL-18-induced innate T cell activation

リポ蛋白の作用の検討.日本性感染症学会第19回学術大

to airway inflammation with mucus hypersecretion

会, 12.9-10, 金沢.

and airway hyperresponsiveness. Int. Immunol., 18,

■ その他 ■

847-855.
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Murakami, T., Yamanaka, K., Tokime, K., Kurokawa,
I., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）

ウム）第三回「免疫難病・感染症等の先進医療技術」公開
シンポジウム, 12.15, 東京.

To p i c a l s u p l a t a s t t o s i l a t e（I P D）a m e l i o r a t e s

善本知広（2006）I L-18とTh1型喘息の発症機序.（シンポ

Th2 cytokine-mediated dermat it is in caspase-1

ジウム）アレルギー性気道炎症Up to Date, The 14t h

transgenic mice by downregulating interleukin-4 and
interleukin-5. Br. J. Dermatol., 155, 27-32.
Umeda, K., Noro, Y., Murakami, T., Tokime, K., Sugisaki,

Symposium of Asthma in Tokyo, 12.17, 東京.
［一般講演］
近藤祐一, 筒井ひろ子, 飯室勇二, 石

亦宏, 孫

学炳, 平

H., Yamanaka, K., Kurokawa, I., Kuno, K., Tsutsui,

野公通, 中西憲司, 藤元治朗（2006）肝線維化の分子機

H., Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）A novel

構と治療

acoustic evaluation system of scratching in mouse

化炭素による肝線維化との関連性に乏しい. 第42回日本

dermatitis: rapid and specific detection of invisibly

肝臓学会総会, 5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A37,

rapid scratch in an atopic dermatitis model mouse.

2006.）

Life Sci., 79, 2144-2150.

肝再生に必須のTL R/MyD88経路は, 四塩

Omoto, Y., Tokime, K., Yamanaka, K., Morioka, T.,

O mot o, Y., Tok i me, K., Ya m a n a k a, K., H ab e, K.,

Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K., Nakanishi,

Morioka, T., Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K.,

K. and Mizutani, H.（2006）Effective conversion of

Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）Human mast

human proI L-18 into a novel functional I L-18 by

cell chymase cleaves pro-IL-18 and generates a novel

human mast cell chymase. 67th Annual Meeting

and biologically active IL-18 fragment. J. Immunol.,

of the Society for Investigative Dermatology, 5.3-6,

177, 8315-8319.

Philadelphia, U.S.A.

■ 学会発表 ■

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井ひ

［指定講演］
林

ろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

伸樹（2006）I L-18とTh1型気管支喘息.（特別講演）第
14回臨床サイトカイン研究会, 3.25, 神戸.

林

仁（2006）マスト細胞キ

マーゼによる新活性型I L-18分子の産生. 日本研究皮膚
科学会第31回年次学術大会・総会, 5.31-6.2, 京都.

伸樹（2006）Th1型気管支喘息と抗IL-18抗体によるそ

Yoshimoto, T., Ishikawa, Y. and Nakanishi, K.（2006）

の制御.（特別講演）第29回アレルギー性呼吸器疾患談話

Contribution of IL-18-induced innate T cell activation

会, 6.23, 大阪.

to airway inflammation with mucus hypersecretion

中西憲司（2006）I L-18: 多彩な生物活性と医学的意義.（特
別講演）第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学
術集会, 7.7-8, 西宮.

and
airway hyperresponsiveness. RCAI-JSI International
symposium of Immunology, 6.16-18, Yokohama.

中西 憲司（2 0 0 6）インターロイキン18とアレルギー性 炎
症.（特別講演）第2回箱根カンファレンス, 8.19-20, 箱根.
［シンポジウム等］

澤木潤子, 筒井ひろ子, 安田好文, 林

伸樹, 谷澤隆邦, 審良

静男, 中西憲司（2006）N K細胞のTLRリガンドによる活
性化. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術

善本知広（2006）蠕虫感染とIL-18.（シンポジウム）公開シン
ポジウム免疫監視機構の基盤とその制御, 2.17, 京都.

集会, 7.7-8, 西宮.
井野口卓, 山本麻子, 華

常祥, 堤

善多, 高橋澄夫, 森脇

中西憲司（20 06）I L-18とアレルギー炎症.（シンポジウム）

優司, 筒井ひろ子, 中西憲司, 山本徹也（2006）痛風発作

IL-18発見から10年, 兵庫医科大学先端医学研究所第4回

時および尿酸塩結晶（MSU）刺激によるI L-18についての

国際シンポジウム, 2.24, 西宮.

検討. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術

Yoshimoto, T.（2006）Role of IL-18-induced mucosal mast
cells in nematode expulsion.（Symposium）Keystone
symposia, 4.6-11, Colorado, U.S.A.

博, 杉村和久（2006）ヒトI L-18シグナルを阻止するヒト抗

Nakanishi, K.（2006）The role of I L-18 in intrinsic
allergic diseases.（Symposium）RCAI-JSI International
symposium of Immunology, 6.16-18, Yokohama.
林

伸 樹 , 田中英 久 , 黒田 麻 衣 , 佐 野

集会, 7.7-8, 西宮.（抄録集, 113, 2006.）
濱崎隆之, 内田俊輔, 橋口周平, 伊東祐二, 中西憲司, 中島敏

統 , 中西 憲司

（2006）気管支喘息とIL-18.（シンポジウム）第71回日本イ
ンターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

体, h18-108の確立. 第71回日本インターフェロン・サイトカ
イン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
今井康友, 寺田

信, 筒井ひろ子, 安田好文, 山西清文, 水谷

仁, 久保允人, 松井

聖, 佐野

統, 中西憲司（2006）ア

トピー性皮膚炎（AD）とIL-18. 第71回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

善本知広, 石川百合子, 中西憲司（2006）I L-18のマウスへ

石川百合子, 善本知広, 中西憲司（2006）I L-18誘導性自然

の吸入暴露によって誘導される自然型気管支喘息の解

型T細胞活性化が原因で起こるムチン分泌亢進を伴った

析.（シンポジウム）第56回日本アレルギー学会秋季学術大

気道炎症と気道過敏性亢進. 第71回日本インターフェロ

会, 11.2-4, 東京.
中西憲司（2006）アレルギー性炎症とSuper Th1.（シンポジ

ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
藤盛好啓, 糸井久幸, 松井

聖, 筒井ひろ子, 岡村春樹, 中
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西憲司（2006）急性移植片対宿主病（GV H D）における
IL-18の役割. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学

36, 2006.）
Kuroda, M., Hayashi, N., Tanaka, H., Sano, H. a nd

会学術集会, 7.7-8, 西宮.
近藤祐一, 石

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

亦宏, 藤元治朗, 審良静男, 筒井ひろ子, 中西

Nakanishi, K.（2006）A new experimental asthma

憲司（2006）肝再生におけるTLR/MyD88経路の重要性.

model in which endogenous IL-18 is critically involved

第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会,

as a causative factor. 第36回日本免疫学会総会・学術

7.7-8, 西宮.

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

今村美智子, 小串伊知郎, 飯室勇二, 筒井ひろ子, 中西憲司,
藤元治朗（2006）Nuclear Factor κ B（NF-κB）Decoy

36, 2006.）
Sugimura, K., Hamasaki, T., Uchida, S., Hashiguchi,

Oligodeoxynucleotides（ODN）はマウスのエンドトキシン

S., Ito, Y., Nakanishi, K. and Nakashima, T.（2006）

誘導性劇症肝障害を抑制する. 第71回日本インターフェロ

Establishment of human anti-human Interleukin-18

ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

antibody, h18-108. 第36回日本免疫学会総会・学術集会,

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井ひ
ろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

仁（2006）肥満細胞キ

12.11-13, 大阪.
田中英久, 林

伸樹, 黒田麻衣, 佐野

統, 杉村和久, 中西

マーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第71回日本イン

憲司（2006）ヒト末梢血単核球移入免疫不全マウスを用

ターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

いたTh1型喘息に対する抗ヒトI L-18抗体の治療効果の

Yoshimoto, T., Sasaki, Y. and Nakanishi, K.（2006）IL-18
protects against Strongyloides venezuelesis infection by

検討. 第36回日本免疫学会総会・学術集会, 12.11-13, 大
阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36, 2006.）

activating mucosal mast cell-dependent type-2 innate

善本知広（2006）IL-18と気管支喘息. 第三回「免疫難病・感

immunity. 11th international congress of parasitology,

染症等の先進医療技術」公開シンポジウム, 12.15, 東京.
中西憲司（2006）IL-18と痛風. 第三回「免疫難病・感染症等

8.6-11, Glasgow, Scotland U.K.
Tsut su i, H., Ter a da, M. a nd Na k a n ish i, K.（ 20 0 6）

の先進医療技術」公開シンポジウム, 12.15, 東京.

Contribution of interleukin-18 to atopic dermatitis-like

公衆衛生学

skin inflammation induced by Staphylococcus aureus
product in mice. The 6th Awaji International Forum on
Infection and Immunity, 9.4-7, Hyogo.
尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

仁（2006）肥満細胞

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第56回日本ア
レルギー学会秋季学術大会, 11.2-4, 東京.

■ 学術論文 ■
［総説］
島 正之（2006）小児の花粉症の疫学. チャイルドヘルス, 9,
76-78.
［原著］

Yoshimoto, T., Yoshimoto, T., Yasuda, K., Mizuguchi,

Tateno, S., Niwa, K., Na ka zawa, M., Iwa moto, M.,

J. a nd Na k a n i sh i, K.（ 20 0 6）I L-27 i n h i bit s T h2

Yokota, M., Nagashima, M., Echigo, S., Kado, H.,

responses in vitro and in vivo by suppressing GATA-

Shima, M. and Gatzoulis, M.A.（2006）Risk factors

3 expression; demonstration of its protective role

for arrhythmia and late death in patients with right

against Leishmaniasis. 第36回日本免疫学会総会・学術

ventricle to pulmonary artery conduit repair-Japanese

集会, 12.11-13, 大阪.

multicenter study. Int. J. Cardiol., 106, 373-381.

Motoki, K., K ishi, H., A ndoh,T., Nakanishi, K. a nd

Kasamatsu, J., Shima, M., Yamazaki, S., Tamura, K.

Muraguchi, A.（2006）Pro-inf lammatory cytokines

and Sun, G.（2006）Effects of winter air pollution on

show differential regulation on kainate-induced ataxia

pulmonary function of school children in Shenyang,

inmice. 第36回日本免疫学会総会・学術集会, 12.11-13,
大阪.
Imamura, M., Yasuda, K., Fujimoto, J., Tsutsui, H. and

China. Int. J. Hyg. Environ. Health, 209, 435-444.
Lee, M.J., Ayaki, H., Goji, J., Kitamura, K. and Nishio,
H.（2006）Cadmium restores in vitro splicing activity

Nakanishi, K.（ 2006）Requ i rement of T L R4 a nd

inhibited by zinc-depletion. Arch. Toxicol., 80, 638-643.

TRAM for caspase-1-dependent IL-18 secretion after

Uchida, R., Pa ndey, B.D., Shercha nd, J.B., A hmed,

stimulation with LPS. 第36回日本免疫学会総会・学術

K., Yokoo, M., Nakagomi, T., Cuevas, L.E., Cunliffe,

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

N.A., Hart, C.A. and Nakagomi, O.（2006）Molecular

36,2006.）

epidemiology of rotavirus diarrhea among children

Adachi, K., Tsutsui, H., Taniguchi, M. and Nakanishi,

and adults in Nepal: detection of G12 strains with P[6]

K.（2006）Requirement of IL-18 and invariant NKT

or P[8] and a G11P[25] strain. J. Clin. Microbiol., 44,

（iNKT）cells for development of IgE response in

3499-3505.

lethal mouse malaria. 第36回日本免疫学会総会・学術

［研究報告］

19

兵庫医大業績録（2006）
島

正之（2006）平成17年度環境省請負業務報告書「学童
コホート調査の阪神地区における同意確保調査」.

■ 学会発表 ■

新, 島

正之（2006）車道走行中の大気汚

染曝露評価（1）－瀋陽市のタクシー走行中の曝露レベル
－. 第65回日本公衆衛生学会総会, 10.25-27, 富山.（日本

［シンポジウム等］
島

田村憲治, 山崎

公衆衛生雑誌, 53, 1007, 2006.）

正之, 小野雅司, 中館俊夫, 新田裕史（2006）局地的大

山本良二, 野崎潤一, 島

正之, 幡山文一（2006）大気中

気汚染の健康影響に関する疫学調査－学童コホート調査

ガス状成分の健康影響. 第65回日本公衆衛生学会総会,

における健康影響評価の方法とベースライン調査の概要

10.25-27, 富山.（日本公衆衛生雑誌, 53, 1013, 2006.）

－.（シンポジウム）第47回大気環境学会年会, 9.20-22, 東
京.（大気環境学会年会講演要旨集CD-ROM, 2006.）
新田裕史, 大原利眞, 小野雅司, 佐藤俊哉, 島

正之, 中館

俊夫（2006）学童コホート調査における曝露評価と解析
計画.（シンポジウム）第47回大気環境学会年会, 9.20-22,
東京.（大気環境学会年会講演要旨集CD-ROM, 2006.）
島

野崎潤一, 山本良二, 島

正之（2006）微小粒子物質による

大気汚染の健康影響のインビトロでの評価方法の検討.
第65回日本公衆衛生学会総会, 10.25-27, 富山.（日本公衆
衛生雑誌, 53, 1014, 2006.）
Nitta, H., Ohara, T., Ono, M., Sato, T., Shima, M. and
Na kadate, T.（2006）Tra f f ic-related a ir pollut ion

正 之（2 0 0 6）大 気 汚染による健 康 被害 の歴史と今

exposures and respiratory health : a study design

後の課題 （
. フォーラム）第65回日本公衆 衛生学会総会,

of the schoolchildren cohort in the Sora Project.

10.25-27, 富山.（日本公衆衛生雑誌, 53（特別附録）, 166,

I nt e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n E nv i r o n m e nt a l

2006.）

Epidemiolog y & Exposure, 9.2-6, Pa ris, Fra nce.

［一般講演］
島

（Epidemiology, 17, S262, 2006.）

正之, 山崎

貴範（2006）中国にお

Ono, M., Honda, Y., Moriguti, Y., Odajima, H., Ohara,

ける都市大気汚染の健康影響－瀋陽市における学童の肺

T., Shima, M. and Tanaka, T.（2006）Environmental

機能の成長に伴う変化－. 第76回日本衛生学会総会, 3.25-

health surveillance system in Japan air pollution

28, 山口.（日本衛生学雑誌, 61, 241, 2006.）

and children’s health. International Conference on

新, 田村憲治, 孫

田村憲治, 近藤美則, 長谷川就一, 唐
島

寧, 早川和一,

正之（2006）車道走行中の大気汚染曝露評価に関す

る基礎的検討－運転中の大気中微小粒子曝露状況－. 第

Environmental Epidemiology & Exposure, 9.2-6, Paris,
France.（Epidemiology, 17, S262-263, 2006.）
郷司純子, 馬

露, 島

正之, 木下博之, 河合俊夫（2006）

76回日本衛生学会総会, 3.25-28, 山口.（日本衛生学雑誌,

慢性アルコール摂取とトルエン曝露の影響. 第34回有機溶

61, 287, 2006.）

剤中毒研究会, 12.1-2, 大阪.（近畿産業衛生技術部会研究

郷司純子, 島

正之, 小泉直子（2006）カドミウムが飢餓状

会, 2006.）

態の腎尿細管Na ／グルコーストランスポータを亢進させ

■ その他 ■

る作用機序の研究. 第76回日本衛生学会総会, 3.25-28, 山

島 正之（2006）石綿による健康被害と今後の対策－疫学面

＋

から－. 第6回藤井寺市医師会市民公開講座, 2.4, 大阪.

口.（日本衛生学雑誌, 61, 298, 2006.）
郷司純子, 馬

露, 島

正之（2006）アルコール摂取とトル

島

正之（2006）大気汚染の健康に及ぼす影響. 地域現代
学講座, 2.16, 尼崎.

エン慢性曝露がN K細胞活性に及ぼす影響. 第79回日本
産業衛生学会, 5.9-13, 仙台.（産業衛生学雑誌, 48（臨時

郷司純子（2006）スポーツと健康に関する食生活と栄養につ
いて. 地域スポーツリーダー養成講習会, 2.25, 宝塚.

増刊）, 353, 2006.）
田中茂美, 郷司純子, 島

正之（2006）ESSによる睡眠時無

呼吸症候群のスクリーニング法の評価. 第79回日本産業

島

正之（2006）自動車排出ガスによる大気汚染の健康影
響. Libella, 89, 2-3.

衛生学会, 5.9-13, 仙台.（産業衛生学雑誌, 48（臨時増刊）,
511, 2006.）

環境予防医学

有馬孝恭, 下条直樹, 井上祐三朗, 鈴木修一, 冨板美奈子,
島

正之, 河野陽一（2006）小児気管支喘息におけるアレ

ルギー性鼻炎の合併率. 第18回日本アレルギー学会春季
臨床大会, 5.30-6.1, 東京.（アレルギー, 55, 423, 2006.）
島

正之（2006）小学生の血清高感度CR P値と呼吸器症
状及び大気汚染との関連 . 第 47回大気 環 境学会年会,
9.20-22, 東京.（大気環境学会年会講演要旨集CD-ROM,

Wakabayashi, I., Poteser, M. and Groschner, K.（2006）
Intracellular pH as a determinant of vascular smooth
muscle function. J. Vasc. Res., 43, 238-250.
若林一郎, 加藤博久（2006）アルコールによる臓器障害の動

2006.）
新田裕史, 島

■ 学術論文 ■
［総説］

正之, 山崎

新（2006）微小粒子状物質の健

康影響に関する疫学研究－長期影響調査の実施状況（第
4報）－. 第47回大気環境学会年会, 9.20-22, 東京.（大気
環境学会年会講演要旨集CD-ROM, 2006.）

向と問題点

AR DSのリスク要因としてのアルコール依存

症. 日本アルコール・薬物医学会雑誌, 41, 400-406.
髙橋裕二（2006）高齢者の排泄障害とおむつに頼らない排
泄ケア. 臨床老年看護, 13, 20-26.
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若林一郎, 荒木慶彦（2006）飲酒と動脈硬化リスク要因との

Miyake, Y., Sasaki, S., Yokoyama, T., Chida, K., Azuma,

関係への性および年齢の影響. アルコールと医学生物学,

A., Suda, T., Kudoh, S., Sakamoto, N., Okamoto, K.,

26, 71-75.

Kobashi, G., Washio, M., Inaba, Y., Tanaka, H. and

［原著］

Japan Idiopathic Pulmonary Fibrosis Study Group

Wakabayashi, I. a nd Masuda, H.（2006）Association

（2006）Dietary fat and meat intake and idiopathic

of acute-phase reactants with arterial stiffness in

pulmonary fibrosis: a case-control study in Japan. Int.

patients with type 2 diabetes mellitus. Clin. Chim.

J. Tuberc. Lung Dis., 10, 333-339.

Acta, 365, 230-235.
Matsusaka, S. and Wakabayashi, I.（2006）Enhancement
of vascular smooth muscle cell migration by urotensin
II. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol., 373,
381-386.

Nakano, T., Hozumi, Y., Ali, H., Saino-Saito, S., Kamii, H.,
Sato, S., Watanabe, M., Kondo, H. and Goto, K.（2006）
Diacylglycerol kinase ζ is involved in the process of
cerebral infarction. Eur. J. Neurosci., 23, 1427-1435.
G o t o , K . , N a k a n o, T. a n d H o z u m i , Y.（ 2 0 0 6）

Wakabayashi, I. and Masuda, H.（2006）Inf luence of

Diacylglycerol k i nase a nd a n i ma l models: The

drinking alcohol on atherosclerotic risk in alcohol

pathophysiological roles in the brain and heart. Adv.

flushers and non-flushers of Oriental patients with

Enzyme Regul., 46, 192-202.

type 2 diabetes mellitus. Alcohol Alcohol., 41, 672-677.
Wakabayashi, I., Marumo, M., Grazia ni, A., Poteser,
M. a nd Grosch ner, K.（2006）TR P C4 expression

若林一郎, 荒木慶彦（2006）日本人女性勤労者における年
齢別の飲酒と動脈硬化リスク要因との関連性. 日本老年医
学会雑誌, 43, 525-530.

determines sensitivity of the platelet-type capacitative

若林一郎, 増田浩史（2006）2型糖尿病患者におけるcardio-

Ca 2+ entry channel to intracellular alkalosis. Platelets,

ankle vascular indexと動脈硬化進展度との関係におよ

17, 454-461.
Wakabayashi, I. and Masuda, H.（2006）Lipoprotein（a）as
a determinant of arterial stiffness in elderly patients

ぼす年齢の影響. 日本老年医学会雑誌, 43, 217-221.
［研究報告］
和田安彦, 清水

卓（2006）新たな試料の採取に関する研

with type 2 diabetes mellitus. Clin. Chim. Acta, 373,

究 兵庫県での採取. 厚生労働科学研究費補助金化学物

127-131.

質リスク研究事業「P OPsのリスク評価にむけてのヒト曝

Takahashi, I., Utsunomiya, M., Inoue, K., Takahashi,
T., Nozaki, J., Wada, Y., Takada, G. and Koizumi,
A.（2006）A PTPN11 gene mutation（Y63C）causing

露長期モニタリングのための試料バンクの創設に関する研
究」平成17年度 総括・分担研究報告書, 55-60.
和田安彦, 清水

卓（2006）新たな試料の採取に関する研

Noonan syndrome is not associated with short stature

究 兵庫県での採取. 厚生労働科学研究費補助金化学物

in general population. Tohoku J. Exp. Med., 208, 255-

質リスク研究事業「P OPsのリスク評価にむけてのヒト曝

259.

露長期モニタリングのための試料バンクの創設に関する研

Eslami, B., Koizumi, A., Ohta, S., Inoue, K., Aozasa, O.,
Harada, K., Yoshinaga, T., Date, C., Fujii, S., Fujimine,
Y., Hachiya, N., Hirosawa, I., Koda, S., Kusaka, Y.,

究」平成15-17年度 総合研究報告書, 93-100.
■ 学会発表 ■
［一般講演］

Murat a, K., Na katsu ka, H., Omae, K., S a ito, N.,

中川華月, 峰晴陽平, 井上佳代子, 和田安彦, 中村好一, 玉腰

Shimbo, S., Takenaka, K., Takeshita, T., Todoriki, H.,

暁子, 小泉昭夫, JACC Study Group（2006）外因死に対

Wada, Y., Watanabe, T. and Ikeda, M.（2006）Large-

する危険因子の検討. 第16回日本疫学会総会, 1.23-24, 名

scale evaluation of the current level of polybrominated
diphenyl ethers（PBDEs）in breast milk from 13
regions of Japan. Chemosphere, 63, 554-561.

古屋.（J. Epidemiol., 16（Suppl.）, S180, 2006.）
Wada, Y., Koizumi, A., Inoue, K., Harada, K., Inoue, S.,
Fujii, S., Hachiya, N., Hirosawa, I., Koda, S., Kusaka,

Washio, M., Horiuchi, T., Kiyohara, C., Kodama, H.,

Y., Murata, K., Nakatsuka, H., Omae, K., Saito, N.,

Tada, Y., Asami, T., Takahashi, H., Kobashi, G., Abe,

Shimbo, S., Takenaka, K., Takeshita, T., Todoriki,

T., Tanaka, H., Nogami, N., Harada, M., Tsukamoto,

H., Watanabe, T. and Ikeda, M.（2006）Assessment

H., Ide, S., Nagasawa, K., Ushiyama, O., Hotokebuchi,

of the inta ke of methyl mercury through diets

T., Okamoto, K., Sakamoto, N., Sasaki, S., Miyake,

among general population in Japan. The 45th Annual

Y., Yokoya ma, T., Mori, M., Oura, A., Sinomura,

Meeting of the Society of Toxicology, 3.5-9, San Diego,

Y., Suzuki, H., Yamamoto, M., Inaba, Y. and Nagai,

U.S.A.（Toxicol. Sci., 90（Suppl.）, S22, 2006.）

M.（2006）Smoking, drinking, sleeping habits, and

田崎勝成, 堀

正敏, 尾崎

博, 唐木英明, 若林一郎（2006）

other lifestyle factors and the risk of systemic lupus

セロトニンとU46619による血管収縮メカニズムの相違. 第

erythematosus in Japanese females: findings from the

79回日本薬理学会年会, 3.8-10, 横浜.（J. Pharmacol. Sci.,

KYSS study. Mod. Rheumatol., 16, 143-150.

100（Suppl.）, 68, 2006.）
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若林一郎, 荒木慶彦（2006）飲酒と動脈硬化との関係におよ
ぼす年齢の影響. 第26回アルコール医学生物学研究会学
術集会, 3.9-10, 札幌.（プログラム・抄録集, 55, 2006.）
和田安彦, 西池珠子, 西村泰光, 井口

弘（2006）加齢によ

る深部体温・心拍サーカディアンリズムの障害とエネル
ギー制限による維持. 第76回日本衛生学会, 3.25-28, 宇

2006.）
末廣 謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 垣下榮三（2006）メタボリッ
クシンドロームにおける血管障害進展におよぼす精神的ス
トレスの影響. 第29回日本血栓止血学会学術集会, 11.1618, 宇都宮.（日本血栓止血学会誌, 17, 592, 2006.）
髙橋裕二, 若林一郎（2006）糖尿病血管におけるLP S刺激
時のiNOSおよびCOX-2発現の変化. 第12回日本エンドト

部.（日本衛生学雑誌, 61, 260, 2006.）
中川華月, 峰晴陽平, 井上佳代子, 和田安彦, 中村好一, 玉腰

キシン研究会, 11.16-17, 東京.（抄録集, 45, 2006.）

暁子, 小泉昭夫, JACC Study Group（2006）外因死に対

■ その他 ■

する危険因子の検討. 第76回日本衛生学会, 3.25-28, 宇

髙橋裕二（2006）前立腺肥大症の診断と治療. キッセイ薬品
社内講演会, 1.23, 前橋.

部.（日本衛生学雑誌, 61, 262, 2006.）
峰晴陽平, 井上佳代子, 和田安彦, 中村好一, 玉腰暁子, 野

阪本尚正（2006）成長期のカルシウム, ビタミンＫ摂取傾向

崎和彦, 橋本信夫, 小泉昭夫（2006）くも膜下出血による

と成人後の身長との関連. 第11回兵庫県骨カルシウムを語

死亡の危険因子（JACC Study）. 第76回日本衛生学会,
3.25-28, 宇部.（日本衛生学雑誌, 61, 275, 2006.）

る会, 11.9, 神戸.
中野知之, 伊関

憲, 川前金幸, 後藤

薫（2006）活性化型

中野知之, 後藤 薫（2006）肝臓の再生過程におけるジアシ

ミクログリアにおけるジアシルグリセロールキナーゼζの

ルグリセロールキナーゼの発現解析. 第111回日本解剖学

発現. 第17回山形大学医学部実験動物セミナー, 12.12, 山

会総会, 3.29-31, 相模原.（解剖學雑誌, 81, 222, 2006.）

形.

西村泰光, 和田安彦, 西池珠子, 井口

弘, 若林一郎, 三浦由

恵, 大槻剛巳, 細川友秀（2006）老化促進モデルマウス,

法医学

SAMP8/TaSlcにおける脾臓TCRint細胞の増加と胸腺機
能との関連性の検討. 第29回日本基礎老化学会, 6.14-15,
■ 著書 ■

長崎.（基礎老化研究, 30, 33, 2006.）
西村泰光, 和田安彦, 西池珠子, 井口

弘, 若林一郎, 三浦由

木下博之（2006）依存性薬物による動物の行動変化. シリー

恵, 大槻剛巳, 細川友秀（2006）SAMP8/TaSlc脾臓にお

ズ暮らしの科学27

ける胸腺外分化T細胞増加の胸腺機能との独立性. 第21

覚せい剤, 麻薬,（前田

回老化促進モデルマウス（SAM）研究協議会, 7.28-29, 名

書房, 京都, 61.

古屋.（第21回老化促進モデルマウス（SAM）研究協議会

■ 学術論文 ■

抄録集, 52, 2006.）

［原著］

中野知之, 伊関

憲, 川前金幸, 後藤

薫（2006）ミクログ

薬物依存Q&A

アルコール, タバコ,

均, 切池信夫

編著）, ミネルヴァ

Ameno, K., Ameno, S., Kinoshita, H., Jamal, M., Wang,

リア/マクロファージ系細胞におけるジアシルグリセロール

W., Kumihashi, M., Uekita, I. a nd Ijiri, I.（2006）

キナーゼζの発現解析. 第52回日本解剖学会北海道・東

Autopsy and postmortem examination case study on

北地区合同大会, 9.16-17, 秋田.（第52回日本解剖学会北

genetic risk factors for cardiac death: polymorphisms

海道・東北地区連合支部学術集会プログラム予稿集, 23,

of endothelial nitric oxide synthase gene Glu298Asp

2006.）

variant and T-786C mutation, human paraoxonase 1

末廣 謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 垣下榮三（2006）メタボリッ
クシンドロームにおける可溶性トロンボモデュリン値の変
動. 第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会総会,
10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1235, 2006.）
Nakano, T., Iseki, K., Kawamae, K. and Goto, K.（2006）

（PON1）gene and alpha2beta-adrenergic receptor
gene. Vojnosanit. Pregl., 63, 357-361.
Yamamura, T., Kinoshita, H., Nishiguchi, M. and Hishida,
S.（2006）A perspective in epidemiology of suicide in
Japan. Vojnosanit. Pregl., 63, 575-583.

Expression of diacylglycerol kinase ζ and protein

Kasuda, S., Sakurai, Y., Shima, M., Morimura, Y., Kudo,

kinase C α in reactive glial cells induced by cryo-

R., Takeda, T., Ishitani, A., Yoshioka, A. and Hatake,

injury. 36th annual meeting of neuroscience, 10.13-

K.（2006）I nhibition of PA R4 sig na ling mediates

18, Atlanta, U.S.A.（Society for Neuroscience final

ethanol-induced attenuation of platelet function in

program, 54, 2006.）

vitro. Alcohol. Clin. Exp. Res., 30, 1608-1614.

薫, 中野知之（2006）細胞周期におけるζ型ジアシル

工藤利彩, 粕田承吾, 羽竹勝彦（2006）ラット神経性血管弛

グリセロールキナーゼ（DGK）の細胞内局在について. 第

緩反応に及ぼすエタノールの影響. アルコールと医学生物

後藤

15回日本バイオイメージング学会, 10.31-11.2, 岩手.
中野知之, 後藤

薫（2006）活性化型グリア細胞における

学, 26, 14-17.
正武孝規, 下嶋典子, 中西真理, 大村素子, 粕田承吾, 石谷

ジアシルグリセロールキナーゼζの発現. 第11回グリア研

昭子, 羽竹勝彦, 徳井

究会, 11.11, 東京.（第11回グリア研究会プログラム, 26,

胎盤におけるHLA-E, F, Gの発現に関する検討. Journal

宏, 林

行夫（2006）全胞状奇胎
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兵庫医大業績録（2006）
粕田承吾, 櫻井嘉彦, 嶋

of Nara Medical Association, 57, 123-129.
［症例報告］

緑倫, 吉岡

章（2006）マウスES

細胞を用いたヒト血液凝固第VIII因子発現の試み. 第109

Kinoshita, H., Fuke, C., Kubota, A., Nishiguchi, M., Ouchi,
H., Minami, T., Matsui, K., Yamamura, T., Motomura,
H., Yoshinaga, K., Marukawa, S. and Hishida, S.（2006）

回日本小児科学会学術集会, 4.21-23, 金沢.（日本小児科
学会雑誌, 110, 183, 2006.）
木下博之, 長崎

靖, 上野易弘, 主田英之, 浅野水辺, 西口

A fatal case of saponated cresol ingestion. Soud. Lek.,

美紀, 大内晴美, 中川加奈子, 菱田

51, 47-50.

線列車脱線事故における法医学的対応（その1）. 第90次

木下博之, 西口美紀, 窪田

彬, 粕田承吾, 大内晴美, 南

貴子, 松井清司, 山村武彦, 本村浩之, 藤富祐二, 太田威
彦, 津田豊彦, 廣本秀治, 菱田

繁（2006）エタノールと向

繁（2006）JR福知山

日本法医学会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60,
39, 2006.）
長崎

靖, 木下博之, 上野易弘, 主田英之, 浅野水辺, 西口

精神薬の併用による中毒死の1剖検例. 法医学の実際と研

美紀, 大内晴美, 中川加奈子, 菱田

究, 49, 39-43.

線列車脱線事故における法医学的対応（その2）. 第90次

羽竹勝彦, 工藤利彩, 森村佳史, 石谷昭子, 國安弘基, 粕田承
吾（2006）結節性硬化症患者の1剖検例. 法医学の実際と

日本法医学会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60,
39, 2006.）
上野易弘, 長崎

研究, 49, 51-55.
羽竹勝彦, 森村佳史, 工藤利彩, 石谷昭子, 國安弘基, 粕田承

繁（2006）JR福知山

靖, 木下博之, 浅野水辺, 主田英之, 西口

美紀, 大内晴美, 中川加奈子, 菱田

繁（2006）JR福知山

吾（2006）外傷性小腸破裂による汎発性腹膜炎で死亡し

線列車脱線事故における法医学的対応（その3）. 第90次

た２例. 法医学の実際と研究, 49, 57-61.

日本法医学会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60,

羽竹勝彦, 森村佳史, 工藤利彩, 石谷昭子, 國安弘基, 粕田

39, 2006.）

承吾（2006）交通事故後右椎骨動脈解離によりくも膜下

工藤利彩, 粕田承吾, 森村佳史, 石谷昭子, 福留昭人, 実藤

出血をきたして死亡した剖検例. 法医学の実際と研究, 49,

信之, 羽竹勝彦（2006）CGR Pを介したラット血管弛緩反

63-67.

応に対するエタノールの影響. 第90次日本法医学会総会,

粕田承吾, 森村佳史, 工藤利彩, 福留昭人, 実藤信之, 正武
孝規, 石谷昭子, 羽竹勝彦（2006）若年成人における粟粒

4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60, 50, 2006.）
西口美紀, 木下博之, 大内晴美, 南

貴子, 山村武彦, 松井

結核による突然死の1剖検例. Journal of Nara Medical

清司, 本村浩之, 太田威彦, 米田紀夫, 菱田

Association, 57, 73-80.

DA antagonist投与後のMAP誘導性DA増加とラットの

■ 学会発表 ■

繁（2006）

アルコール嗜好性との関係（第3報）. 第90次日本法医学

［シンポジウム等］

会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60, 57, 2006.）

木下博之, 西口美紀, 粕田承吾, 大内晴美, 南
清司, 本村浩之, 山村武彦, 菱田

貴子, 松井

繁（2006）メタンフェタ

本村浩之, 木下博之, 西口美紀, 大内晴美, 南

貴子, 松井

ミン投与後の体温上昇に対するグルタミン合成酵素の関

清司, 山村武彦, 青木 繁, 津田豊彦, 菱田 繁（2006）頭

与.（シンポジウム）第41回日本アルコール・薬物医学会総

部Ｘ線写真・顔写真スーパーインポーズ法を利用した個人

会, 7.27-28, 京都.（日本アルコール・薬物医学会雑誌, 41,

識別. 第90次日本法医学会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医
学雑誌, 60, 62, 2006.）

232-233, 2006.）
貴子, 山村武彦, 松井

粕田承吾, 森村佳史, 工藤利彩, 福留昭人, 実藤信之, 石谷

繁 , 木 下 博 之（ 2 0 0 6）D A

昭子, 羽竹勝彦（2006）柔道の練習で食道離断, 胃破裂

antagonist投与後のMAP誘導性DA増加とラットのアル

を呈した1剖検例. 第90次日本法医学会総会, 4.26-28, 福

西口美紀, 粕田承吾, 大内晴美, 南
清司 , 本 村 浩 之 , 菱 田

コール嗜好性との関係（第4報）〜側坐核における比較
〜.（シンポジウム）第41回日本アルコール・薬物医学会総

岡.（日本法医学雑誌, 60, 66, 2006.）
主田英之, 長崎

靖, 上北郁男, 木下博之, 西村明儒, 上野

会, 7.27-28, 京都.（日本アルコール・薬物医学会雑誌, 41,

易弘, 羽竹勝彦, 福永龍繁, 井尻

234-235, 2006.）

齢者の死因統計

木下博之（2006）医療行為に関連した死亡とその対応－法医
学の立場から.（シンポジウム）第80回兵庫県産科婦人科
緑倫, 久保篤史, 吉岡

繁（2006）高

日本法医学会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60,
69, 2006.）
石谷昭子, 福留昭人, 実藤信之, 玉置盛浩, 大村素子, 工藤

学会学術集会, 7.2, 神戸.
粕田承吾, 櫻井嘉彦, 嶋

巌, 菱田

兵庫県監察医務室の報告より. 第90次

章（2006）

利彩, 粕田承吾, 森村佳史, 羽竹勝彦（2006）原因不明突

血友病A細胞療法に向けたヒト第VIII因子発現マウスES

然死の原因遺伝子および感受性遺伝子の検索. 第90次日

細胞の樹立.（プレナリーセッション）第68回日本血液学

本法医学会総会, 4.26-28, 福岡.（日本法医学雑誌, 60, 80,

会・第48回日本臨床血液学会合同総会, 10.6-8, 福岡.（第
68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同総会プ
ログラム・抄録集, 178, 2006.）
［一般講演］

2006.）
松井清司, 木下博之, 西口美紀, 大内晴美, 南
武彦, 本村浩之, 久保博嗣, 菱田

貴子, 山村

繁（2006）毛髪のABO

式血液型検査に蛍光抗体を用いた新しい試み（第一報）
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兵庫医大業績録（2006）
蛍光顕微鏡と共焦点レーザー顕微鏡との比較と検討. 日
本医学写真学会第42回総会・第47回定例学会, 5.20-21,

武彦, 本村浩之, 久保博嗣, 菱田

Kinoshita, H., Kasuda, S., Nishiguchi, M., Ouchi, H.,
Minami, T., Yamamura, T., Matsui, K., Motomura, H.,

東京.（日本医学写真学会雑誌, 44, 50, 2006.）
松井清司, 木下博之, 西口美紀, 大内晴美, 南

227, 2006.）

貴子, 山村

Ohta, T., Komeda, M., Aoki, Y., Fujitomi, Y. and Hishida,

繁（2006）分析電顕に

S.（2006）Effects of glucocorticoid on hyperthermia

よる肺組織内のアスベストの証明と化学組成の検討. 日本

induced by methamphetamine administration. 20th

医学写真学会第42回総会・第47回定例学会, 5.20-21, 東

congress of International academy of Legal Medicine,

京.（日本医学写真学会雑誌, 44, 51-52, 2006.）

8.23-26, Budapest, Hungary.（Abstract book, PS6, 356,

粕田承吾, 高橋幸博, 山内昌樹, 中

宏之, 田中一郎, 嶋

2006.）

緑倫, 秋田進久, 内山佳知, 星田 徹, 榊 寿右, 吉岡 章

Nishig uchi, M., Ka suda, S., O uchi, H., M ina mi, T.,

（2 0 0 6）大後 頭孔減圧術により睡眠時無呼吸発作が著

Yamamura, T., Matsui, K., Hishida, S. and Kinoshita,

明に改善した軟骨無形成症の1例. 第1回日本小児耳鼻咽

H.（ 2 0 0 6）E f fe c t s of do p a m i ne a nt a g o n i st s o n

喉科学会総会, 6.30-7.1, 奈良.（小児耳鼻咽喉科, 27, 201,

dopamine release induced by methamphetamine in

2006.）

high and low alcohol preference rats. 13th Congress of

長崎

靖, 主田英之, 木下博之, 上野易弘, 羽竹勝彦, 菱

田

繁（2006）運転者におけるエアバッグ損傷の検討. 第

53回日本法医学会近畿地方会, 11.11, 大阪.（講演要旨集,

Alcoholism, 9.10-13, Sydney, Australia.
Kasuda, S., Sakurai, Y., Kubo, A., Shima, M., Keller,
G. a nd Yoshioka, A.（2006）Establishment of E S

8, 2006.）
粕田承吾, 窪田

彬, 西口美紀, 山村武彦, 大内晴美, 南

貴子, 松井清司, 本村浩之, 藤富祐二, 青木
夫, 菱田

the International Society for Biomedical Research on

cells secreting human factor VIII for hemophilia

繁, 米田紀

A-targeted cell therapy. The 48th annual meeting of

繁, 木下博之（2006）ネグレクトの乳児例. 第

the American Society of Hematology, 12.9-12, Orland,

53回日本法医学会近畿地方会, 11.11, 大阪.（講演要旨集,

Florida, U.S.A.（ASH Annual Meeting Abstracts,

10, 2006.）

Part1, 108, 301a, 2006.）

山村武彦, 西口美紀, 粕田承吾, 大内晴美, 南

貴子, 松井

清司, 本 村浩之 , 藤富祐二, 青木康夫, 廣本秀治, 菱
田

繁, 木下博之（2006）自殺の疫学（3）女性の自殺. 第

53回日本法医学会近畿地方会, 11.11, 大阪.（講演要旨集,

木下博之（2006）法医学からみたJ R福知山線列車脱線事
故.（特別講演）神戸市立中央市民病院CPA研究会, 3.8,
神戸.
木下博之（2006）J R福知山線列車脱線事故に関する法医

13, 2006.）
森村佳史, 工藤利彩, 粕田承吾, 石谷昭子, 福留昭人, 実藤
信之, 羽竹勝彦, 艸谷

■ その他 ■

卓（2006）硫化水素中毒で死亡

した1剖検例. 第53回日本法医学会近畿地方会, 11.11, 大
貴子, 松

井 清司, 本村浩之, 藤富祐二, 太田威彦, 津田豊彦, 菱田

遺体の検 案体制についての反省点と今後の

課題.（シンポジウム）第11回兵庫県臨床警法医会研修会,
3.18, 神戸.（講演要旨集, 4, 2006.）
菱田

阪.（講演要旨集, 16, 2006.）
西口美紀, 粕田承吾, 山村武彦, 大内晴美, 南

学的解析

繁（2006）異状死の検案の際に注意すべき自他為鑑

別の要点について.（教育講演）第11回兵庫県臨床警法医
会研修会, 3.18, 神戸.（講演要旨集, 12, 2006.）

繁, 木下博之（20 0 6）エタノールと向精神薬の併用によ

木下博之（2006）大災害と法医学−JR福知山線列車脱線事

る中毒死の1剖検例. 第53回日本法医学会近畿地方会,

故での対応を中心に−.（特別講演）第20回熊本県警察医

11.11, 大阪.（講演要旨集, 17, 2006.）

会総会, 6.24, 熊本.

石谷昭子, 工藤利彩, 森村佳史, 粕田承吾, 福留昭人, 大村

木下博之（2006）災害時における法医学的対応−JR福知山

素子, 玉置盛浩, 羽竹勝彦（2006）KCNQ1遺伝子変異の

線列車脱線事故での検案経験から－.（特別講演）平成18

確認された原因不明の突然死の1事例. 第53回日本法医学

年度岐阜県法医等三師会・警察連絡協議会研修会, 9.9,

会近畿地方会, 11.11, 大阪.（講演要旨集, 33, 2006.）

岐阜.

繁（2006）警察犯罪捜査力の

木下博之（2006）大規模災害時の医師の留意事項－法医か

考察 〜犯罪率・犯罪者率・検挙率から〜. 第43回日本犯

ら臨床へのアドバイス－.（特別講演）岡山法医学勉強会第

罪学会総会, 11.25, 大阪.（講演要旨集, 1, 2006.）

５回研修会, 9.26, 岡山.

山村武彦, 木下博之, 菱田

Kinoshita, H., Nishiguchi, M., Kasuda, S., Ouchi, H.,

菱田

繁（2006）死体検案に役立つ基礎的知識－死体現象

Minami, T., Ya ma mura, T., Matsui, K., Yasui, T.,

と死亡推定時刻−.（教育講演）第12回兵庫県臨床警法医

Marukawa, S., Ameno, K., Tsuda, T., Aoki, S., Hiromoto,

会研修会, 10.28, 尼崎.（講演要旨集, 7, 2006.）

H. a nd Hishida, S.（2006）Toxicity of the solvent

粕田承吾, 木下博之, 西口美紀, 大内晴美, 南

貴子, 松井

should also be considered in a case of poisoning. 20th

清司, 藤富祐二, 菱田

繁（2006）剖検により小腸破裂が

congress of International academy of Legal Medicine,

判明した一例. 第12回兵庫県臨床警法医会研修会, 10.28,

8.23-26, Budapest, Hungary.（Abstract book, PP37,

尼崎.（講演要旨集, 11, 2006.）
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木下博之（2006）大規模災害時における法医学の役割－JR
福知山線列車脱線事故での検案経験から−.（特別講演）
平成18年度岡山県警察協力医会総会, 10.28, 岡山.

Japa ne s e p opu l at ion of Ho dg s on’s h awk-e ag le,
Spizaetus nipalensis. Bird Conservation International,
16, 113-129.
管原由恵 , 三 村 博子, 澤井 英明, 霞
森

遺伝学
■ 学術論文 ■
［原著］
Koishi, K., Yoshikawa, R., Tsujimura, T., HashimotoTamaoki, T., Kojima, S., Yanagi, H., Yamamura, T. and
Fujiwara, Y.（2006）Persistent CXCR4 expression
after preoperative chemoradiotherapy predicts early
recurrence and poor prognosis in esophageal cancer.
World J. Gastroenterol. , 12, 7585-7590.
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Shen, C.S., Fujiwara, Y., Noda,
M., Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T.,

弘 之 , 小 森慎 二 ,

崇英, 香山浩二, 玉置（橋本）知子（2006）生殖補助

医療特に顕微授精による妊娠と羊水染色体検査. 臨床細
胞分子遺伝, 11, 28-30.
高橋千晶 , 小川智美 , 皆川京子 , 管原由恵 , 三村博子 , 振
津かつみ , 齊藤優子 , 森

崇英 , 澤井英明 , 谷澤隆邦 ,

玉置（橋本）知子（2006）転座型 13 トリソミーの 3 症例 .
臨床細胞分子遺伝 , 11, 35-38.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
玉置知子（2006）細胞周期とがん治療のストラテジー.（特別
講演）第13回泌尿器科臨床研究会, 6.23, 大阪.
玉置知子（2006）遺伝カウンセリング（指定講演）
.
西宮市小
児科医会, 11.15, 西宮.

Okamura, H., Nakano, Y., Morinaga, T. and Hashimoto-

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦（2006）遺伝カウン

T a m a o k i, T.（ 2 0 0 6）E C A 3 9 i s a n o v e l d i s t a n t

セリングと個人情報保護.（教育講演）第24回日本染色体

metastasis-related biomarker in colorectal cancer.

遺伝子検査学会, 11.18-19, 天理.（The official journal of

World J. Gastroenterol., 12, 5884-5889.

the Japanese association for choromosome and gene

Hemmi, K., Ma, D., Miura, Y., Kawaguchi, M., Sasahara,
M., Hashimoto-Tamaoki, T., Ta maok i, T., S a kat a,
N. a nd Tsuchiya, K.（2006）A homeodoma in-zinc

analysis, 24, 15, 2006.）
［一般講演］
高橋千晶 , 小川智美 , 皆川京子 , 管原由恵 , 三村博子 , 振

finger protein, ZFHX4, is expressed in neuronal

津かつみ , 齊藤優子 , 森

differentiation manner and suppressed in muscle

玉置（橋本）知子（2006）転座による 13 トリソミーの 2 例 .

differentiation manner. Biol. Pharm. Bull. , 29, 1830-

第 26 回臨床細胞分子遺伝研究会 , 2.18, 大阪 （臨床細
.

1835.

胞分子遺伝 , 11, 46, 2006.）

Cheng, X., Shimizu, I., Yuan, Y., Wei, M., Shen, M.,

霞

崇英 , 澤井英明 , 谷澤隆邦 ,

弘之 , 澤井英明 , 管原由恵 , 三村博子 , 小森慎二 , 玉

Huang, H., Urata, M., Sannomiya, K., Fukuno, H.,

置（橋本）知子 , 森

Hashimoto-Tamaoki, T. and Ito, S.（2006）Effects of

羊水検査時に認められた 16 番染色体逆位の遺伝カウン

estradiol and progesterone on tumor necrosis factor

セリングについて . 第 30 回日本遺伝カウンセリング学会学

alpha-induced apoptosis in human hepatoma HuH-7

術集会 , 5.26-28, 大阪 .

cells. Life Sci., 79, 1988-1994.
Qiu, H.Y., Fujimori, Y., Nishioka, K., Yamaguchi, N.,

崇英 , 振津かつみ , 香山浩二
（2006）

玉置知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原由恵, 三村
博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋千晶（2006）

Hashimoto-Tamaoki, T., Sug iha ra, A., Terada, N.,

匿名化システム導入と臨床遺伝部の役割. 第30回日本遺

Nagaya, N., Kanda, M., Kobayashi, N., Tanaka, N.,

伝カウンセリング学会学術集会, 5.26-28, 大阪.（日本遺伝

Westerman, K.A., Leboulch, P. and Hara, H.（2006）
Postnatal neovascularization by endothelial progenitor

カウンセリング学会誌, 27, 59, 2006.）
中野芳朗, 本山

純（2006）ステロールセンシングドメインを

cells immortalized with the simian virus 40T antigen

持った遺伝子群の解析－ptr（patched-related）遺伝子群

gene. Int. J. Oncol., 28, 815-821.

の解析－. 日本発生生物学会第39回大会, 5.31-6.3, 広島.

Gega, M., Yanagi, H., Yoshikawa, R., Noda, M., Ikeuchi,
H., Tsukamoto, K., Oshima, T., Fujiwara, Y., Gondo, N.,

（日本発生生物学会第39回大会発表要旨集, 94, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gondo, N., Gega, M., Fujiwara,

Tamura, K., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T. and

Y., Yamamura, T. and Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）

Yamamura, T.（2006）Successful chemotherapeutic

Genotype factors are not determinants of diagnosis

modality of doxorubicin plus dacarbazine for the

chemosensitivity for desmoid tumors in association

treatment of desmoid tumors in association with

with Familial adenomatous polyposis（FAP）. 20th

familial adenomatous polyposis. J. Clin. Oncol., 24, 102-

IUBMB International Congress of Biochemistry and

105.

Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-

Asai, S., Yamamoto, Y. and Yamagishi, S.（2006）Genetics
diversity and extent of gene flow in the endangered

23, Kyoto.（Program, 153, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanag i, H., No da, M., Fujiwara, Y.,
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Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T. and

真, 権藤延久, 田村和朗, 玉置知子, 柳

Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）Cell cycle-oriented dose-

秀憲, 山村武平（2006）デスモイド腫瘍の化学療法の確

dense chemotherapy: High-dose shorter plus low-

立における遺伝子診断の役割. 日本人類遺伝学会（第51

dose metronomic regimen. 8th World Congress on

回大会）第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20,

Gastrointestinal Cancer, 6.28-7.1, Barcelona, Spain.

米子.
高橋千晶, 岡野善行, 齊藤優子, 澤井英明, 玉置知子（2006）

（Annals of Oncology, 17, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Gondo, N., Noda, M.,

フェニルケトン尿 症（ P K U）と知らされていなかった

Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T.

maternal PKU のケア. 日本人類遺伝学会（第51回大会）

and Yamamura, T.（2006）Diagnostic and therapeutic

第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.

strategy for desmoid tumors in association with

■ その他 ■

familial adenomatous polyposis（FAP）. 8th World

西中川篤（2006）p53第7イントロンによる人獣鑑別. 平成18

C ong res s on Ga st roi nte st i n a l Ca ncer, 6.28 -7.1,

年2月法科学研修所鑑定技術研究科第23期研修生研究

Barcelona, Spain.（Annals of Oncology, 17, 2006.）

報告集, 39-47, 法科学研修所.

吉川麗月, 柳
嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 柳生利彦, 大

勉, 藤原由規, 山村武平, 宇都宮譲二, 権藤延久, 玉

置知子（2006）家族性大腸ポリポーシス随伴デスモイド
腫瘍に対する診断および治療方針. 第65回日本癌学会学
術総会,

9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会記事, 381,

2006.）
高橋千晶, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子
（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本
人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝
学会第51回大会抄録集, 143, 2006.）
玉置（橋本）知子, 山本義弘, 振津かつみ, 古山順一（2006）
兵庫医科大学における人類遺伝学カリキュラム. 日本人類
遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会
第51回大会抄録集, 144, 2006.）
玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原
由恵, 三村博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋千

晶（2006）個人情報保護法について臨床遺伝部の役割.
日本人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類
遺伝学会第51回大会抄録集, 144, 2006.）
笹原祐介, 玉置（橋本）知子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 森永
伴法, 中野芳朗, 家本敦子（2006）ヒト抜去毛包を利用
したケラチノサイトの培養. 日本人類遺伝学会第51回大
会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,
191, 2006.）
霞

吉川麗月, 外賀

弘之, 澤井英明, 堀内

功, 田中宏幸, 管原由恵, 三村

博子, 小森慎二, 香山浩二, 玉置知子（2006）心内膜線維
弾性症（EFE）の児を3回連続して妊娠・出産した夫婦の
遺伝カウンセリング. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1
回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
齊藤優子, 松井

聖, 佐野

統, 玉置知子（2006）遺伝性血

管性浮腫（C1 inhibitor欠損症）家系の遺伝子診断. 日本
人類遺伝学会（第51回大会）第1回分科会（第6回臨床遺
伝研究会）, 10.18-20, 米子.
野中路子, 毎原敏郎, 振津かつみ, 澤井英明, 霞

弘之, 三

村博子, 管原由恵, 高橋千晶, 齊藤優子, 玉置知子（2006）
脆弱X症候群の１例. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第
1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
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〔基礎医学系学科目〕

医学教育学
■ 著書 ■
成瀬

均（2006）β遮断薬「メインテート」「アーチスト」. 循

環器疾患エッセンシャルドラッグ107,（増山

理, 大柳光

正編）, 南光堂, 東京, 122-126.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
成瀬

均（2006）心筋シンチ読影の基礎－心臓核医学基礎

講座－.（教育講演）第2回西播心臓核医学読影会,5.19，姫
路.
［一般講演］
成瀬

均, 鈴木敬一郎（2006）兵庫医科大学におけるOSCE

評価の解析. 第38回日本医学教育学会大会, 7.29-30, 奈
良.
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〔臨床医学系講座〕

中尾伸二, 合田亜希子, 増山

理（2006）心不全の要因とし

ての高血圧性拡張不全と収縮不全. 医学と薬学, 55, 814-

内科学

循環器内科

820.
辻野

■ 著書 ■

の研究動向－, R-A-A系

中尾伸二, 増山

理（2006）逆流の重症度判定. 新

みる循環器病シリーズ2
（赤石

誠

目で

心エコー図－撮る, 診る, 読む－,

編）, メジカルビュー社, 東京, 78-84.

山本一博, 坂田泰史, 増山
誠

Pathophysiology and therapeutic implications. Am. J.
Cardiovasc. Drugs, 6, 219-230.

徹, 堀

正二

編）, 南

理（2006）心エコー図法による血行動

態・リモデリングの診断. 新

目でみる循環器病シリーズ

心不全－診断・治療・管理－,（堀

正二

編）, メジカ

博, 増山

1000.

理

健（2006）高血圧性心不全！その原因は・・・. 内科,

98, 703-704.
増山

理（ 2 0 0 6 ）新 し い 心 エ コ ー・テ クノ ロ ジ ー .

Anesthesia Network, 10, 11-14.

理（2006）心不全とは何か（概念）. エキ

スパートをめざす循環器診療1
上

理（2006）拡張不全をきたす病態. 心臓, 38, 999-

合田亜希子, 増山

ルビュー社, 東京, 98-108.

佐古田剛, 増山

増山
辻野

江堂, 東京, 139-143.

松本実佳, 増山

（増刊5）, 84-88.
ventricular diastolic dysfunction in diabetic patients:

患最新の治療2006-2007,（山口

9

レニン‐ア

心エコー図－撮る, 診る, 読む

理（2006）僧帽弁閉鎖不全症. 循環器疾

合田亜希子, 増山

AⅡの多面的作用

ンジオテンシン系遺伝子発現の日内変動. 日本臨牀, 64

目

編）,メジカルビュー社, 東京, 168-171.

弓場雅夫, 増山

理（2006）高血圧（上）－最新

Tsujino, T., Kawasaki, D. and Masuyama, T.（2006）Left

理（2006）三尖弁逆流. 新

でみる循環器病シリーズ2
－,（赤石

健, 内藤由朗, 増山

心不全・ショック,（ 井

総編）, 南江堂, 東京, 2-5.

李

正明, 増山

理（2006）肥大型心筋症. Medicina, 43,

58-60.

理（2006）慢性心不全の薬物療法. エキ

スパートをめざす循環器診療1

理（2006）拡張不全の臨床像. 循環器

科, 60, 304-311.

心不全・ショック,（ 井

［原著］
Okumura, T., Fujioka, Y., Morimoto, S., Masai, M., Sakoda,

上

博, 増山

理

総編）, 南江堂, 東京, 122-138.

T., Tsujino, T., Kashiwamura, S., Okamura, H. a nd

井上

博, 増山

理

総編（2006）エキスパートをめざす循

Ohyanagi, M.（2006）Chylomicron remnants stimulate
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T., Kim, E.H., Kanakura, Y. and Ogawa, H.（2006）

妊娠時の仮面

Un m a n ipu l at e d H L A 2 -3 a nt ig e n-m i s m at c he d

を被った血小板減少症. 日本産婦人科・新生児血液学会

（h a p l o i d e n t i c a l）n o n m y e l o a b l a t i v e s t e m c e l l

吉博（2006）Upshaw-Schulman症候群

transplantation. 2006 BMT Tandem meetings, 2.16-20,

誌, 15, 30-40.
［研究報告］
桑原

Honolulu, U.S.A.

健, 大金美和, 奥村直哉, 小山田純治, 小島健一, 小

住好子, 佐野俊彦, 高橋隆一, 寺門浩之, 日笠

Kaida, K., I kega me, K., Fujioka, T., Ta nig uchi, Y.,

聡, 吉野宗

Yoshihara, S., Kawakami, M., Hasei, H., Nishida, S.,

広（2006）抗ＨＩＶ療法の実施状況と副作用調査に関す

Masuda, T., Murakami, M., Kim, E.H., Tsuboi, A.,

る研究. 厚生労働省科学研究費補助金エイズ対策研究事

Oji, Y., Oka, Y., Shirakata, T., Ka nakura, Y. a nd

業

Ogawa, H.（2006）Serum levels of soluble interleukin-2

多剤併用療法服薬の精神的, 身体的負担軽減のため

receptor is a powerful marker of acute graft-versus

の研究班総合研究報告書, 49-54.
小西加保留, 伊賀陽子, 橘
村裕美, 日笠

直美, 鳥栖佳子, 杉本淳子, 野

host disease after HLA-haploidentical bone marrow

聡（2006）医療従事者向け制度の手引き

transplantation. 2006 BMT Tandem meetings, 2.16-20,

作成. 厚生労働省科学研究費補助金エイズ対策研究事
業 ＨＩＶ感染症の医療体制整備に関する研究平成15-17

和幸, 日笠

慎一, 木村

Yoshihara, S., Tamaki, H., Ikegame, K., Kawakami,
M., Fujioka, T., Taniguchi, Y., Kaida, K., Hasei, H.,

年度総合報告書, 263-264.
白阪琢磨, 岡

Honolulu, U.S.A.

哲, 橋本修二, 福武勝幸, 吉崎

聡, 川戸美由紀（2006）エイズ発症予防に資

するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究

平成

Inoue, T., Mura ka mi, M., Masuda, T., K im, E.H.,
S oma, T. a nd Ogawa, H.（2006）Ea rly pred ict ion
of extramedullary relapse of leukemia following
allogeneic stem celltransplantation using the WT1

16年度報告書.
■ 学会発表 ■

transcript assay. 2006 BMT Tandem Meetings, 2.16-

［シンポジウム等］

20, Honoruru, U.S.A.

吉原

哲, 玉置広哉, 池亀和博, 川上

学, 藤岡龍哉, 谷口

Okada, M., Misawa, M., Kai, S., Nakajima, T., Nomura,

裕紀, 海田勝仁, 長谷井仁美, 井上貴之, 村上雅樹, 升田

K., Ok i kawa, Y., S at a ke, A., It oi, H., Ta katsu ka,

義浩, 相馬俊裕, 小川啓恭（2006）WT1モニ

H., Itsu ku ma, T., Nishioka, K., Fujimori, Y. a nd

タリングによる同種移植後髄外再発の早期診断.（ワーク

Ogawa, H.（2006）Unrelated umbilica l cord blood

ショップ）第28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東

t ra nspla nt at ion usi ng T BI/F LAG cond it ion i ng

京.（第28回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録

regimen for hematologic malignancies. 2006 BMT

集, 149, 2006.）

Tandem Meetings, 2.16-20, Honoruru, U.S.A.

知機, 金

37

兵庫医大業績録（2006）
井上貴之, 海田勝仁, 池亀和博, 長谷井仁美, 藤岡龍哉, 谷
口裕紀, 吉原

哲, 川上

田 昌也, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭（2006）移植後

芳弘, 西田純幸, 白方俊

TMAにおける第7,9,10凝固因子活性及びHGF値. 第28回

譲, 小川啓恭（2006）移

日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本

植前処置におけるエンドキサン大量療法により重篤な心

造血細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 168, 2006.）

不全を合併した急性骨髄性白血病の一例. 第28回日本造

井上貴之, 海田勝仁, 中島利幸, 佐竹敦志, 沖川佳子, 徳川

章, 喜安純一, 崔

学, 岡

日承, 金倉

血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細

多津子, 吉原

胞移植学会総会プログラム・抄録集, 233, 2006.）

哉, 谷口裕紀, 岡田昌也, 高塚広行, 日笠

哲, 澤田暁宏, 糸井久幸, 丸茂幹雄, 藤岡龍
聡, 池亀和博,

哲, 川

小川啓恭（2006）2度のHLA半合致ミニ移植により分子学

譲, 小川啓恭（2006）授乳期の

的寛解に至った急性骨髄性白血病の一例. 第85回近畿血

末梢血幹細胞採取における母乳中G-CSF濃度の推移. 第

液学地方会, 6.24, 神戸.（第85回近畿血液学地方会プログ

長谷井仁美, 池亀和博, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 吉原
上

学, 海田勝仁, 金倉

28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28
回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 191,

ラム・抄録集, 7, 2006.）
常見
野

2006.）
丸屋悦子, 海田勝仁, 玉木茂久, 島崎千尋, 木村秀夫, 上田
恭典, 田中千賀, 角熊俊也, 岡

宏次, 魚島伸彦, 柳町昌

幸, 岩崎

剛, 今戸健人, 日笠

聡, 小川啓恭, 佐

統（2006）SLE患者, HIV患者におけるCD4+CD25+

制御性T細胞. 第34回日本臨床免疫学会総会, 10.2-3, 東
京.（日本臨床免疫学会会誌, 29, 247, 2006.）

学,

中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 糸井久幸, 岡田

長谷井仁美, 落合直哉, 松尾恵太郎, 一戸辰夫, 佐治博夫

昌也, 池亀和博, 高塚広行, 小川啓恭, 三澤眞人, 廣田誠

（2006）造血幹細胞移植と液性免疫. 第28回日本造血細

一（2006）Imatinib投与中肺胞蛋白症を発症した慢性骨

胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細胞移

髄性白血病の1例. 第68回日本血液学会・第48回日本臨

植学会総会プログラム・抄録集, 184, 2006.）

床血液学会合同総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47,1205,

克, 前田

猛, 佐藤貴之, 松山文男, 池亀和博, 川上

野村香織, 中島利幸, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井久幸, 岡田
昌也, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭（2006）移植後心不

2006.）
池亀和博, 海田勝仁, 藤岡龍哉, 川上
哲, 金倉

学, 長谷井仁美, 井

全における血清AN P, BN P測定の有用性. 第28回日本造

上貴之, 谷口裕紀, 吉原

血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細

真知子, 倉田義之, 高塚広行, 日笠

胞移植学会総会プログラム・抄録集, 233, 2006.）

啓恭
（2006）インフルエンザワクチンにより誘発された骨

譲, 林

悟, 押田

聡, 岡田昌也, 小川

岡田昌也, 中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井

髄移植後の（特発性）血小板減少性紫斑病. 第68回日本

久幸, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭, 甲斐俊朗, 藤盛好

血液学会・第48回日本臨床血液学会合同総会, 10.6-8, 福

啓, 原

岡.（臨床血液, 47, 1211, 2006.）

宏（2006）当科における成人臍帯血移植後早

期のHHV-6感染の検討. 第28回日本造血細胞移植学会総

糸井久幸, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 沖川

会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細胞移植学会総会プ

佳子, 谷口裕紀, 藤岡龍哉, 池亀和博, 岡田昌也, 高塚広

ログラム・抄録集, 178, 2006.）

行, 小川啓恭（2006）乳房原発non-Hodgkinリンパ腫の一

海田勝仁, 池亀和博, 長谷井仁美, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 吉
原

哲, 白方俊章, 川上

学, 西田純幸, 坪井昭博, 金

浩, 升田知機, 村上雅樹, 尾路祐介, 岡

芳弘, 金倉

義
譲,

例. 第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同
総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1269, 2006.）
佐竹敦志, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 谷口裕紀, 藤岡

小川啓恭（2006）イトリゾールによる血縁者間H LA不適

龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌也, 高塚広行, 小川啓恭

合造血幹細胞移植後の真菌感染症予防. 第28回日本造血

（2006）前処置にＴＢＩ＋ＢＵ＋ＣＹを用いた非血縁者間骨

細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細胞

髄移植. 第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会

移植学会総会プログラム・抄録集, 172, 2006.）
吉原

哲, 藤岡龍哉, 川上

学, 池亀和博, 谷口裕紀, 長谷

合同総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1243, 2006.）
大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）

井仁美, 海田勝仁, 井上貴之, 小川啓恭（2006）同種骨髄

ヒト間葉系幹細胞との共培養によるヒト臍帯血由来巨核

移植後にCD56陽性クローンによる髄外再発, 骨髄再発を

球系前駆細胞の体外増幅：NOD/S CI Dマウスでの検討.

来した急性骨髄性白血病（t（8;21））の一例. 第28回日本

第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同総会,

造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血
細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 166, 2006.）

10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1078, 2006.）
末廣 謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 垣下榮三（2006）メタボリッ

高塚広行, 中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井

クシンドロームにおける可溶性トロンボモデュリン値の変

久幸, 岡田昌也, 三澤眞人, 小川啓恭（2006）移植後TMA

動. 第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同

に対するheparin-cofactorⅡの予測因子としての有用性.

総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1235, 2006.）

第28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28

日笠

聡, 常見

幸, 徳川多津子, 澤田暁宏, 丸茂幹雄, 角田

回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 168,

ちぬよ, 藤盛好啓, 小川啓恭（2006）FK506のHUVECへ

2006.）

の作用

中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井久幸, 岡

内皮障害マーカーとしてのEM P測定. 第29回日

本血栓止血学会, 11.17, 栃木.
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American Society of Hematology, 12.9-12, Orlando,

茂幹雄, 岡田昌也, 小川啓恭（2006）特発性好酸球増多

U.S.A.（Blood, 108（ASH Annual Meeting Abstracts）,
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433a, 2006.）
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正志, 岡

敏明, 白幡

昇, 高松純樹, 竹谷英之, 花房秀次, 日笠

聡, 高

H. a nd

Og awa, H.（ 2006）As sociat ion of T L R-4

聡, 福武

mutations in host and donor cells and the risk for

緑倫, 日本血栓止血学

acute GVHD after allogeneic hematopoietic stem

会学術標準化委員会血友病部会（20 06）本邦における

cell transplantation. The 48th annual meeting of the

後天性凝固因子インヒビターの前方視的調査研究. 第29

American Society of Hematology, 12.9-12, Orlando,

回日本血栓止血学会, 11.18, 栃木（栃木県総合文化セン

U.S.A.（Blood, 108（ASH Annual Meeting Abstracts）,

田

勝幸, 松下

正, 三間屋純一, 嶋

923a, 2006.）

ター）.
末廣 謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 垣下榮三（2006）メタボリッ

Asou, N., Kishimoto, Y., Kiyoi, H., Okada, M., Kawai, Y.,

クシンドロームにおける血管障害進展におよぼす精神的ス

Tsuzuki, M., Horikawa, K., Matsuda, M., Shinagawa,
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K., K ob ay a s h i, T., O ht a ke, S ., N i s h i mu r a, M.,

末永浩一, 沖川佳子, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 徳
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A randomized study with or without intensified

U1-R N P抗体が陰性化したMC T D合併非ホジキンリン

maintenance chemotherapy in patients with acute

パ腫. 第86回近畿血液学会地方会, 11.18, 和歌山.（ 第

promyelocytic leukemia who had become negative for

86回近畿血液学会地方会プログラム・抄録集, 250, 26,

PML-RAR transcript after consolidation therapy: The
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Japan Adult Leukemia Study Group（JALSG）APL97

白阪琢磨, 川戸美由紀, 日笠
村

聡, 岡

慎一, 吉崎和幸, 木

Study. The 48th annual meeting of the American

哲, 福武勝幸, 橋本修二（2006）血液製剤によるHIV
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感染者の調査成績（第1報）CD4値,HIV-RNA量と治療の
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現状と推移. 第20回日本エイズ学会, 11.30, 東京（日本教

Sakamaki, H., Fujisawa, S., Tobinai, K., Taniwaki, M.,
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育会館）.
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Seriu, T. and Ohno, R.（2006）Dasatinib（SPRYCEL®,
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桑原

健, 吉野宗宏, 佐野俊彦, 小島賢一, 日笠

小島賢一, 桑原

健, 乃村万里, 日笠

聡, 堀

成美, 山元

intolerant to imatinib: Results of the CA180031 study
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の薬剤変更状況調査（2006年）. 第20回日本エイズ学会,

of the American Society of Hematology, 12.9-12,

11.30, 東京（日本教育会館）.

Orlando, U.S.A.（Blood, 108（ASH Annual Meeting

泰之（2006）服薬援助のための基礎的調査

日笠

聡, 桑原

健, 小島賢一, 乃村万里, 堀

泰之（2006）服薬援助のための基礎的調査

成美, 山元
抗HIV薬の

組合せ調査（2006年）. 第20回日本エイズ学会, 11.30, 東京

武勝幸, 日笠

野

剛, 今戸健人, 黒岩孝則, 小川啓恭, 佐

統（2006）腸管GV H D発症におけるTL R-4の役割.
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（日本教育会館）.
川戸美由紀, 橋本修二, 岡
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北野幸恵, 岩崎
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哲, 福

聡, 白阪琢磨（2006）血液製剤によるHIV

際会議場.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36, 65,
2006.）

感染者の調査成績（第2報）C D4値, H I V-R NA量と抗

■ その他 ■

HIV薬の変更との関連性. 第20回日本エイズ学会, 12. 2,

岡田昌也（2006）白血病について. 塩野義製薬全社中継ビデ

東京
（学術総合センター）.
M at s u m ot o, M., K aw a, K., Ya g i, H., P a rk, Y.D.,
Ta k e s h i m a , Y., K o s a k a , Y., H a r a, H., K a i, S.,
Yamamoto, M., Kanemaru, A., Fukuhara, S., Hino,
M., Sako, M., Hiraoka, A., Ogawa, H., Hara, J. and
Fujimura, Y.（2006）Infusions of fresh frozen plasma
to the patients with a high-risk group for hepatic
VOD associated with stem cell transplantation reduce
its occurrence. The 48th annual meeting of the

オ講演会, 11.20.
日笠

聡（2006）血友病の内科診療. 第17回静岡県血友病

治療連絡会議, 2. 4, 静岡（静岡県立こども病院）.
日笠

聡（2006）H I V感染症／A I D S入門編. 第1回四国

HIVカンファランス講演会, 2. 10, 愛媛（スカイホテル）.
日笠

聡（2006）血友病の留意すべき成人病. 大阪血友病

友の会・ケアーズ医療講演会, 2. 19, 大阪（大阪府立女性
総合センター）.
日笠

聡（2006）HIV感染症とその予防について. 兵庫県立
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血友病フォーラム, 7.15, 新潟（ホテルイタリア軒）.

西宮高校講演会, 2. 22, 西宮（西宮市立西宮高校）.
日笠

聡（2006）HIV感染症／AIDS診療の現状. 神戸掖済

小川啓恭（2006）H LA不適合移植. 第6回南兵庫臨床血液

日笠

聡（2006）治療製剤の安全性 家庭療法の意味. 血友

病友の会・ケアーズ夏合宿研修, 8.5, 大阪（大阪府立青少

セミナー, 3.10, 神戸.
小川啓恭（2006）日常診療における血液疾患および骨髄移
植の新展開. 第8回川西市臨床医学研究会, 4.1, 川西.
澤田暁宏, 常見

小川啓恭（2006）HLA半合致移植. 第3回血液・免疫・腫瘍
フォーラム, 7.28, 高松.

会病院医療講演会, 3. 10, 神戸（掖済会病院）.

幸, 徳川多津子, 丸茂幹雄, 日笠

聡, 小

川啓恭（2006）在宅自己注射治療の導入により凝固因子
製剤使用量が著明に減少した血友病A インヒビターの1

年海洋センター）.
池亀和博（2006）血縁H LA半合致移植. 秋田SF I講演会,
8.28, 秋田（秋田キャッスルホテル）.
岡田昌也, 中島利幸, 井上貴之, 野村香織, 佐竹敦志, 海田
勝仁, 沖川佳子, 糸井久幸, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭
（2006）低悪性度B細胞リンパ腫に対するリツキシマブ, ク

症例. 第2回関西血友病治療研究会, 4.1, 大阪.
大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 五熊丈義, 岡田昌也, 高塚

ラドリビン併用療法. 第4回兵庫がん治療・細胞療法研究

広行, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）臍帯血造血前駆細胞

会, 9.2, 神戸.

の体外増幅. 第14回近畿臍帯血幹細胞移植研究会, 5.13,

澤田暁宏, 常見

日笠

聡（2006）血友病の在宅自己注射療法. 第9回九州血

友病研究会, 5. 13, 福岡（福岡県中小企業振興センター）.
小川啓恭（2006）HLA不適合移植. 第27回京都造血幹細胞
聡（2006）血友病の治療. 第2回東北Hemoph i l i a

小川啓恭（2006）造血幹細胞移植の新展開－H LA不適合
graftの利用. 第57回兵庫県白血病懇話会, 6.3, 神戸.
加藤洋規, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 沖川
佳子, 谷口裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌
也, 高塚広行, 小川啓恭（2006）著明な白血球増多で発症
した急性前骨髄球性白血病症例. 第57回兵庫県白血病懇
小川啓恭（2006）最近の血液疾患の診断と治療. 第24回武

日笠

聡（2006）HIV感染症総論. 関西HIV臨床カンファレ

ンター）.
聡（2006）HIV感染症／AIDS. 龍谷高校福祉コース

授業, 9.28, 神戸（龍谷高校）.
澤田暁宏, 日笠

聡（2006）私見：観血的処置時の補充療法. 第2回阪

神ヘモフィリア研究会, 6. 24, 大阪（ホテルグランヴィア大

が・・・. 関西HIV臨床カンファレンス第40回講演会, 9.23,
大阪（大阪医療センター）.
小川啓恭（2006）HLA半合致移植. NPOつばさ法人フォー
ラムin大阪, 9.30, 大阪.
聡（2006）血友病患者とHCV感染症. バイエルヘモ

フィリアセミナー2006, 9.30, 愛知（ヒルトン名古屋）.
口裕紀, 藤岡龍哉, 澤田暁宏, 糸井久幸, 丸茂幹雄, 池亀

茂幹雄, 厚井

聡, 常見

幸, 徳川多津子, 角田ちぬよ, 丸

薫, 小川啓恭（2006）当院における血友病

性関節症に対する整形外科的治療. 第2回阪神ヘモフィリ

例. 第58回兵庫県白血病懇話会, 10.14, 神戸.
聡（2 0 0 6）E B MとN B M . 薬害エイズフォーラム,

10.15, 大阪（千里ライフサイエンスセンター）.
日笠

聡（2006）血友病診療. H I V感染症医師実地研修,

10.18, 大阪（国立病院機構大阪医療センター）.
小川啓恭（2006）HLA半合致移植. NPOつばさ法人フォー

ア研究会, 6.24, 兵庫.
聡（2006）血友病基礎講座. 第7回ヘモフィリアケア

ナースセミナー, 6. 30, 広島（ホテルグランヴィア広島）.
聡（2006）HIV感染症とその予防について. 西宮市立

西宮東高校講演会, 7.12, 西宮（西宮市立西宮東高校）.
聡（2006）HIVエイズの診療について. 兵庫県立加古

川病院医療講演会, 7.14, 加古川（県立加古川病院）.
岡田昌也（2006）臍帯血移植の現状と将来展望

聡, 高塚広行, 小川啓

恭（2006）H I V感染症に合併した非ホジキンリンパ腫の1
日笠

阪）.
澤田暁宏, 日笠

聡（2006）症例3 HAART開始後に発熱

和博, 玉置広哉, 岡田昌也, 日笠

6.10, 金沢.

当科にお

ける複数臍帯血移植. 多地点合同メディカル・カンファレン
ス, 7.13, 大阪（国立がんセンター）.
日笠

聡（20 06）血友病の治療. 第2回庄内Hemoph i l i a

徳川多津子, 沖川佳子, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 谷

庫川カンファレンス, 6.10, 西宮（兵庫医科大学）.
池亀和博（2 0 0 6）血 縁H L A半合致移植. 北陸若手の会,

日笠

日笠

日笠

話会, 6.3, 神戸.

日笠

例. 第6回東海地区インヒビター症例検討会, 9.2, 名古屋.

日笠

移植研究会, 5.27, 静岡.

日笠

剤使用量が著明に減少した血友病A インヒビターの1症

ンス第40回講演会, 9.23, 大阪（国立病院機構大阪医療セ

Seminar, 5. 20, 宮城（ホテルJALシティ仙台）.
小川啓恭（2006）H LA不適合移植. 第1回静岡造血幹細胞

日笠

聡, 小川

Seminar, 9.22, 山形（坂田東急イン）.

移植研究会, 5.19, 京都.
日笠

幸, 徳川多津子, 丸茂幹雄, 日笠

啓恭（2006）在宅自己注射治療の導入により凝固因子製

大阪.

聡（2006）血友病におけるC型肝炎治療. 第11回新潟

ラムin岡山, 10.21, 岡山.
池亀和博（2006）血縁HLA不一致移植. 第2回東四国SCT
コンソーシアム, 10.28, 高松（全日空クレメントホテル高
松）.
小川啓恭（2006）造血幹細胞移植. 市民公開講座, 11.1, 西宮
（兵庫医科大学）.
小川啓恭（2006）造血幹細胞移植の”いま”と”これから”. 骨
髄移植・さい帯血移植 推進合同フォーラム, 11.21, 神戸.
日笠

聡（2006）HIV・AIDS. 日本看護協会認定看護師教

育課程「感染管理」, 11.21, 神戸（社団法人日本看護協会
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Terada, M., Tsutsui, H., Imai, Y., Yasuda, K., Mizutani,

神戸研修センター）.
小川啓恭（2006）HLA半合致移植. 学術講演会, 12.5, 倉敷.

H., Yamanishi, K., Kubo, M., Matsui, K., Sano, H.

岡田昌也（2006）ICD-O 白血病及びリンパ腫の改訂. 近畿

and Nakanishi, K.（2006）Contribution of I L-18 to
atopic-dermatitis-like skin inflammation induced by

コーディング研究会, 12.19, 西宮（兵庫医科大学）.

Staphylococcus aureus product in mice. Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A., 103, 8816-8821.

内科学

リウマチ・膠原病科

山口宏茂, 松井

統（2006）

気管支喘息 患者に対する吸入ステロイド使用状況アン

■ 著書 ■

ケートの結果. Pharma Medica, 24, 161-164.

豊, 佐野

川人

聖, 松田良信, 大井利彦, 佐野

統（2006）薬理作用

NSAIDsのCOX活

Kuroiwa, T., Iwasaki, T., Imado, T., Sekiguchi, M., Fujimoto,

性阻害以外の多様な作用. NSAIDs（非ステロイド抗炎症

J. a nd Sano, H.（2006）Hepatocyte growth factor

薬）の使い方コツと落とし穴,（水島

prevents lupus nephritis in a murine lupus model of

裕, 川合眞一

編）,

chronic graft-versus-host disease. Arthritis Res. Ther.,

中山書店, 東京, 14.
佐野

統（20 06）適応症と使用法

C OX-2阻害薬による

癌治療. NSAIDs（非ステロイド抗炎症薬）の使い方コツ
と落とし穴,（水島

裕, 川合眞一

編）, 中山書店, 東京,

統（2006）治療と副作用

高齢者におけるNSA I Ds

の使い方. リウマチ病セミナー17,（七川歡次
田

監修, 前

晃, 小松原良雄, 福田眞輔, 吉川秀樹, 志水正敏, 塩

沢俊一, 村田紀和, 佐伯行彦, 西林保朗

編）, 永井書店,

統（2006）COX-2阻害薬Q&A

すか？. ファーマナビゲーター
川合眞一, 森田育男, 山中

寿

制がん作用はありま

COX-2阻害薬,（石黒直樹,
編）, メディカルレビュー

Ogata, A., Kitano, M. and Sano, H.（2006）Cevimeline
patient with pure autonomic failure. J. Neurol., 253,
119-120.
Hayama, T., Matsuyama, M., Funao, K., Tanaka, T.,

effect of neutrophil elastase inhibitor on renal warm

関口昌弘, 岩崎

剛, 佐野

統（2006）スフィンゴシン1リン

ischemia-reperfusion injury in the rat. Transplant.
Proc., 38, 2201-2202.

酸とその受容体シグナル. 臨床免疫, 45, 566-570.
統（2006）非ステロイド性抗炎症薬とCOX-2阻害薬.

Matsuyama, M., Hayama, T., Funao, K., Tsuchida, K.,
Takemoto, Y., Sugimura, K., Kawahito, Y., Sano, H.,

治療学, 40, 769-779.
統（2006）COX-2阻害薬と心血管合併症. 日本医師

Nakatani, T. and Yoshimura, R.（2006）Treatment
with edaravone improves the survival rate in renal

会雑誌, 135, 1078.
佐野

26, 7211-7223.

Na kata ni, T. a nd Yoshimura, R.（2006）Benefica l

［総説］

佐野

intestinal adenoma cell proliferation. Mol. Cell. Biol.,

Tsuchida, K., Takemoto, Y., Kawahito, Y., Sano, H.,

社, 東京, 324-329.
■ 学術論文 ■

佐野

T.（2006）Intracellular role for sphingosine kinase 1 in

hydrochloride improved cholinergic dysfunction in a

大阪, 201-216.
佐野

Venkataraman, K., Ai, Y., Ristimaki, AP., Fyrst, H.,
Sano, H., Rosenberg, D., Saba, J.D., Proia, R.L. and Hla,

70-71.
佐野

8, R123.
Kohno, M., Momoi, M., Oo, M.L., Paik, J.H., Lee, Y.M.,

統（2006）選択的COX-2阻害薬による血栓症リスク

はN SA I Dと同程度. 毎日メディカルジャーナル, 2, 968-

warm ischemia-reperfusion injury using rat model.
Transplant. Proc., 38, 2199-2200.
Iwasaki, T., Imado, T., Kitano, S. and Sano, H.（2006）

969.
［原著］

Hepatocy te g row t h factor a mel iorates der ma l

K it a no, M., H l a, T., S ek ig uch i, M., K awa h it o, Y.,
Yosh imu ra, R., M iya zawa, K., Iwasaki, T., Ta m,

s c l e r o s i s i n t h e t i g h t- s k i n m o u s e m o d e l o f
scleroderma. Arthritis Res. Ther., 8, R161.

Y.Y., S aba, J.D. a nd Sano, H.（ 2006）Sph i ngosi ne

Nagata, Y., Higashi, M., Ishii, Y., Sano, H., Tanigawa,

1-pho sph ate/sph i ngo s i ne 1-pho sph ate receptor

M., Nagata, K., Noguchi, K. and Urade, M.（2006）The

1 sig naling in rheumatoid synovium: reg ulation

presence of high concentrations of free D-amino acids

of synovial proliferation and inf lammatory gene

in human saliva. Life Sci., 78, 1677-1681.
［症例報告］

expression. Arthritis Rheum., 54, 742-753.
濱口真英, 川人

豊, 尾本篤志, 木村瑞穂, 和田

誠, 石

野 秀岳, 吉田牧恵, 山本相浩, 坪内康則, 河野正孝, 福田
亙, 佐野

黒岩孝則, 松井
田

聖, 黒田麻衣, 関口昌弘, 久野英樹, 寺

信, 橋本尚明, 岩崎

剛, 佐野

統 , 廣田 誠 一

統, 廣畑俊成, 吉川敏一（2006）血清抗リボ

（2006）胸膜炎を合併し, インフルエンザ肺炎を契機に間

ソームP抗体が全身性エリテマトーデスの精神神経症状

質性肺炎が急性増悪した関節リウマチの1剖検例. 臨床リ

の活動性を反映した2例. 京都府立医科大学雑誌, 115,
65-73.

ウマチ, 18, 63-71.
［研究報告］
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松井

聖（2 0 0 6）兵庫医科大学病院内科におけるアレル

グナルの役割.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学会

ギー診療連携. 厚生労働科学研究 ガイドライン普及のた

総会・学術集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会

めの対策とそれに伴うQOLの向上に関する研究, 10月版,

総会・学術集会
松井

310-311.

聖, 寺田

プログラム・抄録集, 125, 2006.）

信, 黒田麻衣, 北野将康, 久野英樹, 黒岩

■ 学会発表 ■

孝則, 橋本尚明, 岩崎

［指定講演］

の肺線維症モデルに対する基礎的検討と皮膚筋炎による

佐野

統（2006）リウマチ・膠原病の診断と治療−最近の

慢性間質性肺炎に対する臨床効果.（ワークショップ）第

トピックスを中心に−.（特別講演）臨床免疫・アレルギー

50回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長崎.（第

フォーラム, 1.27, 米子.

50回日本リウマチ学会総会・学術集会

佐野

統（2006）関節リウマチの骨・軟骨破壊に関与する因

子とその制御による治療−サイトカイン・CRH・プロスタグ

剛, 佐野

統（2006）ミゾリビン

プログラム・抄録

集, 129, 2006.）
久野英樹, 西岡亜紀, 関口昌弘, 北野将康, 黒岩孝則, 橋本

ランジン・COX-2・スフィンゴシン1リン酸−.（特別講演）第

尚明, 松井

4回疼痛性疾患治療研究会, 3.23, 小倉.

しい皮膚筋炎（amyopathic DM:aDM）に合併した間質

松井

聖（2006）免疫抑制薬のオーバービュー.（特別講演）

第1回Immuno-Modulator研究会, 3.28, 西宮.
佐野

統（2006）リウマチ・膠原病の診断と治療−最近のト

ピックスを中心に−.（特別講演）第38回和歌山市医師会
内科部会総会・学術講演会, 4.22, 和歌山.
佐野

統（2 0 0 6）高齢 者のヘルスプラン−医療の最前線

−.（教育講演）京都SKY大学, 7.4, 京都.
佐野

聖, 岩崎

剛, 佐野

統（2006）筋所見に乏

性肺炎（IP）に対するカクテル療法の有効性についての検
討.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学会総会・学術
集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術
集会

プログラム・抄録集, 130, 2006.）

橋本尚明, 内山正三, 橋本武則, 西岡亜紀, 関口昌弘, 北
野将康, 久野英樹, 黒岩孝則, 松井
野

聖, 岩崎

剛, 佐

統
（2006）シェーグレン症候群（S S）における顎下腺

統（2006）リウマチ・膠原病の診断と治療−最近のト

超音波パルスドプラ法とHGF, V E GFとの検討.（ワーク

ピックスを中心に−.（特別講演）第21回神戸市北区整形

ショップ）第50回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.23-

外科医会, 7.22, 神戸.

26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術集会

橋本尚明（2006）レミケード使用の実際～当科での使用経
験を中心に～.（特別講演）Infliximab Meeting, 7.22, 尼

ログラム・抄録集, 183, 2006.）
関口昌弘, 岩崎
本尚明, 松井

崎.
佐野

統（2006）N SA I Dsとステロイドの使い方.（教育講

演）第32回リウマチ中央教育研修会, 7.22-23, 東京.
橋本尚明（2006）自己免疫疾患について.（教育講演）市民
健康講座, 8.30, 西宮.

プ

剛, 北野将康, 久野英樹, 黒岩孝則, 橋
聖, Hla, T., 佐野

統（2006）シェーグレ

ン症候群唾液腺上皮細胞に及ぼすスフィンゴシン1リン酸
（S1P）の影響.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学
会総会・学術集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学
会総会・学術集会

プログラム・抄録集, 184, 2006.）

聖（2006）気管支喘息における予防・管理ガイドライ

岩崎

剛, 今戸健人, 久野英樹, 黒岩孝則, 橋本尚明, 佐

ンから見た吸入療法について.（特別講演）伊丹市・川西市

野

統（2 0 0 6）強 皮症モデルマウスのH G F遺伝 子治

薬剤師会・病薬伊丹支部合同学術講演会, 9.14, 伊丹.

療.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学会総会・学術

松井

松井 聖（2006）関節リウマチ・膠原病・ベーチェット病と上
手につきあうために.（教育講演）兵庫県・兵庫県難病財団
連合会主催医療講演・相談会, 10.22, 篠山.
佐野

統（2006）リウマチ・膠原病の診断と治療−最近のト

集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術
集会

プログラム・抄録集, 206, 2006.）

橋本尚明, 西岡亜紀, 北野将康, 関口昌弘, 久野英樹, 黒岩
孝則, 松井

聖, 岩崎

剛, 佐野

統, 松本譽之（2006）難

ピックスを中心に−.（特別講演）高知COX-2研究会, 10.27,

治性ベーチェット病に対するInfliximabの投与経験.（ワー

高知.

クショップ）第5 0回日本リウマチ学会総会・学 術集会,

橋本尚明（2006）当科における生物学的製剤の実際.（特別
講演）灘区整形外科リウマチ講演会, 11.30, 神戸.
佐野

統（2006）変貌するリウマチ・膠原病治療の現状と展

4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術集会
プログラム・抄録集, 213, 2006.）
鍵谷真希, 川人

豊, 吉田牧恵, 河野正孝, 坪内康則, 北野

望～抗サイトカイン療法を中心に～.（特別講演）第8回播

将康, 橋本尚明, 武内

磨リウマチ膠原病研究会, 12.9, 姫路.

一, 花房俊昭, 佐野

［シンポジウム等］
佐野

マチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長崎.
北野将康, H l a, T., 関口昌弘, 黒田麻衣, 西岡亜紀, 岩
剛, 佐野

聖, 槇野茂樹, 吉川敏

対する白血球除去療法（LCAP）の有用性.（ワークショッ

統（2006）COX-2とNSAID・COX-2阻害薬の基礎と

臨床−現在と未来−.（ランチョンセミナ−）第50回日本リウ

崎

徹, 松井

統（2006）難治性関節リウマチに

プ）第50回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長
崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術集会

プログラ

ム・抄録集, 236, 2006.）
山口宏茂, 松井

聖, 佐野

統（2006）吸入指導によりステ

統（2 0 0 6）関節リウマチ滑膜 組 織での

ロイドを変更した43例の検討.（ミニシンポジウム）第18回

Spingosine 1-phosphate（S1P）/S1P receptor（S1P1）シ

日本アレルギー学会春季臨床大会, 5.30-6.1, 東京.（アレル
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兵庫医大業績録（2006）
黒岩孝則, 黒田麻衣, 西岡亜紀, 関口昌弘, 北野将康, 久野

ギー, 55, 407, 2006.）
林

伸 樹 , 田中英 久 , 黒田 麻 衣 , 佐 野

統 , 中西 憲司

（2006）気管支喘息とIL-18.（シンポジウム）第71回日本イ
統（2006）免疫抑制薬と生物学的製剤の適応と治療

効果.（シンポジウム）第16回（中）日本リウマチ学会近畿

統（2006）

プログラ

ム・抄録集, 328, 2006.）
信, 野崎秀一, 永井朝子（2006）

統（2006）宝塚市民病院におけ

成人発症スチル病に血球貧食症候群とDICを合併した一

る吸入ステロイドの使用状況.（ミニシンポジウム）第56回

例. 第50回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長

日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.2-4, 東京.（アレル

崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術集会

ギー, 55, 1110, 2006.）

ム・抄録集, 304, 2006.）

松井

聖, 佐野

剛, 佐野

崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学術集会
波内俊三, 田端理英, 寺田

支部学術集会, 9.2, 大阪.
山口宏茂, 松井

聖, 岩崎

高カルシウム血症を呈した全身性エリテマトーデスの一
例. 第50回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長

ンターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
佐野

英樹, 橋本尚明, 松井

聖 , 寺田

信 , 黒田 麻 衣 , 北 野 将康 , 佐 野

統

田端理英, 波内俊三, 寺田

プログラ

信, 永井朝子（2006）Henoch-

（2006）皮膚筋炎による慢性間質性肺炎に対するミゾリビ

Schonlein紫斑病と診断されたATLの一例. 第50回日本リ

ンの臨床効果の肺線維症モデルを用いた基礎的検討.（ミ

ウマチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本

ニシンポジウム）第56回日本アレルギー学会秋季学術大

リウマチ学会総会・学術集会

会, 11.2-4, 東京.（アレルギー, 55, 1112, 2006.）
北野幸恵, 岩崎
野

剛, 今戸健人, 黒岩孝則, 小川啓恭, 佐

統（2 0 0 6）腸管 G V H D 発症におけるT L R- 4の役

割.（ワークショップ）第36回日本免疫学会総会・学術集
会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

井

剛, 北野将康, 黒岩孝則, 橋本尚明, 松

聖, Hla, T., 佐野

統（2006）S1P/S1P1シグナルと

F T Y720のシェーグレン症候群の病態形成に及ぼす影
響.（ワークショップ）第36回日本免疫学会総会・学術集会,
12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36,

剛（2006）自己免疫疾患におけるスフィンゴシン1リン

酸の役割. 第一回スフィンゴテラピィ（STC）研究会, 5.2728, 鳥取.
松井

聖 , 西 岡 亜 紀 , 北 野 将康 , 寺田

信, 佐野

統

3症例の検討. 第18回日本アレルギー学会春季臨床大会,
5.30-6.1, 東京.（アレルギー, 55, 448, 2006.）
寺田

信（2006）I L-18依存性にブドウ球菌菌体成分によっ

て惹起される新規アトピー性皮膚炎マウスモデルについ
て. 第26回兵庫県臨床アレルギー研究会, 6.24, 神戸.
北 野 将 康（ 2 0 0 6 ）関 節リウマ チ の 滑 膜 細 胞 に おける

106, 2006.）
Kuroda, M., Hayashi, N., Tanaka, H., Sano, H. a nd
Nakanishi, K.（2006）A new experimental asthma
model in which endogenous IL-18 is critically involved
as a causative factor.（ワークショップ）第36回日本免疫
学会総会・学術集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総
伸樹, 黒田麻衣, 佐野

sphingosine-1-phosphateのCOX-2誘導作用について. 第6
回関西COX研究会, 6.30, 大阪.
北野将康, 関口昌弘, 久野英樹, 黒岩孝則, 橋本尚明, 松
井

聖, 岩崎

剛, 佐野

統（2006）関節リウマチ滑膜

組織でのSphingosine 1-phosphate（S1P）/S1P receptor
（S1P1）シグナルの役割. 第27回日本炎症・再生医学会,

会・学術集会記録, 36, 303, 2006.）
田中英久, 林

2006.）
岩崎

（2006）難治性中耳炎の経過中に肥厚性硬膜炎を呈した

36, 65, 2006.）
関口昌弘, 岩崎

プログラム・抄録集, 335,

統, 杉村和久, 中西

憲司（2006）ヒト末梢血単核球移入免疫不全マウスを用
いたTh1型喘息に対する抗ヒトIL-18抗体の治療効果の検

7.11-12, 東京.（Inflammation and Regengeration, 26,
332, 2006.）
寺田

信, 松井

聖, 佐野

統 , 筒井ひろ子, 中西憲司

討.（ワークショップ）第36回日本免疫学会総会・学術集会,

（2006）黄色ブドウ球菌菌体成分によってI L-18依存性に

12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36,

惹起される新規アトピー性皮膚炎マウスモデルについて.

303, 2006.）

第34回阪神臨床アレルギー研究会, 9.7, 西宮.
山口宏茂, 松井

［一般講演］
黒田麻衣, 松井
尚明, 岩崎

聖, 関口昌弘, 久野英樹, 黒岩孝則, 橋本

剛, 佐野

統（2006）肺病変が急速に増悪し

た関節リウマチ3症例の検討. 第50回日本リウマチ学会総
会・学術集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会総
会・学術集会

プログラム・抄録集, 312, 2006.）

西岡亜紀, 橋本尚明, 北野将康, 久野英樹, 黒岩孝則, 松
井

聖, 岩崎

剛, 佐野

統, 橋本武則（2006）抗CD-20

聖, 佐野

統, 松田良信, 竹中雅彦, 陣

祥子（2006）吸入指導により, 吸入ステロイドを変更した
43例の検討. 第34回阪神臨床アレルギー研究会, 9.7, 西
宮.（アレルギー, 558, 407, 2006.）
黒岩孝則（2006）レミケード治療経過中に重症肺炎を併発
した2症例. 第20回神戸臨床リウマチ懇話会, 9.30, 神戸.
黒岩孝則（2006）関節リウマチに対するエタネルセプト短期
治療成績. 第4回阪神リウマチ治療研究会, 10.12, 尼崎.

モノクローナル抗体（リツキシマブ）が難治性ループス腎

常見

炎に有効であった1例. 第50回日本リウマチ学会総会・学

野

術集会, 4.23-26, 長崎.（第50回日本リウマチ学会総会・学

制御性T細胞. 第34回日本臨床免疫学会総会, 10.2-3, 東

術集会

京.（日本臨床免疫学会会誌, 29, 247, 2006.）

プログラム・抄録集, 322, 2006.）

幸, 岩崎

剛, 今戸健人, 日笠

聡, 小川啓恭, 佐

統（2006）SLE患者, HIV患者におけるCD4+CD25+
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兵庫医大業績録（2006）
北野将康, 関口昌弘, 岡部みか, 長谷川泰之, 久野英樹, 黒
岩孝則, 橋本尚明, 松井

剛, Saba, J.D., Hla,

and Sano, H.（2006）Sphingosin-1-Phosphate Induces

統（2006）関節リウマチにおけるSphingosine1-

Apoptosis a nd Il-6 Secretion by Salivary Gla nd

phosphate（S1P）/ S1P receptor-1（S1P1）シグナルの役

Epithelial Cells from Patients with Primary Sjogren's

割. 第34回日本臨床免疫学会総会, 10.2-3, 東京.（日本臨

Syndrome. The 70th annual meeting of the American

床免疫学会会誌, 29, 260, 2006.）

College of Rheumatology, 11.10-15, Washington D.C.,

T., 佐野

今戸健人, 岩崎

聖, 岩崎

Sekiguchi, M., Iwasaki, T., Hashimoto, N., Kuno, H., Hla, T.

剛, 黒岩孝則, 北野幸恵, 佐野

統, 小川

U.S.A.（Arthritis Rheum., 54（Suppl. 9）, S707, 2006.）

啓恭（2006）腸管GV HD発症におけるTLR-4の役割. 第

■ その他 ■

48回日本臨床血液学会総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47,

佐野

ン-1-リン酸／スフィンゴシン-1-リン酸受容体1シグナル伝

1017, 2006.）
松井

聖（2006）難治性中耳炎で発症した肥厚性硬膜炎を

伴ったWegener肉芽腫の1例. 第21回日本臨床リウマチ学
会, 11.21, 東京.（第21回日本臨床リウマチ学会

プログラ

中尾悦子, 長谷川泰之, 久野英樹, 岡部みか, 北野将康, 黒岩
聖, 岩崎

剛, 佐野

統（2006）

網状皮斑・足趾末端壊死で発症した1型クリオグロブリン
血症の1症例. 第181回日本内科学会近畿地方会, 12.2, 大
阪.（第181回日本内科学会近畿地方会抄録集, 12, 2006.）
松井

達：滑膜 細胞増殖と炎症性遺伝子発現の制御（監訳）.
Arthritis&Rheumatism日本語版, 7, 34.
鈴木尚人, 陰下敏昭, 松井

聖, 石原享介（2006）気管支

喘息治療シンポジウム速報. Asthma Symposium 2005,

ム・抄録集, 107, 2006.）
孝則, 橋本尚明, 松井

統（2006）関節リウマチの滑膜におけるスフィンゴシ

聖（2006）リウマチ・膠原病疾患に合併した間質性肺

炎におけるミゾリビンの作用機序の基礎的検討. 第12回
阪神リウマチ・セミナー, 12.14, 尼崎.
Hashimoto, N., Kuno, H., Sekiguchi, M., Kitano, M.,
Kuroiwa, T., Matsui, K., Iwasaki, T., Hashimoto, T. and

Vol. 15.
松井

聖（2006）気管支喘息の薬物治療（ガイドライン）－

吸入ステロイドをいかに使うか－. 大日本住友製薬社内勉
強会, 2.21, 神戸.
松井

聖（2006）アレルギー性呼吸器疾患について－気管

支拡張薬を使う疾患を中心に－. 三菱ウエルファーマ社内
研修会, 4.11, 西宮.
松井

聖（2006）関節リウマチの診断・治療と副腎皮質ステ

ロイド剤の副作用の対策. 三共製薬社内セミナー, 5.9, 尼
崎.

Sano, H.（2006）Relationships between helicobacter
pylori infection and chronic atrophic gastritis in

内科学

patients with sjogren’
s syndrome. EULAR 2006, 6.2124, Amsterdam, Netherland.（Ann. Rheum. Dis., 65
（Suppl. II）, 263, 2006.）
Kuno, H., Hashimoto, N., Sekiguchi, M., Kitano, M.,
Kuroiwa, T., Matsui, K., Iwasaki, T., Hashimoto, T. and
Sano, H.（2006）A role of helicobacter pylori infection
in gastroesophageal reflux disease in patients with

■ 著書 ■
難波光義（2006）インスリン療法. 最新糖尿病学
臨床,（垂井清一郎, 門脇

尿病カレントライブラリー6
義, 谷澤幸生

H., Kuroiwa, T., Hashimoto, N., Matsui, K., Iwasaki T.,
Saba, J.D., Hla, T. and Sano, H.（2006）The role of

宮川潤一郎, 難波光義（2006）持続型GLP-1. 糖尿病カレン
トライブラリー6
生

糖尿病の薬物治療,（難波光義, 谷澤幸

編）, 文光堂, 東京, 220-225.

宮川潤一郎（2 0 0 6）膵島（ランゲルハンス島）の形態・発
生・分化. 最新糖尿病学

receptor signaling in the pathogenesis of rheumatoid

脇

Netherland.（Ann. Rheum. Dis., 65（Suppl. II）, 132,
2006.）
Iwasaki, T., Imado, T., Kitano, S. and Sano, H.（2006）

孝, 花房俊昭

浜口朋也（2006）入院用クリニカルパス・チェックシート. 糖
尿病療養指導士のための糖尿病外来ケア・チェックシート,
（吉岡成人

編）, 医学書院, 東京, 121-126.

浜口朋也, 難波光義（2006）CSII-血糖制御効果と課題. 糖
尿病カレントライブラリー6

S c l e r o s i s i n t h e T i g ht- S k i n M o u s e M o d e l o f

義, 谷澤幸生

A me r i c a n C o l l eg e of R h eu m at o l og y, 11.10 -15,
Washington D.C., U.S.A.（Arthritis Rheum., 54（Suppl.
9）, S727, 2006.）

基礎と臨床,（垂井清一郎, 門

編）, 朝倉書店, 東京, 34-49.

Hepatocyte Growth Factor Ameliorates Dermal
S cleroder ma. The 70t h a n nua l meet i ng of t he

糖尿病の薬物療法,（難波光

編）, 文光堂, 東京, 57-66.

sphingosine 1-phosphate/sphingosine 1-phosphate
a r t h r it i s. E U L A R 2 0 0 6, 6. 21-2 4, A m s t e r d a m,

基礎と

編）, 朝倉書店,

東京, 405-420.

Netherland.（Ann. Rheum. Dis., 65（Suppl. II）, 636,
Kitano, M., Tam, Y.Y., Sekiguchi, M., Kuroda, M., Kuno,

孝, 花房俊昭

難波光義（2006）インスリン治療の適応とポジショニング. 糖

systemic sclerosis. EULAR 2006, 6.21-24, Amsterdam,
2006.）

糖尿病科

糖尿病の薬物治療,（難波光

編）, 文光堂, 東京, 88-93.

■ 学術論文 ■
［総説］
難波光義, 浜口朋也（2006）CSIIの課題－なぜ, わが国でこ
の治療法が拡がらないか？. 糖尿病診療マスター, 4, 468-
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難波光義（2006）2型糖尿病診療のupdate.（教育講演）第

475.
難波光義（2006）インスリン治療. 兵庫県医師会医学雑誌,
宮川潤一郎, 浜口朋也, 紺屋浩之, 難波光義（2006）内分泌
症候群3, グルカゴノーマ. 新領域別症候群シリーズ3, 日本
臨牀（別冊）, 367-371.
宮川潤一郎, 難波光義（2006）GLP-1のインスリン分泌促進
作用. 内分泌・糖尿病科, 23, 255-259.
浜口朋也, 難波光義（2006）インスリン療法における留意点.
日本臨牀, 64, 101-105.
浜口朋也, 勝野朋幸, 紺屋浩之, 難波光義（2006）インスリン
アナログ製剤の使い方. 内科, 97, 87-93.
浜口朋也, 勝野朋幸, 紺屋浩之, 難波光義（2006）糖尿病治
療の新時代

41回糖尿病学の進歩, 9.29-30, 札幌.
難波光義（2006）2型糖尿病の病態を意識した早期外来イン

49, 14-17.

インスリン療法. 臨牀と研究, 83, 30-36.

浜口朋也（2006）インスリン治療による低血糖の予防と対
応. 糖尿病ケア, 3, 547-551.
浜口朋也, 勝野朋幸, 難波光義（2006）超速効型インスリン
のCSIIへの導入の意義. 内分泌･糖尿病科, 23, 467-473.
紺屋浩之（2006）糖尿病性早期腎症の管理. 西宮市医師会
医学雑誌, 11, 103-104.
［原著］
大徳真珠子, 本田育美, 奥宮暁子, 山﨑義光, 笠山宗正, 池
上博司, 宮川潤一郎, 久保田稔, 江川隆子（2006）セルフ

スリン導入.（ランチョンセミナー）第41回糖尿病学の進歩,
9.29-30, 札幌.
難波光義（2006）薬物療法におけるインスリン治療のポジ
ショニングと実際.（リード講演）第43回日本糖尿病学会近
畿地方会, 11.18, 京都.
［シンポジウム等］
難波光義（2006）GLP-1.（シンポジウム）第20回日本糖尿病
動物研究会, 2.9, 東京.
難波光義, 加来浩平, 山内俊一（2006）肥満2型糖尿病患者
に対するインスリン治療－是か非か？.（ディベイトセッショ
ン）第49回日本糖尿病学会年次学術集会, 5.25-27, 東京.
難波光義（2006）インスリンアナログによる糖尿病合併妊
婦の治療－期待と不安.（ワークショップ）第22回日本糖尿
病・妊娠学会年次学術集会, 11.25, 東京.
［一般講演］
浜口朋也, 勝野朋幸, 石川哲也, 美内雅之, 深水真希, 紺屋
浩之, 宮川潤一郎, 難波光義（2006）生活習慣病における
血管障害の予防～メタボリック・モジュレーターによる介入
～. 第111回近畿糖尿病談話会, 6.3, 大阪.
池田

薫, 浜口朋也, 美内雅之, 石川哲也, 深水真希, 勝野

ケア行動評価尺度SDSCA（The Summary of Diabetes

朋幸, 紺屋浩之, 宮川潤一郎, 難波光義（2006）2型糖尿

Self-Care Activities Measure）の日本人糖尿病患者にお

病におけるTBIの臨床的意義. 第49回日本糖尿病学会年

ける妥当性及び信頼性の検討. 糖尿病, 49, 1-9.
Satani, K., Konya, H., Hamag uchi, T., Umehara, A.,

次学術集会, 5.25-27, 東京.
勝野朋幸, 浜口朋也, 上山貴史, 楠

宜樹, 小西康輔, 木村

Katsuno, T., Ishikawa, T., Kohri, K., Hasegawa, Y.,

祐子, 石川哲也, 美内雅之, 井田鈴子, 紺屋浩之, 宮川潤一

Suehiro, A., Kakishita, K. a nd Namba, M.（2006）

郎, 難波光義（2006）1型糖尿病患者におけるインスリング

Clinical significance of circulating hepatocyte growth

ラルギン最適投与法の検討. 第6回先進インスリン療法研

factor, a new risk marker of carotid atherosclerosis in

究会, 10.28, 長岡.

patients with Type 2 diabetes. Diabet. Med., 23, 617622.
Tokui, Y., Kozawa, J., Yamagata, K., Zhang, J., Ohmoto,

井野口千枝, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義（2006）当科
における高齢者糖尿病入院患者の治療. 第48回日本老年
医学会, 6.8-10, 金沢.

H., Tochino, Y., Okita, K., Iwahashi, H., Namba, M.,

深水真希, 美内雅之, 石川哲也, 勝野朋幸, 紺屋浩之, 浜口

Shimomura, I. and Miyagawa, J.（2006）Neogenesis and

朋也, 宮川潤一郎, 難波光義（2006）2型糖尿病における

proliferation of β–cells induced by human batacellulin

消化管合併症の評価. 第49回日本糖尿病学会年次学術集

gene transduction via retrograde pancreatic duct
injection of an adenovirus vector. Biochem. Biophys.
Res. Commun., 350, 987-993.

会, 5.25-27, 東京.
石川哲也, 吉見宣子, 上山貴史, 徳田八大, 勝野朋幸, 紺屋
浩之, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義, 西口修平（2006）

Miura, A., Yamagata, K., Kakei, M., Hatakeyama, H.,

急激な耐糖能悪化で発症したが, ステロイドが著効した

Takahashi, N., Fukui, K., Nammo, T., Yoneda, K.,

自己免疫性膵炎の1例. 第43回日本糖尿病近畿地方会,

Inoue, Y., Sladek, F.M., Magnuson, M.A., Kasai, H.,

11.18, 京都.

Miyagawa, J., Gonzalez, F.J. and Shimomura, I.（2006）

美内雅之, 紺屋浩之, 勝野朋幸, 梅原亜希子, 深水真希, 井

Hepatocyte nuclear 4-α is essential for glucose-

野口千枝, 石川哲也, 木村祐子, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難

stimulated insulin secretion by pancreatic β-cells. J.

波光義（2006）ミチグリニドの多面的効果の検討. 第49回

Biol. Chem., 281, 5246-5257.

日本糖尿病学会年次学術集会, 5.25-27, 東京.

■ 学会発表 ■
［指定講演］

木村祐子, 美内雅之, 上山貴史, 石川哲也, 紺屋浩之, 楠
宜樹, 小西康輔, 井野口千枝, 勝野朋幸, 浜口朋也, 宮川

難波光義（2006）高齢者糖尿病診療における問題点.（ミニ

潤一郎, 難波光義（2006）糖尿病加療中に低血糖発作を

レビュー）第48回日本老年医学会学術集会, 6.8-10, 金沢.

繰り返し, インスリノーマの併発が疑われた1例. 第43回日
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クチン濃度への影響の可能性. 第49回日本糖尿病学会年

本糖尿病近畿地方会, 11.18, 京都.
木村祐子, 中尾悦子, 山岡樹里, 紺屋浩之, 石川哲也, 勝野
朋幸, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義（2006）ＰＥＧイン

次学術集会, 5.25-27, 東京.
徳永あゆみ, 山縣和也, 沖田考平, 岩橋博見, 船橋

徹, 宮

ターフェロンとリバビリンとの併用療法後に1型糖尿病を発

川潤一郎, 下村伊一郎（2006）2型糖尿病患者における

症したＣ型肝炎の1例. 第181回日本内科学会近畿地方会,

Visfatin遺伝子のSNP解析. 第49回日本糖尿病学会年次
学術集会, 5.25-27, 東京.

12.2, 大阪.
徳田八大, 石川哲也, 美内雅之, 深水真希, 勝野朋幸, 紺屋

大徳真珠子, 江川隆子, 藤原

優, 山崎義光, 船橋

徹, 笠

浩之, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義, 萬野幸代, 高岡

山宗正, 池上博司, 宮川潤一郎, 久保田稔, 下村伊一郎, 奥

一樹, 野口一馬, 浦出雅裕（2006）口腔底感染から両側頸

宮暁子（2006）足潰瘍発症リスクに合わせたフットケア行

部の蜂窩織炎, 壊死性筋膜炎, 前上縦隔炎に進行したコン

動に対する看護介入の検討. 第49回日本糖尿病学会年次

トロール不良2型糖尿病の1例. 第179回日本内科学会近畿

学術集会, 5.25-27, 東京.
秋田悦子, 沖田考平, 岡内幸義, 梁

地方会, 6.10, 神戸.
小西康輔, 石川哲也, 木村祐子, 美内雅之, 勝野朋幸, 紺

橋

美和, 中村

正, 船

徹, 岩橋博見, 宮川潤一郎, 下村伊一郎, 山縣和也

屋浩之, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義, 香山浩二

（2006）メタボリッグシンドローム合併2型糖尿病患者に

（2006）新生児胎便吸引症候群をきたした罹病歴17年の1

おけるインスリン分泌能の特徴. 第43回日本糖尿病近畿

型糖尿病症例. 第43回日本糖尿病近畿地方会, 11.18, 京
都.

地方会, 11.18, 京都.
Ikeda, K., Hamag uchi, T., Miuchi, M., Ishikawa, T.,

上山貴史, 深水真希, 木村祐子, 美内雅之, 石川哲也, 井野

Fukamizu, M., Katsuno, T., Konya, H., Miyagawa, J.

口千枝, 勝野朋幸, 紺屋浩之, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難

and Namba, M.（2006）Clinical Significance of Toe-

波光義（2006）2型糖尿病における糖尿病神経障害と下

Brachial Pressure Index（TBI）in Patients with Type

部消化管合併症との関連性の検討. 第43回日本糖尿病近

2 Diabetes. 42nd The European Association for the

畿地方会, 11.18, 京都.

Study of Diabetes（EASD）Annual Meeting 2006, 9.14-

吉見宣子, 上山貴史, 徳田八大, 石川哲也, 勝野朋幸, 紺屋
浩之 , 浜 口朋 也 , 宮川潤 一郎 , 難 波 光 義 , 西口 修 平
（2006）急激な耐糖能悪化で発症したが, ステロイドが著
効した自己免疫性膵炎の1例. 第180回日本内科学会近畿

■ その他 ■
難波光義（2006）インスリン治療. 第45回兵庫県医師会学術
セミナー, 1.22, 神戸.
難波光義（2006）インスリン治療の戦略と戦術－インスリン

地方会, 9.2, 京都.
牧野亜希子, 上山貴史, 楠

17, Copenhagen-Malmoe, Denmark-Sweden.

宜樹, 小西康輔, 石川哲也, 木

村祐子, 美内雅之, 井田鈴子, 勝野朋幸, 紺屋浩之, 浜口朋

アナログの定着と今後. 第22回中国地区インスリン治療研
究会, 1.28, 広島.

也, 宮川潤一郎, 難波光義（2006）体重減少を契機に発見

難波光義（2006）メタボリックシンドロームから2型糖尿病へ

された高齢発症の1型糖尿病の1例. 第17回日本老年医学

の病態進行とその薬物治療－食後高血糖対策を中心に.
泉大津市医師会学術講演会, 2.8, 泉大津.

会近畿地方会, 11.25, 大阪.
軍, 沖田考平, 岩橋博見, 栩野

難波光義（2006）メタボリックシンドロームから2型糖尿病へ

義博, 山縣和也, 下村伊一郎, 宮川潤一郎（2006）逆行性

の病態進行とその薬物治療－食後高血糖対策を中心に.

徳井野江, 小澤純二, 張

膵管注入法を用いたBetacellulin遺伝子導入による膵β
細胞分化誘導. 第79回日本内分泌学会学術総会, 5.19-21,

か？. ランタスシンポジウム－Treat to Target－, 2.25, 東

神戸.
徳井野江, 張

食後高血糖フォーラム2006 in Kobe, 2.23, 神戸.
難波光義（2006）いつ, いかに始めるか？また, いつ投与する

軍, 山縣和也, 小澤純二, 沖田考平, 岩

京.

橋 博見, 栩野義博, 紺屋浩之, 浜口朋也, 下村伊一郎, 難

難波光義（2006）外来インスリン治療の今後－インスリンア

波光義, 宮川潤一郎（2006）発症前NODマウスにおける

ナログの定着と併用療法の再評価－. 第16回姫路糖尿病

GLP-1持続皮下投与の効果. 第49回日本糖尿病学会年次

治療懇話会, 3.18, 姫路.
難波光義（2006）メタボリックシンドロームから2型糖尿病

学術集会, 5.25-27, 東京.
宇野

彩, 今川彰久, 沖田考平, 佐山孝一, 岩橋博見, 山縣

和也, 花房俊昭, 宮川潤一郎, 下村伊一郎（2006）自己免

への病態進行とその薬物治療. 芦屋市医師会学術講演会,
3.25, 芦屋.

疫性1型糖尿病における樹状／マクロファージ, サイトカイ

難波光義（2006）メタボリックシンドロームから2型糖尿病へ

ンの関与についての検討. 第49回日本糖尿病学会年次学

の病態進行とその薬物治療－食後高血糖対策を中心に.

術集会, 5.25-27, 東京.

食後高血糖フィーラム2006 in 奈良, 4.22, 奈良.

岡内幸義, 山縣和也, 岩橋博見, 沖田考平, 熊田全裕, 南茂
隆生, 黒田陽平, 秋田悦子, 梅村

聡, 福田あゆみ, 中田信

輔, 丹波祥子, 最所賢二, 宮川潤一郎, 船橋

徹, 下村伊一

郎（2006）PGC-1α（G482S）SNPの日本人男性アディポネ

難波光義（2006）アナログインスリン時代の外来インスリン
治療. 糖尿病トータルケアフォーラム in 札幌, 4.28, 札幌.
難波光義（2006）インスリン治療導入の指標と製剤選択. 第
23回糖尿病 up・date 賢島セミナー, 8.26-27, 三重.
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難波光義（2006）吸入インスリン製剤

期待と不安. 第23回

宝塚TMECの会, 10.4, 宝塚.
浜口朋也（2006）メタボリックシンドローム最近の話題. 尼

糖尿病 up・date 賢島セミナー, 8.26-27, 三重.
難波光義（2006）経口薬・インスリン併用療法の再評価. 大

崎市薬剤師会学術講演会, 10.14, 尼崎.
浜口朋也（2006）メタボリックシンドロームと糖尿病. 神戸市

阪糖尿病アカデミー（ODA）, 10.11, 西宮.
難波光義（2006）糖尿病の予防と治療に向けて

昔のくら

し, 今のくらし. 青森県糖尿病週間患者講演会, 10.21, 八

北区医師会学術講演会, 10.21, 神戸.
浜口朋也（2006）メタボリックシンドロームと高尿酸血症. 神
戸市薬剤師会学術講演会, 11.25, 神戸.

戸.
難波光義（2006）経口薬治療の組み立て方

第3世代ＳＵ

薬の再評価. 青森県糖尿病週間学術講演会, 10.21, 八戸.
難波光義（2006）変わりつつあるインスリン治療

アナログ
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分担研究報告書, 23-25.

山本晃久, 西口修平（2006）IFNによる発癌制御のメカニズ
ムと臨床応用. 日本臨牀, 64, 1254-1258.
今西宏安, 齋藤正紀, 程
本晃久, 秦

継東, 劉

衛東, 片瀬竜司, 山

一美, 池田直人, 大野正雄, 原

直樹, 下

村壯治, 山元哲雄, 中村秀次, 波田壽一（2006）U F T,
etodolac, ビタミンK2経口投与後著明に改善した門脈腫
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飯島尋子（2006）肝胆膵疾患の造影超音波検査（新造影

瘍塞栓を伴う進行肝細胞癌の1例. 肝臓, 47, 113-118.
Ikura, Y., Ohsawa, M., Suekane, T., Fukushima, H.,
Itabe, H., Jomura, H., Nishiguchi, S., Inoue, T., Naruko,

剤への期待をこめて）（ランチョンセミナー）
.
DDW-Japan
2006 Sapporo, 10.11-14, 札幌.

T., Egara, S., Kawada, N., Arakawa, T. and Ueda,

西口修平（2006）C型肝炎のon demand治療の今後の動向

M.（2006）Localization of oxidized phosphatidylcholine

①抗ウイルス療法.（教育講演）第36回日本肝臓学会東部

in nonalcoholic fatty liver disease: impact on disease

会, 12.9, 東京.（日本肝臓学会教育講演会テキスト, 57-63,

progression. Hepatology, 43, 506-514.

2006.）
西口修平（2006）肝発癌予防の総合的な治療戦略.（イブニ

■ 学会発表 ■
［指定講演］

ングセミナー）第36回日本肝臓学会東部会, 12.8, 東京.

飯島尋子（2006）消化管の超音波診断.（招待講演）阪神逆
飯島尋子（2006）びまん性肝疾患

特にNAFLDの超音波

都.
飯島尋子（2006）肝胆膵疾患における造影超音波の現状と

診断.（特別講演）第3回菅生フォーラム, 2.10, 神奈川.
飯島尋子（2006）消化器病学会女性医師の会の紹介

飯島尋子（2006）消化器肝臓疾患における造影超音波の現
状と展望.（特別講演）京都府医師会学術講演会, 12.9, 京

流性食道炎分類研究会, 1.19, 大阪.

性

差医療研究.（特別講演）第3回菅生フォーラム, 2.10, 神奈
川.

展望－特に次世代超音波造影剤の有用性について－.（特
別講演）第96回島根腹部超音波研究会, 12.13, 松江.
［シンポジウム等］

中村秀次（2006）C型肝炎の最新の治療戦略.（教育講演）

下村壯治, 池田直人, 西口修平（2006）肝細胞癌に対するラ

日本消化器病学会近畿支部第20回教育講演会, 2.25, 神

ジオ波焼灼療法の適応と限界.（シンポジウム）第84回日

戸.
飯島尋子（2006）次世代超音波造影剤の最新動向.（特別講
演）第15回新都心造影超音波検査研究会, 3.6, 東京.
飯島尋子（2006）NA FLDの超音波診断.（特別講演）第24
回高知肝疾患セミナー, 3.16, 高知.
飯島尋子（2006）脾疾患の臨床診断.（教育講演）日本消化
器集団検診学会近畿支部超音波部会, 3.25, 大阪.

本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.
N i s h i g u ch i, S.（ 2 0 0 6）C h e m o pr eve nt i o n o f H C C:
Inhibitory Effects of Interferon and Vitamin K2
in Hepatorcinogenesis.（Symposium）The 15th CR I
Ca ncer Sy mpo siu m i n C onju nct ion w it h Liver
Research Institute, 4.14, Seoul, Korea.
飯島尋子, 森安史典, 西口修平（2006）造影超音波から, 早

飯島尋子（2006）
Nonalcoholic fatty liver disease
（NAFLD）

期肝細胞癌治療のcritical pointを考える.（パネルディス

および薬剤性肝障害について.（特別講演）第317回大阪府

カッション）第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小

病院薬剤師会講演会, 4.26, 大阪.（O.H.P. news, 48, 262-

倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（臨時増刊号）, A74,

264, 2006.）

2006.）

西口修平（2006）C型肝硬変：発がん抑止のための新たな治

田守昭博, 久保正二, 西口修平（2006）ヒトゲノムへのHBV-

療戦略～代謝改善と原因療法～.（ランチョンセミナー）第

DNA組み込みを介する肝発癌機序の再考.（ワークショッ

42回日本肝臓学会総会, 5.25-26, 京都.

プ）第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消

Iijima, H.（2006）Diag nosis of liver diseases using
c ont ra st u lt ra s ou nd ut i l i z i ng ph ago c y t o s is of

化器病学会雑誌, 103（臨時増刊号）, A121, 2006.）
齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 廣田誠一, 前山史郎, 西口

microbubbles by Kupffer cells.（Keynote Lecture）

修 平（2 0 0 6）慢性 肝疾患におけるレボビスト造影実質

The 11th Congress of World Federation for Ultrasound

遅延 相の有用性の検 討.（ワークショップ）日本超音波

in Medicine a nd Biolog y, 5.28-6.1, S eoul, Korea.
（Ultrasound in medicine and biology, 32, 76, 2006.）
西口修 平（2 0 0 6）インターフェロン療法.（ランチョンセミ

医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33
（Suppl.）, S253, 2006.）
下村壯治, 池田直人, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

直樹, 今西

ナー）第71回インターフェロン・サイトカイン学会学術集会,

宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

7.7-8, 西宮.

造 影 超音波による肝 細 胞癌ラジオ波 焼 灼 療法後の早

西口修平（2006）ウイルス性慢性肝炎の治療.（教育講演）日

期治療効果判定（
. パネルディスカッション）日本超音波

本消化器病学会近畿支部第21回教育講演会, 7.8, 和歌山.

医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33

飯島尋子（2006）造影超音波によるNA FLDの診断.（教育
講演）OSAKA CITY LIVER CLUB, 8.26, 大阪.

（Suppl.）, S194, 2006.）
飯島尋子, 宮原健夫, 東浦晶子, 山田昌彦, 鈴木史朗, 吉田昌

飯島尋子（2006）レボビストと次世代造影剤の異同－レボビ

弘, 西口修平, 森安史典（2006）微小気泡のKupffer細胞

ストは何を担えるか－.（特別講演）第21回超音波ドプラ研

による貪食とその肝疾患診断の臨床的意義.（シンポジウ

究会, 9.2, 東京.

ム）日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超

西口修平（2006）肝疾患の進展抑制において栄養療法が果
たすべき役割.（ランチョンセミナー）第10回日本肝臓学会
大会, 10.11-12, 札幌.

音波医学, 33（Suppl.）, S124, 2006.）
飯島尋子, 森安史典, 東浦晶子, 山田昌彦, 佐々木俊一, 齋
藤正紀, 下村壯治, Wilson, S.R., Burns, P., 西口修平
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（2006）Levovistと次世代造影剤の異同と肝疾患診断に

cont ra st agent m icrobubbles by k upf fer cel ls.

おける位置づけ.（ パネルディスカッション）日本超音波

（Sy m p o s i u m） 8t h I nt e r n a t i o n a l Sy m p o s i u m

医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33

on Ultrasound Contrast Imaging, 12.9-10, Tokyo.
（Abstract, 46, 2006.）

（Suppl.）, S195, 2006.）
佐々木俊一, 飯島尋子, 土谷

薫, 東浦晶子, 吉田昌弘, 山

Yamada, M., Sugimoto, K., Metoki, R., Taira, J., Furuichi,

田昌彦, 森安史典（2006）多施設研究による肝臓造影時

Y., Miyahara, T., Imai, Y., Nakamura, I., Iijima, H. and

相の標準化.（シンポジウム）日本超音波医学会第79回学

Moriyasu, F.（2006）Real time 3-D ultrasound（4D-US）

術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S114,

and contrast 4D-US.（Symposium）8th International

2006.）

Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, 12.9-10,

森安史典, 飯島尋子, 呂

明徳, 陳

敏華, 周

暁東, 姜

Tokyo.（Abstract, 57-58, 2006.）

玉新（2 0 0 6）中日共同臨床研究による肝癌の造影超音

Iijima, H., Wilson, S.R., Burns, P.N. a nd Moriyasu,

波M FI診断.（シンポジウム）日本超音波医学会第79回学

F.（2006）Diagnosis of liver tumors using LevovistTM

術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S117,

a nd D ef i n it yT M（
. Sy mp o s iu m）8t h I nt er n at ion a l

2006.）

Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, 12.9-10,

土谷

薫, 飯島尋子, 佐々木俊一, 吉田昌弘, 東浦晶子, 清

水雅文, 山田昌彦, 西口修平, 泉

並木, 森安史典（2006）

多施 設 に おける肝 腫 瘍 造 影 超 音 波 検 査 の 標 準 化

Tokyo.
（Abstract, 62-63, 2006.）
［一般講演］
肥塚明日香, 飯島尋子, 黒田暢一, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧

A PLIOでの検討.（ワークショップ）日本超音波医学会第

原佐知子, 佐藤良樹, 坂上

79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）,

治朗（2006）腫瘤形成性膵炎と鑑別困難であった膵癌の

S245, 2006.）

1例. 日本超音波医学会第31回関西地方会学術集会, 2.4,

宮田祐樹, 柳沢京介, 宮原健夫, 飯島尋子, 森安史典（2006）
Kupffer細胞による超音波造影剤の取り込みに関する基

隆, 石蔵礼一, 廣田誠一, 藤元

京都.（超音波医学, 33, 419, 2006.）
飯島尋子, 坂上

隆, 橋本眞里子, 肥塚明日香, 東浦晶子,

礎的検討.（ワークショップ）日本超音波医学会第79回学

牧原佐知子, 佐藤良樹, 斉藤正紀（2006）造影超音波が

術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S251,

診断に有用であった胃粘膜下腫瘍の1例. 日本超音波医

2006.）

学会第31回関西地方会学術集会, 2.4, 京都.（超音波医学,

日比敏男, 熊田

卓, 田中幸子, 高倉玲奈, 吉岡二三, 三栖

33, 422, 2006.）

弘三, 藤本研治, 尾下正秀, 下村壯治, 池田直人（2006）肝

肥塚明日香, 飯島尋子, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧原佐知

腫瘤性病変に対する造影エコー法の客観的評価.（シンポ

子, 佐藤良樹, 佐竹敦志, 山村武平, 廣田誠一, 小川啓恭

ジウム）日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大

（2006）治療経過をおえた小腸悪性リンパ腫の1例. 日本超

阪.

音波医学会第31回関西地方会学術集会, 2.4, 京都.（超音

小川眞広, 高倉玲奈, 森
村壯治, 熊田

秀明, 藤本研治, 平井都始子, 下

卓, 斎藤明子, 南

康典, 松谷正一（2006）

波医学, 33, 423, 2006.）
森安史典, 飯島尋子, 杉本勝俊, 目時

亮, 山田昌彦, 清水

造影超音波検査法の客観的評価のための共同研究：肝

雅文, 宮田裕樹, 工藤幸正, 中村洋典, 平良淳一, 釜本寛

癌TA E治療後の効果判定.（シンポジウム）日本超音波医

之, 横井正人, 宮原健夫, 堀部俊哉（2006）次世代超音波

学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.

造影剤Sono VueとMicro Flow Imaging（MFI）を使っ

飯島尋子, 森安史典, 西口修平, 鈴木史朗, 山田昌彦, 清水雅
文, 東浦晶子, 吉田昌弘, 西上隆之, 中尾宣夫（2006）早期

た肝腫瘍の微細血管造影. 第12回肝血流動態イメージ研
究会, 2.4-5, 横浜.（抄録集, 19, 2006.）

肝細胞癌診断におけるLevovist造影超音波検査の有用

吉川昌平, 大野正雄, 片瀬竜司, 山本晃久, 池田直人, 齋藤

性.（パネルディスカッション）第42回日本肝癌研究会, 7.6-

正紀, 下村壯治, 山元哲雄, 今西宏安, 中村秀次, 西口修

7, 東京.（抄録集, 76, 2006.）

平（2006）肝機能障害, 糖尿病精査中に発見された膵グル

飯島尋子, 森安史典, 西口修平（2006）造影超音波による
慢性肝疾患の血流・網内系機能診断の検討.（シンポジ
ウム）第10回日本肝臓学会大会, 10.11-12, 札幌.（肝臓, 47
（Suppl.2）, A322, 2006.）

カゴノーマの1例. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会,
2.25, 神戸.
吉川昌平, 片瀬竜司, 原

直樹, 山本晃久, 秦

一美, 池田

直人, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

田守昭博, 河田則文, 西口修平（2006）ステロイド抵抗性自

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平, 斉藤慎一, 山中潤一,

己免疫性肝疾患の特徴と対策－アザチオプリン代謝酵素

藤元治朗, 西上隆之（2006）アルコール性肝硬変に発生し

多型を含めて－.（パネルディスカッション）第10回日本肝

たnodule in noduleの形態を呈したHCCの1例. 第19回日

臓学会大会, 10.11-12, 札幌.（肝臓, 47（Suppl.2）, A354,

本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会, 4.1, 神戸.（抄録集,

2006.）

2, 2006.）

Miyahara, T., Moriyasu, F., Yanagisawa, K., Miyata,
Y. and Iijima, H.（2006）Phagocytosis of ultrasound

齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 吉川昌平, 片瀬竜司, 池田
直人, 秦

一美, 大野正雄, 原

直樹, 今西宏安, 下村壯
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治, 山元哲雄, 中村秀次, 廣田誠一, 前山史朗, 西口修平

（2006）肝内局在とJIS scoreからみた肝細胞癌に対する

（2006）レボビスト造影実質相による脂肪性肝疾患診断

ラジオ波焼灼療法の治療成績. 第42回日本肝臓学会総会,

の検討. 第19回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会,
齋藤正紀, 飯島尋子, 西口修平, 片瀬竜司, 吉川昌平, 池田直
人, 大野正雄, 原

5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A263, 2006.）
東浦晶子, 飯島尋子, 池田直人, 齋藤正紀, 肥塚明日香, 橋

4.1, 神戸.（抄録集, 20, 2006.）

本眞理子, 牧原佐知子, 下村壯治, 西口修平, 森安史典

直樹, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲雄,

（2006）慢性肝疾患における肝動脈, 門脈, 肝静脈血流

中村秀次, 森安史典（2006）造影超音波によるNAFLDお

の定量化. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28,

よび慢性肝疾患の診断. 第92回日本消化器病学会総会,
4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（臨時増刊

大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S392, 2006.）
吉田昌弘, 宮原健夫, 宮田祐樹, 目時
雅文, 徐

号）, A147, 2006.）
吉川昌平, 大野正雄, 片瀬竜司, 秦
直人, 齋藤正紀, 原

亮, 杉本勝俊, 清水

輝雄, 山田昌彦, 飯島尋子, 森安史典（2006）

一美, 山本晃久, 池田

Levovist造影のdelayed phaseを用いたびまん性肝疾患

直樹, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

の診断. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）網嚢内へ出血

阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S441, 2006.）

した尾状葉肝細胞癌破裂3例の検討. 第92回日本消化器

肥塚明日香, 飯島尋子, 橋本眞理子, 東浦晶子, 牧原佐知

病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103

子, 山中潤一, 安藤久美子, 中尾宣夫, 廣田誠一, 藤元治
朗（20 0 6）典型的な画像を呈した肝限局性結節性過形

（臨時増刊号）, A272, 2006.）
田守昭博, 林

建博, 榎本

正 , 河田則文 , 関

大, 坂口浩樹, 羽生大記, 武田

守一, 田中

宏, 久保 正二, 塩見

成（F N H）の一例. 日本超音波医学会第79回学術集会,
5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S545, 2006.）

進, 西口修平（2006）我が国におけるH BV insertional

Sasaki, S., Iijima, H., Horibe, T., Suzuki, S., Yoshida, M.

mut agenesisによる肝発癌. 第42回日本肝臓学会総会,

and Moriyasu, F.（2006）Detection of focal liver lesions

5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A151, 2006.）

with a next generation ultrasound contrast agent,

劉

衛東, 中村秀次, 山本晃久, 吉川昌平, 今西宏安, 齋
藤正紀, 原
沢

DD-723（NC100100）. The 11th Congress of the World

直樹, 大野正雄, 下村壯治, 山元哲雄, 平

Federation for Ultrasound in Medicine and Biology,

勉, 西口修平, 波田壽一（2006）Etodolac induces

5.28-6.1, Seoul, Korea.（Ultrasound in medicine and

the degradation of RXRα protein in hepatocytes and
hepatoma cells. 第42回日本肝臓学会総会, 5.25-26, 京

biology, 32, 136, 2006.）
吉川昌平, 高 嶋 智之 , 片 瀬 竜司 , 山本晃 久 , 池田直 人 ,
秦

都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A194, 2006.）

一美, 康

典利, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

直樹, 今

齋藤正紀, 飯島尋子, 廣田誠一, 前山史朗, 森安史典, 西口

西宏安, 下村壯治, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西

修平（2006）レボビスト造影超音波検査による脂肪性肝

口修 平（2 0 0 6）高齢 C 型慢性 肝炎 患者に対するI N F/

疾患機能評価の組織学的検討. 第42回日本肝臓学会総

Ribavirin併用療法の治療成績. 第71回日本インターフェロ

会, 5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A202, 2006.）

ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.（抄録集, 100,

吉川昌平, 片瀬竜司, 秦
正雄, 原

一美, 山本晃久, 池田直人, 大野

直樹, 齋藤正紀, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

2006.）
下村壯治, 池田直人, 宇治川浩子, 吉川昌平, 片瀬竜司, 山

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）60歳以上高ウ

本晃久, 秦

イルスC型肝慢性炎患者に対するIFN/Rib併用療法の治

宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

療効果と副作用. 第42回日本肝臓学会総会, 5.25-26, 京

肝内局在からみた肝細胞癌ラジオ波焼灼療法後の局在

都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A222, 2006.）

再発の検討. 第42回日本肝癌研究会, 7.6-7, 東京.（抄録集,

遠山まどか, 榎本
田

大, 田守昭博, 羽生大記, 坂口浩樹, 武

正, 河田則文, 関

守一, 西口修平（2006）B型慢性

一美, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

直樹, 今西

219, 2006.）
池田直人, 今西宏安, 下村壯治, 宇治川浩子, 高嶋智之, 山

肝炎に対するラミブジン・INF-β sequential therapyの

本晃久, 秦

試み. 第42回日本肝臓学会総会, 5.25-26, 京都.（肝臓, 47

直樹, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

川

典利, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

高分化型肝細胞癌に矛盾しない画像所見を呈した中分子

（Suppl.1）, A233, 2006.）
久保正二, 田中

一美, 康

宏, 竹村茂一, 山本訓史, 裴

正寛, 市

剛, 高台真太郎, 新川寛二, 坂口浩樹, 田守昭博, 羽

生大記, 西口修平（2006）B型肝炎関連肝細胞癌切除後

化型肝細胞癌の一例. 日本超音波医学会第32回関西地方
会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集, 23, 2006.）
片瀬竜司, 原

直樹, 下村壯治, 高嶋智之, 吉川昌平, 山本

癌再発に及ぼすlamivudine投与の効果. 第42回日本肝

晃久, 池田直人, 秦

臓学会総会, 5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A249,

宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

2006.）

Budd-Ch ia r i症候群に合併したF N H様結節の一例. 日

下村壯治, 池田直人, 西口修平, 吉川昌平, 宇治川浩子, 片
瀬竜司, 山本晃 久 , 秦
原

一 美 , 齋藤正 紀 , 大 野正 雄 ,

直樹, 今西宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次

一美, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西

本超音波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大
阪.（抄録集, 24, 2006.）
橋本眞里子, 飯島尋子, 東浦晶子, 肥塚明日香, 柴田陽子,
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山平正浩, 脇

英彦, 齋藤正紀, 西口修平（2006）レボビ

劉

衛東 , 中 村 秀次 , 山本晃 久 , 今西宏 安, 齋藤正 紀 ,

スト造影超音波検査の血液生化学検査に及ぼす影響. 日

原

本超音波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大

瀬竜司, 下村壯治, 山元哲雄, 西口修平（2006）ビタミン

阪.（抄録集, 24, 2006.）

K2による肝癌細胞のF GF受容体3の発現抑制. 第10回

脇

英彦, 田中益水, 橋本眞里子, 牧原佐知子, 柴田陽子,
理, 飯島尋子（2006）35歳からの乳腺超音波診断の

一美, 吉川昌平, 片

日本肝臓学会大会, 10.11-12, 札幌.（肝臓, 47（Suppl.2）,

東浦晶子, 三角千香, 肥塚明日香, 山平正浩, 西村純子, 増
山

直樹, 大野正雄, 池田直人, 秦

A452, 2006.）
原

直樹, 片瀬竜司, 吉川昌平, 池田直人, 秦

一美, 山本

重要性. 日本超音波医学会第32回関西地方会学術集会,

晃久, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

8.26, 大阪.（抄録集, 28, 2006.）

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）EV L後にア

山平正浩, 飯島尋子, 東浦晶子, 脇

英彦, 肥塚明日香, 橋

本眞里子, 柴田陽子, 西口修 平, 神野良夫, 坂 上

ルゴンプラズマ凝固療法（A P C）を追加した食道静脈瘤

隆

症例の検討. 第72回日本消化器内視鏡学会総会, 10.11-

（2006）胃粘膜下腫瘍の超音波像の検討. 日本超音波医学

14, 札幌.（Gastroenterological Endoscopy, 48（Suppl.2）,

会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集, 33,
柴田陽子, 脇

2084, 2006.）
Koh, N., Tamori, A., Habu, D., Shiomi, S., Kubo, S.,

2006.）
英彦, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋

Shimomura, S., Iijima, H., Nakamura, H. and Nishiguchi,

本眞里子, 西上隆之, 藤元治朗, 飯島尋子（2006）虫垂腫

S.（2006）Relationship between the HMGA2 gene

瘍と鑑別困難であった壊

性虫垂炎の1例. 日本超音波

and hepatocarcinogenesis. The 57th Annual Meeting

医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集,

of the American Association for the Study of Liver
Diseases, 10.27-31, Boston, U.S.A.

34, 2006.）
田中益水, 脇

英彦, 西村純子, 三角千香, 牧原佐知子, 中

宏樹, 田守昭博, 西口修平, 西田圭一郎, 尾崎敏文, 中

森

尾伸二, 飯島尋子, 堤千佳子, 松本実佳, 大塚美里, 合田

西

亜希子, 弓場雅夫, 李

マーカーの探索. 日本分子生物学会2006フォーラム, 12.6-

正明, 増山

理（2006）冠動脈バ

徹（20 0 6）肝炎及び関節炎の新規早期診断バイオ

イパス術後冠静脈洞内に血栓様エコーを認めた1症例. 日

8, 名古屋.

本超音波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大

■ その他 ■

阪.（抄録集, 32, 2006.）

西口修平（20 06）C型肝炎による発癌を防ぐために－イン

東浦晶子, 飯島尋子, 齋藤正紀, 山平正浩, 脇 英彦, 肥塚明
日香, 橋本眞里子, 柴田陽子, 下村壯治, 西口修平
（2006）
レボビスト造影検査による慢性肝疾患鑑別の試み. 日本超音
波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録
肥塚明日香, 麩谷博之, 山平正浩, 東浦晶子, 柴田陽子, 橋
英 彦, 廣田誠一, 吉矢晋一, 飯島尋子

（2006）胞巣状軟部肉腫の超音波像. 日本超音波医学会
第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集, 37,
衛東, 中村秀次, 山本晃久, 吉川昌平, 今西宏安, 原
直樹, 大野正雄, 齋藤正紀, 康

典利, 下村壯治, 山元哲

雄, 西口修平（2006）HDGFの抗アポトーシス効果. 第65

型の解析. 厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患克服

事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」平成17
年度第二回総会, 1.19-20, 東京.
西口修平（2006）肝癌撲滅を目指した臨床的アプローチ. 平

Tamori, A., Shinzaki, M., Iwai, S., Enomoto, M., Habu,
D., Sakaguchi, H., Seki, S., Kawada, N., Shiomi, S. and
Nishiguchi, S.（2006）Thiopurine S-methyltransferase
gene poly mor ph ism i n Japa nese pat ient s w it h
autoimmune immune hepatitis. Fifth JSH Single Topic

大記, 坂口浩樹, 武田

学, 成松
正, 関

齋藤正紀（2006）間接カロリー計を用いた栄養検査入院の
試み. 第1回肝疾患栄養治療セミナー, 1.21, 神戸.
会, 1.28, 西宮.
西口修平（2006）C型肝炎のインターフェロン治療－ジェノタ
イプ別の治療効果－. 尼崎市内科医会, 3.8, 尼崎.
齋藤正紀（20 06）NA F L Dと内臓脂肪との関連性. BA D
Club, 3.11-12, 淡路.
西口修平（2006）Occult HBV. BAD Club, 3.11-12, 淡路.

Conference, 9.29-30, Nagasaki.
健博, 田守昭博, 西川

宮.（兵庫医科大学医学会雑誌, 31, 23-26, 2006.）

西口修平（2006）B型肝炎の診断と治療の実際. 肝炎勉強

回日本癌学会学術出総会, 9.28-30, 横浜.

林

第20回尼崎消化器疾患談話会, 1.12, 尼崎.

成17年度第3回兵庫医科大学医学会学術講演会, 1.17, 西

2006.）
劉

術講演会, 1.11, 神戸.
西口修平（2006）肝疾患の栄養療法における最近の話題.
西口修平（2006）自己免疫性肝炎におけるTPMT遺伝子多

集, 35, 2006.）
本眞里子, 脇

ターフェロンの果たすべき役割－. 神戸市垂水区医師会学

孝, 榎本

大, 羽生

守一, 河田則文, 田中

山本晃久（2006）ビタミンK2の肝細胞に対する影響につい
て. BAD Club, 3.11-12, 淡路.

進, 西口修平（2006）インターフェロ

吉川昌平（2006）当院でのC型慢性肝炎に対するPeg-IFNα

ン完治例肝癌とHCV肝癌における遺伝子変化. 第10回

-2ｂ+Ribavirin療法の治療経過. BAD Club, 3.11-12, 淡

宏, 久保正二, 塩見

日本肝臓学会大会, 10.11-12, 札幌.（肝臓, 47（Suppl.2）,
A439, 2006.）

路.
西口修平（2006）C型慢性肝炎の最近の治療. 北播内科医
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呉肝臓病研究会, 6.29, 広島.

会学術講演会, 3.18, 神戸.
西口修平（2006）B型肝炎の診断と治療のポイント. 兵庫B
西口修平（2006）肝発癌を予防するための総合的戦略. 宝
塚市内科医会例会学術講演会, 3.25, 宝塚.
吉川昌平, 飯島尋子, 片瀬竜司, 原

直樹, 山本晃久, 秦

一美, 池田直人, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西宏安, 下村壯
治, 山元哲雄, 中村秀次, 西口修平, 斉藤慎一, 藤元治朗,
西上隆之（2006）アルコール性肝障害に発生したHCCの1
例. 第111回大阪超音波研究会, 3.29, 大阪.
西口修平（2006）B型肝炎

診断と治療のポイント. 肝炎友

の会兵庫・京都肝炎友の会・大阪肝臓友の会, 4.2, 尼崎.
中 村 秀次（2 0 0 6）肝 癌 増殖における肝 癌由来 増殖因子
HDGFの役割. 大阪市立大学肝胆膵病態内科学セミナー,

飯島尋子（2006）腹部超音波検査のpit fall. 第3回阪神エ
コーレベルアップミーティング, 7.1, 西宮.
西口修平（2006）肝癌の発症予防～内科の立場から～. 第8
回筑後地区肝胆膵研究会, 7.11, 久留米.
西口修平（20 06）肝硬変の予後延長を目指した治療戦略.
フェロン・肝硬変研究会, 7.13, 福岡.
西口修平（2006）肝発癌抑制に繋がる新しい栄養法の考え
方. 第68回兵庫肝臓病同好会, 7.15, 神戸.
西口修平（2006）肝疾患栄養療法における新しい考え方. 肝
疾患学術講演会, 7.27, 横浜.
中村秀次（2006）NASH（Non-alcoholic Steatohepatits）の
病態と最近の治療. 神戸市医師会講演会, 7.19, 神戸.

4.12, 大阪.
齋藤正紀, 吉川昌平, 今西宏安, 飯島尋子, 中村秀次, 廣
田 誠一, 前山史朗, 西口修平（2006）NA FLDの現状と
NASHとの鑑別. 第9回兵庫肝と栄養の会, 4.15, 神戸.
西口修平（2006）C型肝硬変・発がん抑止のための新たな治
療戦略～代謝改善と原因療法～. C型慢性肝疾患学術講
演会, 5.11, 横浜.
西口修平（2006）肝発癌予防の総合的な治療戦略. 第2回京
滋ウイルス性肝炎研究会, 5.13, 京都.
飯島尋子（2006）硬化型肝血管腫の1例. 第90回腹部エコー
研究会, 5.13, 東京.
下村壯治（2 0 0 6）肝がんの内科的診療指針. 肝がん撲滅
フォーラム2006, 5.20, 西宮.
西口修平（2006）C型慢性肝炎－最近の治療－. 第8回兵庫
県医師会市民公開講座, 5.28, 神戸.
西口修平（2006）B型慢性肝炎の最近の話題. 大阪府病院
薬剤師会研究会, 5.30, 大阪.
西口修平（2006）肝癌を予防するには. 兵庫医科大学市民
公開講座, 5.31, 西宮.
杉本勝俊, 目時

西口修平（2006）輸血における副作用と輸血感染症. 平成
18年度認定輸血検査技師試験合同研修, 7.1-2, 西宮.

型肝炎講演会, 3.25, 神戸.

亮, 吉田昌弘, 小熊一豪, 鈴木史朗, 飯島

西口修平（2006）インターフェロンなど. 第41回近畿肝癌談
話会, 8.5, 大阪.
西口修平（20 06）肝硬変の予後延長を目指した治療戦略.
佐賀肝臓懇話会, 9.1, 佐賀.
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三輪洋人（2006）GERDの考え方. BIO Clinica, 21, 768-769.

話会, 10.14, 大阪.
山本徹也（2006）高尿酸血症・痛風の診療ガイドライン：現
行基準の問題と将来像. 第5回近畿痛風談話会, 10.14, 大

三輪洋人（2006）逆流性食道炎. 内科, 97, 1000-1001.
三 輪洋人（2 0 0 6）食 道の知覚 過 敏 . 臨 床のあゆみ, 6 8 ,
28-31.

阪.
華

［総説］

常祥（2006）甲状腺疾患診断のPIT FALL－甲状腺疾
患を見逃さないために－. 第8回阪神内分泌代謝研究会,

坂上

隆, 三輪洋人（2006）消化管の内視鏡治療. Annual

Review消化器2006, 152-156.
坂上

10.21, 西宮.
森脇優司（2006）治療抵抗性高血圧とアルドステロン～原発
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生活習慣病病診連携懇話会

983-988.
坂上

井野口卓（2006）肝転移に対してTranscatheter Arterial
1例. 生活習慣病病診連携懇話会

隆, 神野良男, 辻

智洋, 山本憲康, 肥塚浩昌, 三輪

洋人（2006）特殊な膵癌：退形成性膵管癌（破骨細胞型

第5回二季会, 11.11, 西宮.

Embolization（TAE）が有効であった悪性褐色細胞腫の

隆, 三輪洋人（20 0 6）上部消化管疾患. 内科, 98,

巨細胞癌）. 消化器の臨床, 9, 94-96.
堀

和敏, 三輪洋人（2006）Helicobacter pylori関連疾患と
最新のエビデンスー治療のガイドライン. EBMジャーナル,

第5回二季会, 11.11,

7, 680-685.

西宮.
山本徹也（2006）生活習慣と尿酸. 橿原地区医師会学術講

堀

和 敏 , 三 輪 洋 人（ 2 0 0 6 ）機 能 性 ディスペプ シア.
Medicament News, 1863, 8-9.
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大島忠之, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）胸やけ, GERDの食
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内科学

上部消化管科

617-622.
山本憲康, 三輪洋人（2006）消化管疾患

■ 著書 ■
堀

食道アカラシア.

今月の治療, 13（臨時増刊）, S9-S12.

和敏, 三輪洋人（2006）プロトンポンプ阻害薬の使い方

金

鏞民, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）消化器由来の胸痛の
診断. Journal of Integrated Medicin, 16, 212-214.

と注意点. 実地診療のためのプロトンポンプ阻害薬ハン
編）, 先端医学社, 東京,

金

卓志（2006）レドックス制御転写因子と酸化

金

ドブック（浅香正博,
,
千葉

勉

鏞民, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）酸逆流と粘膜障害,

症状発現の関係. 実験治療, 168-172.

268-274.
大島忠之, 城

ストレス. サイトプロテクション－生体防御機構の解明と最
先端医療への道－,（峯

徹哉

監修）, 癌と化学療法社,

大島忠之（2006）消化管検査に必要な技能：下部消化管内
視鏡. レジデント・コンパス

消化器病編,（鈴木秀和, 渡

大島忠之（2006）消化管疾患に必要な手技：胃洗浄. レジデ
消化器病編,（鈴木秀和, 渡辺俊雄

修）, ライフサイエンス, 東京, 101-104.
■ 学術論文 ■

内視

鏡で食道病変がみえないのにどうして症状が起こるの？.
Mebio, 23, 113-117.
ビュー

除菌治療面での進歩. Helicobacter Research,

10, 153-159.
田中淳二, 三輪洋人（2006）H. pyloriと胃炎, 消化性潰瘍と

監修）, ライフサイエンス, 東京, 63-67.

ント・コンパス

鏞民, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）NERDの病因

林千鶴子, 三輪洋人（2006）Helicobacter 研究の年間レ

東京, 135-140.

辺俊雄

何を目的にいかにGERDを治療するか？. 内科, 98,

監

の関わり. Medical Science Digest, 32, 427-432.
櫻井

淳, 三輪洋人（2006）消化器疾患, 消化管における酸

の知覚. 消化器疾患3, 医学のあゆみ（別冊）, 20-24.
福永

健, 横山陽子, 大西国夫, 日下

剛, 福田能啓, 三輪
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Nakajima, K., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）

るLCAPの免疫学的即時効果の経時推移. 消化器と免疫,

Host serolog ica l response to Helicobacter pylori
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春間

賢, 三輪洋人, 藤本一眞, 木下芳一（2006）プライマ

リーケアにおける酸関連疾患の最適な治療薬
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薬としての要件. Modern Physician, 26, 1523-1534.
上小鶴孝二, 松本譽之, 三輪洋人（2006）Post-infectious
IBS. 日本臨牀, 64, 1544-1548.
永原章仁, 三輪洋人（2006）GER Dの定型症状とその発生
機序. BIO Clinica, 21, 780-784.
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patients with cured and persistent infection. Aliment.
Pharmacol. Ther., 24
（Suppl. 4）, 239-248.
Nagahara, A., Miwa, H., Minoo, T., Hojo, M., Kawabe,
M., Osada, T., Kurosawa, A., Asaoka, D., Terai, T.,
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ト結合蛋白発現の検討. Therapeutic Research, 27, 778-

effect of omeprazole treatment. J. Clin. Biochem.
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［原著］
Miwa, H., Osada, T., Nagahara, A., Ohkusa, T., Hojo, M.,

Nutr., 39, 46-54.
Abe, S., Terai, T., Sakamoto, N., Beppu, K., Kobayashi,
O., Nagahara, A., Ohkusa, T., Ogihara, T., Hirai,

Tomita, T., Hori, K., Matsumoto, T. and Sato, N.（2006）

S ., K a m a n o, T., M iw a, H. a n d S a t o, N.（ 2 0 0 6）

Effect of a gastro-protective agent, rebamipide, on

Clinicopathological features of nonpolypoid colorectal

symptom improvement in patients with functional

tumors as viewed from the patients background. J.

dyspepsia : a double blind placebo controlled study in
Japan . J. Gastroenterol. Hepatol., 21, 1826-1831.

Gastroenterol., 41, 325-331.
Fukunaga, K., Fukuda, Y., Yokoyama, Y., Ohnishi, K.,
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Kusaka, T., Kosaka, T., Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H.
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S., Takahashi, S., Uemura, N., Kato, T., Aoyama, N.,

possible early marker to predict clinical efficacy of

Saito, D., Suzuki, M., Imamura, A., Sato, K., Miwa, H.,
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Nomura, H., Kaise, M., Oohara, S., Kawai, T., Urabe,

J. Gastroenterol., 41, 524-532.

K., Sakaki, N., Ito, S., Noda, Y., Yanaka, A., Kusugami,

Itoh, K., Kataoka, H., Sasaki, M., Tanida, S., Oshima,

K., Goto, H., Furuta, T., Fujino, M., Kinjyou, F. and

T., Ogasawara, N., Ohara, H., Nakao, H. and Joh,

Ookusa, T.（2006）Helicobacter pylori eradicat ion

T.（2006）Bone mor phogenetic protein 2 induced
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mucosal resection of early gastric cancer. Aliment.
Pharmacol. Ther., 24（Suppl. 4）, 214-218.

gastric mucosa. J. Gastroenterol., 41, 1064-1075.
箕尾東植, 三輪洋人, 永原章仁, 北條麻理子, 吉澤孝史, 飯

Sakamoto, N., Terai, T., Ohkusa, T., Abe, S., Beppu,

島克順, 浪久晶弘, 川辺正人, 長田太郎, 黒澤明彦, 浅岡
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大介, 佐藤信紘（2006）日本人における胃食道逆流症での

Ogihara, T., Fujii, H., Miwa, H. and Sato, N.（2006）

食道知覚過敏の検討. 順天堂医学, 52, 390-398.

Dist r ibut ion compa r ison of depressed vs. non-

別府加寿子, 寺井

毅, 阿部哲史, 坂本直人, 小林

修, 長
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田太郎, 永原章仁, 大草敏史, 荻原達雄, 三輪洋人, 佐藤

Pharmacol. Ther., 24（Suppl. 4）, 227-232.

信紘（2006）大腸腫瘍の内視鏡治療における後出血に関

Kobayashi, T., Sakagami, T., Koizuka, H., Yamamoto,
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佐々木誠人, 大島忠之, 片岡洋望, 安藤朝章, 谷田諭史 ,

H.（2006）Phase I study of paclitaxel plus irinotecan

城
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MAdCAM-1制御. 潰瘍, 33, 3-6.

advanced gastric cancer. Aliment. Pharmacol. Ther., 24
（Suppl. 4）, 266-271.
Tanaka, J., Oh kusa, T., Yokoya ma, T., Matsu h isa,
T., Kawai, T., Hashimoto, H., Tomita, T., Hori, K.,

卓志（2006）I BDにおける遺伝子治療

和田恒哉, 佐々木誠人, 志村貴也, 藤田史岳, 森

I L-10による
義徳, 久保

田英嗣, 山田智則, 小笠原尚高, 大島忠之, 谷田諭史, 片岡
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後. Therapeutic Research, 27, 683-685.
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卓志（2006）炎症性
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安藤朝章, 大島忠之, 谷田諭史, 片岡洋望, 佐々木誠人,
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colit is. 107t h A n nua l Meet ing of t he A merica n
Gastroenterolog ical Association I nstitute（DDW
2006）, 5.20-24, Los Angeles, U.S.A.（Gastroenterology,

［症例報告］
田村和朗, 坂上

隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子
異変を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.

130
（Suppl. 2）, A-207, 2006.）
Tomita, T., Hayashi, C., Kim, Y., Nakajima, K., Yamamoto,
N., Sakagami, T., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）
Acid i nduced sy mptom generat ion（hea r tbu r n）

■ 学会発表 ■
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Miwa, H.（2006）The prevalence of H.pylori infection

contraction. 107th Annual Meeting of the American
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Gastroenterological Association Institute, 5.20-24, Los

H.pylori eradication on symptom resolution in FD
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patients.
（Invitation lecture）The 5th Korea-JapanChina joint conference on Helicobacter infection, 2.18,
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Chengdu, China.

Koizuka, H., Sakagami, T. and Shimoyama, T.（2006）
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CDAI scores - A randomaized double-blind placebo
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American Gastroenterological Association Institute,
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5.20-24, Los Angeles,U.S.A.（Gastroenterology, 130

卓志, 大島忠之（2006）オリゴ糖生成酵素

佐々木誠人, 城
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試み.（ワークショップ）第2回日本消化管学会, 2.11, 東京.

（Suppl. 2）, A-110, 2006.）
Yokoyama, Y., Fukunaga, K., Fukuda, Y., Ohnishi, K.,
Kusaka, T., Kosaka, T., Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H.
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CD28-Diffucuebt CD4 + T-Cells in active ulcerative
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佐々木 誠 人 , 大島忠 之 , 城
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mucosal blood flow evaluation for ulcerative colitis
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（Digestion, 73（Suppl. 2）, 9, 2006.）

Research（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-

Oshima, T., Shimura, T., Fujita, F., Mori, Y., Kubota,

9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl. 2）, 64, 2006.）

E., Yamada, T., Wada, T., Ogasawara, N., Tanida,

Asaoka, D., Naga ha ra, A., I zumi, Y., Ohkawa, A.,

S., Kataoka, H., Sasaki, M., Takeuchi, T. and Joh,

Kurosawa, A., Kawabe, M., Hojo, M., M inoo, T.,

T.（2006）Wip1 protects hydrogen peroxide-induced

Ohkusa, R., Ohkusa, T., Miwa, H. and Sato, N.（2006）

intestinal Epithelial cell injury. 12th International

Effects of ecabet sodium on chronic acid ref lux

Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite

esophagitis in rats. 107th Annual Meeting of the

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.

American Gastroenterological Association Institute,
5.22, L os A ngeles, U.S.A.（Gastroenterolog y, 130
（Suppl. 2）, A-393, 2006.）

2）, 19, 2006.）
Wada, T., Sasaki, M., Oshima, T., Ogasawara, N., Tanida,
S., Kataoka, H. and Joh, T.（2006）Angiotensin II type

Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Fukuda, Y.

1 receptor blocker, cndesartan attenuated colonic

a nd M iwa, H.（ 2006）G a st r it is is i mp or t a nt for

inflammation in dextran-sulfate induced colitis via

gastric carcinogenesis induced by Helicobacter pylori

inhibition of MAdCAM-1 expression. 12th International

infection. European Helicobacter study group XIXth

Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite

International workshop on Helicobacter and related

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.

bacteria in chronic digestive inf lammation, 9.7-9,
Wroclaw, Poland.（Helicobacter, 11, 365, 2006.）

2）, 21, 2006.）
Wada, T., Sasaki, M., Oshima, T., Ogasawara, N., Tanida,

Miwa, H., Nakajima, K., K i nosh it a, Y., Adach i, K.,

S., Kataoka, H. a nd Joh, T.（2006）Angiotensin I I

Fuji moto, K., Ya mag uch i, K., Kusu nok i, H. a nd

type 1 receptor blocker, candesartan attenuated

Haruma, K.（2006）Generation of dyspeptic symptoms

colonic inf lammation in dextran-sulfate induced

by direct acid infusion to the stomach in healthy
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subjects. The American college of gastroenterology

Digestive Disease Week 2006, 5.22, Los Angeles,

Annual scientific meeting and postgraduate course

U.S.A.（G a st ro ent erolog y, 130（S uppl.2）, A-34 4,

2006, 10.22, Las Vegas, U.S.A.（Program, 140, 2006.）

2006.）

Okada, T., Adkins, G., Nakajima, K., Hori, K. and Miwa,

Yamada, T., Sasaki, M., Shimura, T., Oshima, T., Tanida,

H.（ 2006）Pat hogenesis of gast r ic erosive u lcer

S., Kataoka, H. and Joh, T.（2006）Palliative treatment

associated with Okadaella gastrococcus infection.

for inoperable malignant colorectal obstruction by

The American college of gastroenterology Annual

self-expanding metallic stent and transanal ileus tube.

scientific meeting and postgraduate course 2006,

Digestive Disease Week 2006（ASGE）, 5. 23, Los

10.24, Las Vegas, U.S.A.（Program, 336, 2006.）

Angeles, U.S.A.

Mori, Y., Kataoka, H., Sasaki, M., Tanida, S., Oshima,

Kubot a, E.J., K at aoka, H., S a sa k i, M., Ta n ida, S.,

T., Ogasawara, N., Miura, Y. and Joh, T.（2006）AT

O sh i ma, T., Og a s awa ra, N., Ya m ad a, T., Wad a,

motif binding factor 1（ATBF1）negatively regulates

T., Mori, Y., Shimura, T., Fujita, F., Asai, K. and

transcription of the MUC5AC gene in gastric cancer.

Joh, T.（2006）Sig nifica nce of Eras expression in

Digestive Disease Week 2006, 5.21, Los Angeles,

gastric cancer: resistance to anti-cancer agents.

U.S.A.（Gastroenterology, 130（Suppl.2）, A-20, 2006.）

Digestive Disease Week 2006, 5.25, Los Angeles,

Oshima, T., Shimura, T., Fujita, F., Mori, Y., Kubota,
E., Yamada, T., Wada, T., Ogasawara, N., Tanida,

U.S.A.（Ga st roenterolog y, 130（Suppl. 2）, A-680,
2006.）

S., Kataoka, H., Sasaki, M., Takeuchi, T. and Joh,

Kubota, E., Kataoka, H., Sasaki, M., Tanida, S., Oshima,

T.（2006）Wip1 protects hydrogen peroxide-induced

T., Ogasawara, N., Wada, T., Yamada, T., Mori, Y.,
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Fujita, F., Shimura, T., Asai, K. and Joh, T.（2006）Role

上

隆, 松本譽之, 三輪洋人（2006）クローン病狭窄に対

of Eras in cell growth and chemoresistance of gastric

しダブルバルーン内視鏡で狭窄拡張術を行いえた一例.

cancer cells. 12th International Conference on Ulcer

第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第

Research
（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-9,

8 4回日本 消化器 病学会近畿 支部例会プログラム, 3 9,
2006.）

Osaka.
（Digestion, 73（Suppl. 2）, 49, 2006.）
Ando, T., Oshima, T., Sasaki, M., Kataoka, H., Joh, T.,

坂上

Pytowski, B. and Alexander, J.S.（2006）Effects of the

金

anti-VEGFR2 monoclonal antibody on dextran sodium

林健彦, 佐々木常雄（2006）胃癌化学療法のsecond line,

sulphate-induced colitis in mice. 12th International

5 -F U/C D D P併用化学 療法 抵 抗性 進行胃癌に対する

Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite

PACLITAXEL/IRINOTECAN併用療法PhaseI study.

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.

第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化

2）, 57, 2006.）

器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A167, 2006.）

上小鶴孝二, 應田義雄, 樋田信幸, 渡辺憲治, 川

浩介,

隆 , 肥 塚浩昌, 山本憲 康 , 林千 鶴 子, 富田寿彦,
鏞民, 中嶋一彦, 神野良男, 堀

富田寿彦, 林千鶴子, 金

和敏, 三輪洋人, 小

鏞民, 中嶋一彦, 山本憲康, 肥塚

隆,

浩昌, 堀 和敏, 神野良男, 坂上 隆, 松本譽之, 三輪洋人

正, 福田能啓, 荒川哲男, 三輪洋人, 松

（2006）内視鏡によるバレット上皮の逆行的経過観察. 第

本譽之
（2006）カプセル内視鏡で診断し, ダブルバルーン

92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器

内視鏡下アルゴプラズマ凝固療法（A P C）で止血しえた

病学会雑誌,103（Suppl.）, A192, 2006.）

加藤恭一, 戸澤勝之, 福永
堀

和敏, 小坂

健, 神野良男, 坂上

空腸a ng iodysplasiaの1例. 第2回日本消化管学会総会,

上小鶴孝二, 加藤恭一, 戸澤勝之, 吉田幸治, 富田寿彦, 小

2.11-12, 東京.（第2回日本消化器学会総会学術集会プロ

坂

グラム・抄録集, 56, 2006.）

病の下血に対する投与経験. 第92回日本消化器病学会総

神野良男, 坂上

隆, 富田寿彦, 豊島史彦, 辻

智洋, 三輪

洋人, 加藤恭一, 上小鶴孝二, 吉田幸治, 日下

剛, 應田

正, 三輪洋人, 福田能啓, 松本譽之（2006）クローン

会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）,
A267, 2006.）

正, 福田能

戸澤勝之, 山本憲康, 神野良男, 小林健彦, 三輪洋人, 松本

啓, 松本譽之（2006）深部小腸のバルーン拡張を行ったク

譽之（2006）2度DICが改善した全身骨転移伴う胃癌の1

ローン病狭窄の一症例. 第43回小腸研究会, 2.4, 東京.

症例. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本

義雄, 福永

辻

健, 樋田信幸, 大西国夫, 小坂

智洋, 林千鶴子, 金

鏞民, 富田寿彦, 中嶋一彦, 山本

消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A291, 2006.）

隆, 神野

北條麻理子, 永原章仁, 三輪洋人, 佐藤信紘（2006）抗うつ

良男, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人（2006）特殊な画像

薬によるFunctional dyspepsia（FD）の治療－メタアナリ

所見を示す膵癌－退形成性膵管癌（破骨細胞型巨細胞

シス. 第8回日本国際消化管運動研究会, 5.13, 東京.（プロ

憲康, 肥塚浩昌, 堀

和敏, 川添智太郎, 坂上

グラム抄録集,29,2006.）

癌）－. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神
戸.（第84回日本消化器病学会近畿支部例会プログラム,

鏞民, 堀

和敏, 大島忠之, 中嶋一彦, 山本憲康, 富田

寿彦, 林千鶴子, 田中淳二, 三輪洋人, 山村

30, 2006.）
上山真子, 林千鶴子, 金
上

金

鏞民, 堀

和敏, 肥塚浩昌, 坂

隆, 松本譽之, 三輪洋人（2006）H.pylori除菌後特異

誠（2006）

経皮的内視鏡下胃瘻造設術の肺炎再発予防効果. 第31回
老年消化器病研究会, 6.9, 東京.（プログラム, 2, 2006.）

性胃癌をくりかえした一例. 第84回日本消化器病学会近

大島忠之, 三輪洋人（2006）非侵襲的検査法の有効活用を

畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日本消化器病学会近畿

念頭酸化ストレスによる大腸粘膜上皮透過性とクローディ

支部例会プログラム, 32, 2006.）
加藤恭一, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉田幸治, 應田義雄, 福
永

健, 樋田信幸, 小坂

正, 福田能啓, 富田寿彦, 三輪

ンの発現制御. 第34回日本潰瘍学会, 7.7, 大阪.
近藤

隆 , 豊 島史 彦, 上小鶴 孝 二 , 吉田幸 治, 林千 鶴

子, 富田寿彦, 應田義雄, 金

鏞民, 日下

剛, 樋田信

洋人, 松本譽之（2006）慢性関節リウマチにクローン病を

幸, 福永

健, 神野良男, 坂上

合併しInfliximab投与後に腸閉塞をきたした1例. 第84回

敏, 小坂

正, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（20 06）

日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日

Inf liximab投与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依

本消化器病学会近畿支部例会プログラム, 38, 2006.）

存性大腸型クローン病の一例. 第71回日本インターフェロ

豊島史彦, 富田寿彦, 堀
田幸治, 小坂

和敏, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉

正, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人（2006）

隆, 大西国夫, 堀

和

ン・サイトカイン学会, 7.8, 西宮.
近藤

隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永

健, 樋田

信幸, 小坂

正, 堀

和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋

存性大腸型クローン病の一例. 第84回日本消化器病学会

人, 中村光宏, 内野

基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基,

近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日本消化器病学会近

柳

畿支部例会プログラム, 39, 2006.）

の1例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究

辻

Inf liximab投与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依

智洋, 豊島史彦, 富田寿彦, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉
田幸治, 小坂

正, 福田能啓, 樋田信幸, 神野良男, 坂

秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した回腸癌

会プログラム・抄録集, 6, 2006.）
大島忠之（2006）酸化ストレスによる消化管粘膜上皮透過
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性とタイトジャンクション蛋白発現制御. 第9回 no Side GI

三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講

Conference in 堂島, 8.26, 大阪.
大島忠之, 城

卓志, 三輪洋人（2006）酸化ストレスによる

大腸粘膜上皮透過性とクローディンの発現制御. 第34回

演）第6回消化管Ｍｏｔｉｌｉｔｙ研究会, 7.10, 神戸.
三輪洋人（2006）バレット食道, その病態と診断.（講演）第
13回北九州消化器シンポジウム, 7.13, 北九州.

日本潰瘍学会, 7.7, 大阪.
大島忠之, 藤田史岳, 志村貴也, 森

薬理学会ＧＩサテライト2006）, 7.7, 大阪.

義徳, 久保田英嗣,

山田智則, 和田恒哉, 片岡洋望, 佐々木誠人, 城

卓志

（2006）酸化ストレスによる大腸粘膜上皮透過性とタイト
ジャンクション蛋白：claudinの発現制御. 第48回日本消化
器病学会大会, 10.12, 札幌.
■ その他 ■
三輪洋人（2006）上部消化管疾患診断・治療の最近の話題.
兵庫保険医新聞, 第1500号, 9.5, 6.
三 輪 洋人（ 2 0 0 6）内 視 鏡 陰 性 G E R Dの診 断・病 態・治
療.（講演）福山市医師会学術講演会, 1.16, 福山.
三輪洋人（2006）GER Dと食道癌－特にバレット上皮の成
り立ちと診断－.（講演）癌のリスクファクターを考える会,
2.9, 神戸.
三輪洋人（2006）内視鏡陰性GER Dの病態と治療.（講演）
久留米医師会学術講演会, 2.21, 久留米.
三輪洋人（2006）N ER Dの病態・診断・治療.（講演）第8回
徳島GERD研究会, 2.23, 徳島.
三輪洋人（2 0 0 6）内視鏡陰性G E R D～診断・病態・治療
～.（講演）第11回富山逆流性食道炎研究会, 3.3, 富山.
Miwa, H.（2006）A Large-Scale, Randomized, Controlled
Comparative Study of Mosapride and Teprenone for
Functional Dyspepsia - Japan Mosapride Mega-Study
（JMMS）（Lecture）
.
The 3rd KOREA - JAPAN GI
Motility Workshop, 3.10, Oita.
三 輪 洋人（ 2 0 0 6）内 視 鏡 陰 性 G E R Dの 病 態・診 断・治
療.（講演）第8回神奈川PPIフォーラム, 3.16, 横浜.
三輪洋人（2006）GERDと食道癌－Barrett食道の診断と病
態－.（講演）新潟生活習慣病研究会G.E.フォーラム2006,
3.18, 新潟.
三輪洋人（2006）上部消化管疾患の診断・治療の最新の話
題.（講演）兵庫県保険医協会 第425回診療内容向上研究
会, 4.8, 神戸.
三輪洋人（2 0 0 6）ピロリ菌と胃癌－その関連性の謎に迫

三輪洋人（2006）GER Dの新しい考え方－特にN ER Dの病
態と治療.（講演）石川県臨床内科医会第119回中央地区
研修会, 7.22, 金沢.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講
演）宮崎県内科医会 消化管運動学術講演会, 7.27, 宮崎.
三輪洋人（2006）GER Dの新しい考え方－特にN ER Dの病
態と治療.（講演）第214回大和市胃・大腸検診カンファレ
ンス・第180回大和市消化器病研究会, 8.9, 相模原.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講
演）小樽市医師会学術講演会, 8.25, 小樽.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講
演）第7回千里胃腸フォーラム, 8.31, 吹田.
三輪洋人（2 0 0 6）胃食 道 逆流症（G E R D）の新しい考え
方.（ 講演）第37回昭和大学横浜市北部病院消化器セン
ターセミナー, 9.4, 横浜.
三輪洋人（2006）上腹部症状診療の実際.（ランチョンセミ
ナー）第48回日本消化器病学会大会, 10.11, 札幌.
三輪洋人（2006）内視鏡所見からのアプローチ.（ランチョン
セミナー）第48回日本消化器病学会大会, 10.13, 札幌.
三輪洋人（2006）GER Dの新しい考え方.（講演）第9回京滋
消化器セミナー, 11.2, 京都.
三輪洋人（2006）バレット食道の病態・診断・治療.（講演）
第6回多摩消化管運動研究会, 11.4, 立川.
三輪洋人（2006）ストレスと胃腸の病気.（講演）日本消化器
病学会近畿支部 第36回市民公開講座, 11.12, 西宮.
三輪洋人（2006）GER Dの新しい考え方－特にN ER Dの病
態について－.（講演）長崎市医師会第3回長崎GERD研究
会, 11.12, 長崎.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシア（F D）の病態と治
療.（ランチョンセミナー）第88回日本消化器病学会九州支
部例会, 11.17, 鹿児島.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの治療戦略.（講演）
坂出市医師会学術講演会, 11.29, 香川.

内科学

る.（講演）宇和島医師会学術講演会, 5.12, 愛媛.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（ラン

下部消化管科

チョンセミナー）第71回日本消化器内視鏡学会総会, 5.16,

■ 著書 ■

東京.

加藤恭一, 神野良男, 松本譽之（2006）食物・腸内細菌. 過

三輪洋人（2006）逆流性食道炎とは別の疾患.（講演）第2回
消化器病クロスファイア, サッポロ, 6.2, 札幌.
三輪洋人（2006）上腹部愁訴の病態と治療.（講演）第2回旭
川消化管生理機能研究会, 6.21, 旭川.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講
演）福井消化器疾患講演会, 6.29, 福井.
三 輪 洋 人（ 2 0 0 6 ）バ レット食 道 の 進 展 .（ 講 演 ）1 2ｔ
ｈ International Conference Ulcer Research & GI
Satellite of IUPHAR 2006（第12回国際潰瘍学会＆国際

敏性腸症候群－脳と腸の対話を求めて－,（佐々木大輔
編）, 中山書店, 東京, 27-31.
樋田信幸, 松本譽之（2006）サーベイランス法－本邦と欧米
の比較. colitic cancer診断と治療の現況,（渡邉聡明, 味
岡洋一, 五十嵐正広, 田中信治

編）, 日本メディカルセン

ター, 東京, 99-104.
■ 学術論文 ■
［総説］
横山陽子, 福永

健, 大西国夫, 日下

剛, 福田能啓, 松本
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譽之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の免

and Matsumoto, T.（2006）Activated platelets as a

疫調節効果. 消化器と免疫, 42, 110-112.
福永

健, 横山陽子, 大西国夫, 日下

Kusaka, T., Kosaka, T., Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H.

剛, 福田能啓, 三輪

possible early marker to predict clinical efficacy of

洋人, 松本譽之（2006）急性期潰瘍性大腸炎患者に対す

leukocytapheresis in severe ulcerative colitis patients.

るLCAPの免疫学的即時効果の経時推移. 消化器と免疫,
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎. 消化器の臨床, 9, 113-124.
日下

J. Gastroenterol., 41, 524-532.
Ikeuchi, H., Yamamura, T., Kusunoki, M., Nakano, H.,

42, 117-120.
剛, 大西国夫, 福永

健, 横山陽子, 松本譽之（2006）

潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法. カレントテラピー,

Uchino, M., Nakamura, M., Noda, M., Yanagi, H. and
Matsumoto, T.（2006）Leukocyte removal therapy
for ulcerative colitis does not affect postoperative
complications. J. Gastroenterol., 41, 848-854.

24, 533-536.
松本譽之（2006）これからのクローン病治療戦略. 臨床のあ

Miwa, H., Osada, T., Nagahara, A., Ohkusa, T., Hojo, M.,
Tomita, T., Hori, K., Matsumoto, T. and Sato, N.（2006）

ゆみ, 68, 12-18.
戸澤勝之, 三輪洋人, 應田義雄, 樋田信幸, 松本譽之（2006）

Effect of a gastro-protective agent, rebamipide, on

過敏性腸症候群患者の脳機能. 日本臨牀, 64, 1536-1539.

symptom improvement in patients with functional

上小鶴孝二, 松本譽之, 三輪洋人（2006）Post-infectious

dyspepsia:a double-blind placebo-controlled study in
Japan. J.Gastroenterol. Hepatol., 21, 1826-1831.

IBS. 日本臨牀, 64, 1544-1548.
松本譽之, 樋田信幸（2006）潰瘍性大腸炎と大腸癌. 日本消

［症例報告］
田村和朗, 坂上

化器病学会雑誌, 103, 805-811.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の繊維化は炎症の活動性と
どのように関係するのか？. 分子消化器病, 3, 215-220.
松 本 譽 之（ 2 0 0 6 ）クローン 病 に お けるヒト型 抗 T N F

隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子
変異を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.
［研究報告］

モノクローナル抗体（A d a l i m u m a b）：C L A S S I C -

松本譽之, 樋田信幸, 應田義雄, 工藤進英, 大塚和郎, 岩男

Ⅰ試 験 . G a s t r o e nt e r o l o g y&R ev i ew o f C l i n i c a l

泰, 松岡克善, 名川弘一, 渡邉聡明, 五十嵐正広, 佐田美和,

Gastroenterology and Hepatology, 1, 17-20.

小林清典, 勝又伴栄, 渡辺憲治, 押谷伸英, 飯塚文瑛, 高

樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎・クローン病の癌
化とサーベイランス. Modern Physician, 26, 1445-1448.
松本譽之（2006）炎症性免疫疾患の治療

橋朋子, 千葉俊美, 高木

亮, 味岡詠生弌（2006）潰瘍性

大腸炎サーベイランスアトラス. 厚生労働科学研究費補助

炎症性腸疾患

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

に対するサイトカイン統御療法. 日本内科学会雑誌, 95,

関する調査研究班」癌化「サーベイランス法の確立」プロ
ジェクト研究グループ.

1781-1786.
福永

健, 松本譽之（2006）白血球系細胞除去療法－欧米

への飛躍はありえるか？－. 炎症と免疫, 14, 775-779.
松本譽之, 神野良男, 吉田幸治, 中村志郎, 押谷伸英, 大谷
明夫, 名倉

宏（2006）クローン病におけるリンパを介し

た免疫応答の意義. リンパ学, 29, 85-87.
Matsumoto, T.（2006）Platelets in inflammatory bowel
disease. J. Gastroenterol., 41, 91-92.
［原著］
Jinno, Y., Ohtani, H., Nakamura, S., Oki, M., Maeda, K.,

■ 学会発表 ■
［指定講演］
松本譽之（2006）Biologics therapyは, クローン病の病態と
治療を変えたのか？.（ランチョンセミナー）第92回日本消
化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の病態・診断・治療－基本
的事項を中心に－.（教育セミナー講演）日本大腸肛門病
学会第15回教育セミナー, 5.28, 東京.（日本大腸肛門病学
会第15回教育セミナー講演集, 1-4, 2006.）

Fukushima, K., Nagura, H., Oshitani, H., Matsumoto,

松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態と治療におけるサイ

T. a nd A ra kawa, T.（ 2006）I n f i lt rat ion of CD19

トカイン制御の意義.（ランチョンセミナー）第71回日本イン

（+）plasma cells with frequent labeling of Ki-67

ターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮（兵

in corticosteroid-resistant active ulcerative colitis.

庫医科大学平成記念会館）（
. 第71回日本インターフェロ

Virchows Arch., 448, 412-421.

ン・サイトカイン学会学術集会抄録集, 9, 2006.）

Kobayashi, T., Sakagami, T., Koizuka, H., Yamamoto,

松本譽之（2006）炎症性腸疾患（IBD）診療における最近の

N., Sasaki, T., Maeda, Y., Omuro, Y., Okamoto, R.,

トピックス.（ランチョンセミナー）第103回日本消化器病学

Nikoshiba, M., Sasaki, E., Matsumoto, T. and Miwa,

会北陸支部例会第16回教育講演会, 11.5, 金沢.（第103回

H.（2006）Phase I study of Paclitaxel plus irinotecan

日本消化器病学会北陸支部例会第16回教育講演会プロ

combination therapy for patients with refractory and
advanced gastric cancer. Aliment. Pharmacol. Ther., 24
（Suppl.4）, 266-271.
Fukunaga, K., Fukuda, Y., Yokoyama, Y., Ohnishi, K.,

グラム・抄録集, 15, 2006.）
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態からみた治療のup
to date.（教育講演）日本消化器病学会東海支部第16回教
育講演会, 11.25, 名古屋.（日本消化器病学会東海支部第
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105回例会第16回教育講演会抄録集, 15, 2006.）
松本譽之（2006）－クローン病－内科治療.（市民公開講座講
演）第3回日本炎症性腸疾患研究会市民公開講座, 12.3,

ンポジウム）第 61回日本 大 腸肛門病 学会 総会, 9 . 2 9 30, 弘前.（第61回日本大腸肛門病学会総会抄録集, 478,
2006.）
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

東京.
長瀬和子（2006）Cytapheresisにおける有害事象.（技術講

柳

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

秀憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀

真, 大嶋

勉, 松

習セミナー）第25回日本アフェレシス学会関西地方会技術

本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎に対する, 小開腹

講習会, 12.16, 奈良.

法による1期的Ｊ型回腸嚢肛門吻合術の術後管理の工夫

［シンポジウム等］
松本譽之（2006）I BDの診断困難例に対して私はこうしてい
る.（コアシンポジウム）第2回日本消化管学会総会学術集
会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術集会プ
ログラム・抄録集, 28, 2006.）
松本譽之（2006）下部消化管Answer PAD回答者.（症例検
討セッション）第2回日本消化管学会総会学術集会, 2.1112, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術集会プログラ
ム・抄録集, 34, 2006.）
福永

と予後.（シンポジウム）第61回日本大腸肛門病学会総会,
9.29-30, 弘前.（第61回日本大腸肛門病学会総会抄録集,
479, 2006.）
神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン法内

視鏡からみたクローン病の病勢や治療評価について.（シ
ンポジウム）第48回日本消化器病学会大会, 10.11-13, 札
幌.（第48回日本消化器病学会大会抄録集, 2006.）
池 内浩 基, 中 埜 廣樹 , 内野
堀

基, 中 村 光 宏, 山村 武平,

和敏, 三輪洋人, 樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性

健（2006）急性期潰瘍性大腸炎に対する白血球除

大腸炎術後の回腸嚢炎および胃十二指腸病変の検討.（シ

去療法（L CA P）の腸管粘膜局所への即時的効果の検

ンポジウム）第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸

討.（コアシンポジウム）第2回日本消化管学会総会学術集
会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術集会プ
ログラム・抄録集, 27, 2006.）
Fukunaga, K.（2006）Current Therapeutic Strategy with
Leukocytapheresis for Ulcerative Colitis Ptients in

研究会プログラム抄録集, 18, 2006.）
神野良男, 坂上

隆, 井上

田幸治, 戸澤勝之, 芝
日下
金

拓, 横山陽子, 河野友彰, 吉
一弘, 上小鶴孝二, 大西国夫,

剛, 樋田信幸, 福永

健, 應田義雄, 松本譽之,

鏞民, 中嶋一彦, 林千鶴子, 山本憲康, 大島忠之, 富

Severe Active Flare.（International Symposium）第2

田寿彦, 堀 和敏, 三輪洋人（2006）クローン病の小腸病変

回日本消化管学会総会学術集会, 2.11-12, 東京.（第2回

（ダブルバルーン法内視鏡を中心として）（シンポジウム）
.

日本消化管学会総会学術集会プログラム・抄録集, 40,

第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究会プロ
グラム抄録集, 21, 2006.）

2006.）
M a t s u m o t o, T.（ 2 0 0 6）R o l e o f t a r g e t e d b i o p s y
i n su r ve i l l a nc e c o l o n o s c o py for U C p at ie nt s.
（Symposium）International Symposium on Recent
Adva nces in I nf lammatory Bowel Disease 2006
Tokyo, 2.17-18, Tokyo.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の内科治療.（シンポジウム）

松本譽之（2006）Surveillance colonoscopy in Japan.（シン
ポジウム）第3回日本炎症性腸疾患研究会, 12.2-3, 東京.
［一般講演］
上小鶴孝二, 應田義雄, 樋田信幸, 渡辺憲治, 川
加藤恭一, 戸澤勝之, 福永
堀

和敏, 小坂

浩介,

健, 神野良男, 坂上

隆,

正, 福田能啓, 荒川哲男, 三輪洋人, 松

炎症性腸疾患の理解と克服, 市民公開シンポジウム, 2.19,

本譽之
（2006）カプセル内視鏡で診断し, ダブルバルーン

東京.

内視鏡下アルゴンプラズマ凝固療法（A P C）で止血しえ

松本譽之, 神野良男, 中村志郎（2006）クローン病における

た空腸angiodysplasiaの1例. 第2回日本消化管学会総会

リンパを介した免疫応答の意義.（シンポジウム）第30回日

学術集会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術

本リンパ学会総会, 6.1-3, 東京.（日本リンパ学会機関誌, 29
（増刊）, 30, 2006.）
上小鶴幸二, 戸澤勝之 , 松本譽之（2 0 0 6）当院における

集会プログラム・抄録集, 56, 2006.）
横山陽子, 福永

健, 大西国夫, 神野良男, 樋田信幸, 應田

義雄, 富田寿彦, 堀

和敏, 小坂

正, 長瀬和子, 福田能

Infliximabの投与の効果, 合併症と長期予防.（シンポジウ

啓, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去

ム）第24回日本大腸検査学会総会, 9.2-3, 大阪.（第24回

療法の効果発現に関する研究. 厚生労働科学研究費補助

日本大腸検査学会総会抄録集, 47, 2006.）

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

樋田信幸, 堀

和敏, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎合併

関する調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17, 東京.

腫瘍性病変におけるpit pattern診断の有効性.（シンポジ

田村和朗, 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之, 池内浩基, 山村

ウム）第24回日本大腸検査学会総会, 9.2-3, 大阪.（第24回

武平（2006）炎症性腸疾患とIL-18遺伝子多型. 厚生労働

日本大腸検査学会総会抄録, 54, 2006.）

科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎

福永

健, 大西国夫, 應田義雄, 戸澤勝之, 上小鶴孝二, 日

症性腸管障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会,

下

剛, 松本譽之（20 0 6）末梢血免疫制御性Ｔ細胞に

2.16-17, 東京.

着目した白血球系細胞除去療法の早期治療効果予測は
急性期潰瘍性大腸炎患者のQ OL向上に繋がるか？.（シ

松本譽之, 樋田信幸, 春間

賢, 工藤進英, 大塚和朗, 渡邉

聡明, 名川弘一, 五十嵐正弘, 佐田美和, 飯塚文瑛, 千葉俊
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泰, 渡辺憲治, 味岡洋一（2006）潰瘍性大腸炎

本譽之（20 0 6）S M A D4遺伝子の変異を伴うJuve n i le

のサーベイランスアトラス作成. 厚生労働科学研究費補助

polyposis of the stomach（以下JPS）の1例. 第92回日本

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑

関する調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17, 東京.

誌, 103（Suppl.）, A289, 2006.）

美, 岩男

工藤進英, 浜谷茂治, 大塚和朗, 佐田美和, 平田一郎, 松本
譽之, 岩男

泰, 渡辺聡明, 渡辺憲治, 五十嵐正弘（2006）

Colitic cancer dysplasiaの内視鏡拡大所見. 厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性 腸管障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会,
智洋, 林千鶴子, 金
本憲康, 肥塚浩昌, 堀
上

譽之（2006）2度DICが改善した全身骨転移伴う胃癌の1
症例. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本
消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A291, 2006.）
小坂

正, 富田寿彦, 松本譽之, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉

田幸治, 福田能啓, 辻川知之, 渡辺憲治, 伊藤裕章（2006）

2.16-17, 東京.
辻

戸澤勝之, 山本憲康, 神野良男, 小林健彦, 三輪洋人, 松本

鏞民, 富田寿彦, 中嶋一彦, 山

クローン病のInf liximab投与におけるクリニカルパス導入

和敏, 川添智太郎, 三輪洋人, 坂

の意義. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日

隆, 神野良男, 福田能啓, 松本譽之（2006）特殊な画像

所見を示す膵癌－退形成性膵管癌（砕骨細胞型巨細胞癌）

本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A243, 2006.）
Hida, N., Watanabe, K., Hori, K., Ikeuchi, H., Ohda, Y.

－. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第

and Matsumoto, T.（2006）Pit pattern diagnosis in
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会プログラム抄録集, 6, 2006.）
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■ その他 ■

ン病）松山, 6.9, 松山.

松本譽之（2006）炎症性腸疾患の新たな治療－その機序と
効果予測に向けて－. 消化器と免疫, 42, 98.
松本譽之（2006）内視鏡から見た, 炎症性腸疾患, 長期経過
例・難知性例の診断における問題点と対策. 第5回南大阪

生活･教育」相談会, 6.18, 神戸.
福永 健（2006）潰瘍性大腸炎・クローン病について. 第45回
「医療・生活･教育」相談会, 6.18, 神戸.
松本譽之（2006）レミケード治療におけるクローン病長期予

大腸内視鏡研究会, 1.12, 大阪.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態解明と治療の変遷.
岩手県南消化器病検討会当区別講演会, 1.21, 岩手.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患診療の最近の話題. 滋賀医
科大学炎症性腸疾患センター主催講演, 2.5, 滋賀.
松本譽之（2006）I BD治療のグローバルスタンダード. 第7回
関西腸疾患セミナー, 2.24, 大阪.
松本譽之（2006）クローン病の遺伝子異常と分子標的治療.
第38回川西消化器研究会, 2.25, 川西.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態と抗サイトカイン療
法. 金沢消化管フォーラム, 3.2, 金沢.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎・クローン病の理解と療養
生活について. 西宮市保健所

應田義雄（2006）腸炎ベーチェットについて. 第45回「医療・

後に対する意義. 第7回京滋クローン病研究会, 6.23, 京都.
Takagawa, T.（2006）Association of IL-18 gene promoter
polymorphisms with inflammatory bowel disease
in a Japanese population. 11th US-Japan GI & Liver
Meeting in 21st Century, 6.30, Tokyo.
松本譽之（2006）クローン病の病態からみた治療－治療法
の選択と効果－. 第10回北関東コロンクラブ, 7.1, 東京.
松本譽之（2 0 0 6）高齢 者の血便 . 第2回阪神消化器 疾患
UP-TO-DATE, 7.15, 尼崎.
松本譽之（2 0 0 6）当院におけるI n f l i x i m a b投与の実際.
Infliximab Meeting, 7.27, 守口.

潰瘍性大腸炎・クローン病

松本譽之（2006）炎症性腸疾患長期経過に伴う問題点とそ

松本譽之（20 0 6）I BDへの新たな治療戦略. BA D（B ay

松本譽之（2006）痔（肛門からの出血）. 女性セブン, 8月3日

の医療相談会, 3.7, 西宮.
Area Digestive）Club（3大学合同勉強会）, 3.11-12, 淡
路.
小坂

号, 44.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の内科的治療. 第13回外科

正（2006）当院でのN S T設立の試み. BA D（B ay

Area Digestive）Club（3大学合同勉強会）, 3.11-12, 淡
路.
福永

の対処. 第8回関西腸疾患セミナー, 7.28, 大阪.

フォーラム, 8.5-6, 東京.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の診断と治療. 兵庫医大病
診連携の会, 8.30, 大阪.

健（2006）難治性直腸炎型潰瘍性大腸炎患者に対

松本譽之（2006）クローン病の病態と治療Up To Date～抗

する漢方薬を用いた新しい局所治療の開発. BA D（Bay

サイトカイン療法を中心に～. 第8回京都サイトカイン研究

Area Digestive）Club（3大学合同勉強会）, 3.11-12, 淡

会, 9.2, 京都.

路.

松本譽之（2006）炎症性腸疾患における長期経過に伴う問

横山陽子（2006）潰瘍性大腸炎と免疫調節性細胞との関連
性. BAD（Bay Area Digestive）Club（3大学合同勉強
会）, 3.11-12, 淡路.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の病態と治療のUp to Date.
第118回岩手消化器病懇話会, 3.18, 岩手.
Matsumoto, T.（2006）Can Asia affording the new and
emerging therapies?. Falk Symposium 151, 3.24-25,
Sydney, Australia.
小坂

正（2006）当院でのクローン病におけるInfliximab使

用経験. 第6回大阪RAフォーラム, 3.30, 大阪.

題と対策－Colitic Cancerを中心として－. 第61回宮城IBD
研究会, 9.8, 仙台.
松本譽之（2006）クローン病の最新治療－抗サイトカイン療
法はクローン病の自然史を変えるのか？－. I BD Clinical
Seminar, 9.26, 広島.
松本譽之（2006）腸のアレルギー. アレルギー診察室（ラジ
オ）ラジオ大阪, 10.15.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態・メカニズムと求めら
れる新薬. 炎症性腸疾患の病態・メカニズムと求められる
新薬講習会, 10.26, 東京.

松本譽之（2006）クローン病に対する内科の立場と外科の立

吉田幸治（2006）インフリキシマブのTOP-DOWN療法にて

場. 第6回クローン病トータルケア推進協議会総会, 4.1, 大

寛解導入し, 維持療法し得たクローン病の1例. 第10回大

阪.

阪クローン病治療研究会, 10.27, 大阪.

松本譽之（2006）炎症性腸疾患への内視鏡的アプローチ－

松本譽之（2006）炎症性腸疾患の長期経過に伴う問題点と

小腸の内視鏡検査の意義－. 第6回消化器病を語る会（阪

対策－炎症性発癌を中心として－. 第7回京都イムノクラブ,

神消化器病診連携の会）, 4.27, 尼崎.
松本譽之（2006）～クローン病への抗サイトカイン療法の実
際～. 第3回クローン病供覧会, 6.2, 高松.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の診断と治療. 第5回兵庫医
科大学消化器内科同門会, 6.8, 宝塚.
松本譽之（2006）クローン病治療へのUp To Date～抗サイ
トカイン療法の意義～. レミケードUser’
s Meeting（クロー

10.30, 京都.
松本譽之（2006）クローン病の病態と治療－抗サイトカイン
療法の現状と今後の展望－. 第7回静岡免疫学公開講座,
10.31, 藤枝.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎

癌化サーベイランス法の

確立について. 第18回大腸病態治療研究会, 11.9, 大阪.
福永

健（2006）潰瘍性大腸炎の診療ガイドライン－はみだ
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し症例をどうするか？その対応－. 第18回大腸病態治療研

525.
中野孝司（2006）アスベスト関連疾患の画像診断と治療. 日

究会, 11.9, 大阪.
松本譽之（2 0 0 6）病態からみたクローン病の長期経過に
おける問題点を対策. 第2 4回北海道クローン病検討会,

本放射線技師協会雑誌, 53, 717-723.
中 野 孝 司（ 2 0 0 6）悪 性 胸 膜 中皮 腫－対 症 療 法 . T H E
LUNG-perspectives, 14, 303-305.

11.17, 札幌.
松本譽之（2006）免疫組織化学を用いた腸管病態の可視化
－I BDの病態にどこまで迫ることができるのか？－. 第31

中野孝司（2006）臨床経過からみる悪性胸膜中皮腫の発育
と生物学的特性. 分子呼吸器病, 10, 261-264.
中野孝司（20 0 6）アスベスト関連悪性 腫瘍. 呼吸器科, 9,

回兵医大腸疾患研究会, 11.18, 尼崎.
樋田信幸（2006）潰瘍性大腸炎合併腫瘍性病変の診断－
pit Patternと病理組織診断を中心に－. 第31回兵医大腸

625-631.
中野孝司（2006）アスベスト肺癌（石綿肺癌）. 成人病と生活
習慣病, 36, 740-744.

疾患研究会, 11.18, 尼崎.
松本譽之（2006）剖検例「炎症性腸疾患」. 大阪市立大学医

中野孝司（2006）悪性中皮腫の診断と治療. 癌と化学療法,
33, 1215-1220.

学部附属病院臨床病理検討会, 11.22, 大阪.
松本譽之（2006）炎症性小腸病変の病態と治療におけるサ
イトカインの意義. 第3回SB Club in阪神, 11.30, 大阪.
上小鶴孝二（2006）小腸狭窄を伴うクローン病にバルーン拡
張術を併用しながらInf liximabを投与している症例. 第3

中野孝司（2006）腹膜中皮腫の診断と最近の治療. 医学の
あゆみ, 219, 847-850.
中野孝司（2006）アスベスト関連呼吸器疾患

内科治療. 臨

床画像, 23, 40-48.
福岡和也（2006）悪性胸膜中皮腫に対する新しいアプロー

回SB Club in阪神, 11.30, 大阪.
松本譽之（2006）Surveillance colonoscopy in Japan.第3回

チ 診断法と治療法の進歩. 医学のあゆみ, 219, 837-841.
中野孝司（2006）アスベストとは

日本炎症性腸疾患研究会, 12.2-3, 東京.
松本譽之（2006）－クローン病－内科治療. 第3回日本炎症

10-16.
中野孝司（20 0 6）悪性中皮腫

性腸疾患研究会市民公開講座, 12.3, 東京.

基本知識. 画像診断, 27,
頻度と臨床的アプローチ.

Biomedical Research on Trace Elements, 17, 104-106.
［原著］

内科学

呼吸器・RCU 科

Fukuoka, K.（2006）Molecular detection of SYT-S SX
fusion gene transcripts currently represents the most

■ 著書 ■

specific and sensitive tool for diagnosing intrathoracic

中野孝司（2006）じん肺症. 今日の治療指針2006年版,（山

synovial sarcoma. Intern. Med., 45, 881-882.

口

徹, 北原光夫, 福井次夫

編）, 医学書院, 東京, 238-

中野孝司（2006）胸水貯留を認めたら－診断のつかない胸
ん性肺疾患・肺腫瘍,（工藤翔二

M., Uesaka, A., Kuribayashi, K., Fukuoka, K., Nakano,

びま

T., Kishimoto, T. and Otsuki, T.（2006）Expression of

編）, 中山書店, 東京,

the T cell receptor Vβ repertoire in a human T cell

水をどう考えるか. 呼吸器診療のコツと落とし穴3

resistant to asbestos-induced apoptosis and peripheral

136-137.
中野孝司（2006）中皮腫と間違われるびまん性胸膜線維症.
呼吸器診療のコツと落とし穴3
（工藤翔二

びまん性肺疾患・肺腫瘍,

器診療のコツと落とし穴3

びまん性肺疾患・肺腫瘍,（工

患・肺腫瘍,（工藤翔二

related diseases. Int. J. Immunopathol. Pharmacol., 19,
大槻剛巳, 西村泰光, 三浦由恵, 兵藤文則, 勝山博信, 上坂
亜由子, 栗林康造, 中野孝司, 草加勝康, 岸本卓巳（2006）
珪肺症と石綿関連疾患における末梢血T細胞受容体Vβ

編）, 中山書店, 東京, 119.

福岡和也（2006）低ナトリウム血症を呈する肺癌患者へのア
プローチ. 呼吸器診療のコツと落とし穴3

blood T cells from patients with silica and asbestos795-805.

編）, 中山書店, 東京, 141.

福岡和也（2006）Pancoast腫瘍を見逃さないために. 呼吸
藤翔二

Nishimura, Y., Miura, Y., Maeda, M., Hayashi, M., Dong,
M., Katsuyama, H., Tomita, M., Hyodoh, F., Kusaka,

239.

びまん性肺疾

編）, 中山書店, 東京, 232-233.

■ 学術論文 ■
［総説］

レパトアの解析. 日本職業・災害医学会会誌, 54, 66-71.
Miura, Y., Nishimura, Y., Katsuyama, H., Maeda, M.,
Hayashi, H., Dong, M., Hyodoh, F., Tomita, M., Matsuo,
Y., Uesaka, A., Kuribayashi, K., Nakano, T., Kishimoto,
T. and Otsuki, T.（2006）Involvement of IL-10 and

中野孝司（2006）胸膜中皮腫の疫学. 呼吸器科, 9, 167-173.

Bcl-2 in resista nce aga inst a n asbestos-induced

中野孝司（2006）悪性胸膜中皮腫の悪性度を決定する因子.

apoptosis of T cells. Apoptosis, 11, 1825-1835.

MOOK肺癌の臨床2005-2006, 33-39.
中野孝司（2006）悪性胸膜中皮腫. Modern Physician, 26,
355-359.
中野孝司（2006）アスベストと肺疾患. 呼吸と循環, 54, 519-

［症例報告］
坂巻

靖, 城戸哲夫, 安川元章, 小牟田清, 長谷川誠紀, 中

野孝司（2006）孤立性の縦隔リンパ節転移として発見され
た胸膜中皮腫の1例. 肺癌, 46, 727-731.
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上坂亜由子, 松田良信, 山口宏茂, 浅井光子, 山田秀哉, 福
岡和也, 中野孝司（2006）禁煙により嚢胞性変化のほぼ
消失した肺好酸球性肉芽腫症の1例. 日本呼吸器学会雑

発.（ミニレクチャー）第22回肺癌集検セミナー, 12.16, 京
都.
福岡和也, 上坂亜由子, 栗林康造, 三宅光富, 宮田

茂, 中

嶋泰典, 飯田慎一郎, 延山誠一, 田村邦宣, 山田秀哉, 村

誌, 44, 528-531.

上亜紀, 中野孝司（2006）悪性中皮腫診断における血清

■ 学会発表 ■
［指定講演］

バイオマーカーの有用性.（シンポジウム）第47回日本肺癌

中野孝司（2006）悪性中皮腫：頻度と臨床アプローチ.（特別

学会総会, 12.16, 京都.
［一般講演］

講演）第17回日本微量元素学会, 7.12-14, 静岡.
中野孝司（2006）アスベスト関連疾患の診断と治療.（特別講

中野孝司（2006）アスベスト関連疾患への総括的取り組み

演）第29回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会, 8.25, 熊

（科学技術振興研究発表）. 第54回日本職業・災害医学
会学術大会, 11.8-10, 横浜.

本.

中野孝司, 福岡和也, 長谷川誠紀, 田中文啓（2006）悪性胸

［シンポジウム等］
中野孝司（2006）悪性胸膜中皮腫の内科治療 .（シンポジウ

膜中皮腫に対する多施設共同臨床試験の提案. 第47回日

ム）第 65 回日本医学放射線学会学術集会 , 4.7-9, 横浜 .

本肺癌学会総会, 12.14-15, 京都.（肺癌, 46, 483, 2006.）

福岡和也, 上坂亜由子, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯

上坂亜由子, 山田秀哉, 村上亜紀, 延山誠一, 飯田慎一郎,

茂, 三

田 村 邦 宣 , 栗 林 康 造 , 宮田

茂 , 三宅 光富, 福 岡 和

宅光富, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田

也, 中野孝司, 竹中雅彦, 陣

洋子, 松田良信（2 0 0 6）

中文啓, 長谷川誠紀（2006）アスベスト検診受診者に対す

CDDP+CPT-11+DXRの3剤併用化学療法にてCRが得ら

る呼吸器内視鏡検査の適応と有用性に関する検討.（シン

れた悪性胸膜中皮腫の1例. 第83回日本肺癌学会関西支

ポジウム）第29回日本呼吸器内視鏡学会学術集会, 6.8-9,

部会, 2.4, 神戸.

田慎一郎, 延山誠一, 中嶋泰典, 栗林康造, 宮田

飯田慎一郎, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 延山誠一,

つくば.（気管支学, 28, 156, 2006.）
上坂亜由子, 三宅光富, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯

田村邦宣, 栗林康造, 宮田

茂, 三宅光富, 福岡和也, 中

茂, 福

野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓, 長

岡和也, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田

谷川誠紀（2006）アスベスト検診にて発見された悪性胸

中文啓, 長谷川誠紀（2 0 0 6）中皮 腫に対する蛍光及び

膜中皮腫の1例. 第83回日本肺癌学会関西支部会, 2.4, 神

田慎一郎, 延山誠一, 中嶋泰典, 栗林康造, 宮田

Narrow Band Imagingをもちいた胸腔鏡検査の試み.（シ
ンポジウム）第29回日本呼吸器内視鏡学会学術集会, 6.
8-9, つくば.（気管支学, 28, 157, 2006.）
栗林康造, 三宅光富, 宮田

茂, 中嶋泰典, 福岡和也, 中

野孝司, 藤澤浩美（2 0 0 6）当院における外来化学療法
室の現況.（シンポジウム）第15回H IT（Home in fusion
therapy）研究会, 8.25, 神戸.
中野孝司（20 06）悪性胸膜中皮腫に対する多施設共同臨
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■ 学術論文 ■
［総説］
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男, 立花久大, 楠

終研究報告書, 68-72.
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和泉雅章, 中西

健（2006）パルスドプラ法による急性腎不

全の鑑別診断と回復予測について.（シンポジウム）第79回
日本超音波医学会学術集会, 5.26-28, 大阪.
中西 健（2006）分かりやすい透析導入基準.（ワークショッ

22, 407-414.
［原著］

プ）第51回日本透析医学会学術集会, 6.23-25, 横浜.

平島知圭, 和泉雅章, 三角文子, 川越英子, 末光浩太郎, 成
山真一, 福本裕美, 許林友璃, 中西

健（2006）血液透析

施行時におけるメシル酸ナファモスタットの先発品と後発
品の比較検討. 日本透析医学会雑誌, 39, 105-110.
［症例報告］

中西

健（2006）腎性貧血治療における鉄投与～血清フェ

リチン値をどう考えるか？.（ランチョンセミナー）第51回日
本透析医学会学術集会, 6.23-25, 横浜.
名波 正 義 , 中西

健（2 0 0 6）サイトカインと血管内皮 障

害.（ワークショップ）第36回日本腎臓学会西部学術大会,

粕本博臣, 山本貴敏, 新光聡子, 澁谷浩二, 西岡正登, 藤田
嘉一, 申

dialysis patients.（President’s lecture）The 1st China-

曽洙, 駒場啓太郎, 和泉雅章, 中西

健（2006）

CAPDカテーテル早期抜去が効果的であった真菌性腹膜

健, 北村健一郎（2006）腎疾患をめぐる“鉄”研究の進

歩.（ワークショップ）第36回日本腎臓学会西部学術大会,
9.29, 熊本.（日本腎臓学会誌, 48, 477, 2006.）

炎の1例. 腎と透析, 60, 925-928.
粕本博臣, 平岡敬介, 和泉雅章, 岡

9.29, 熊本.
中西

聡子, 海部久美子, 八

［一般講演］

健, 中川清彦, 不動明子, 杉木雅

許林友璃, 福本裕美, 北村理恵, 木田有利, 伊藤勝清, 名波

彦, 澁谷浩二（2006）収縮性心外膜炎に対して心外膜剥

正義, 森口林太郎, 宮川光二, 板花玲子, 小瀧慶長, 蓮池

離術が奏功した透析患者の1例. 日本透析医学会雑誌, 39,

由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

1597-1602.

常を合併した維持透析患者の一症例. 第23回武庫川カン

尋真名, 豊田和寛, 中西

■ 学会発表 ■
［指定講演］
中西

健（2006）腎不全における鉄代謝異常：‘鉄の囲い込

み’による障害.（特別講演）熊本腎性貧血研究会, 1.19, 熊

ファレンス, 1.21, 神戸.
小瀧慶長, 中西

健（2006）兵庫県における保存期腎不全

調査報告. 第51回兵庫県腎臓研究会, 3.11, 神戸.
福本裕美, 木田有利, 名波正義, 森口林太郎, 板花玲子, 小
瀧慶長, 和泉雅章, 中西

本.
和泉雅章（2006）透析患者のCa・P代謝異常とその対策.（特
別講演）第1回阪神透析交流会, 2.25, 尼崎.
和泉雅章（2 0 0 6）透析患者のC a・P代謝異常の病体と治

健（2006）摂食異

健（2006）急激な腎機能低下を

来した古典的結節性多発動脈炎の1例. 第51回兵庫県腎
臓研究会, 3.11, 神戸.
堀加穂理, 北村理恵, 伊藤勝清, 許林友璃, 宮川光二, 蓮池

療.（特別講演）中兵庫血液浄化懇話会3周年記念特別講

由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

演会, 3.23, 西脇.

過を経て再生検を施行した慢性糸球体腎炎の1例. 第51回

中西

健（2006）透析患者における鉄の代謝異常～エリスロ

ポエチン抵抗性貧血へのアプローチ～.（特別講演）播磨
地区学術講演会, 3.4, 姫路.
中西

健（2006）腎不全における鉄の代謝異常～鉄の囲い

込みによる障害～.（特別講演）第6回新潟腎と透析セミ
ナー, 5.13, 新潟.
中西

健（2006）慢性腎臓病患者における鉄代謝異常：「鉄

健（2006）20年経

兵庫県腎臓研究会, 3.11, 神戸.
名波正義, 中西

健（2006）血管内皮細胞においえるサイト

カインによる鉄の囲い込み異常. 平成17年度腎性貧血治
療研究会, 5.13, 東京.
北村理恵, 福本裕美, 木田有利, 名波正義, 宮川光二, 板
花 玲子, 小瀧 慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

（2006）経過中に大腸マラコプラキアを合併した膜性腎症
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璃, 宮川光二, 板花玲子, 小瀧慶長, 和泉雅章, 関根恭一,

の1例. 第179回内科学会近畿地方会, 6.10, 神戸.
堀加穂理, 大植麻衣, 木田有利, 伊藤勝清, 森口林太郎, 北

中西

健（2006）腎機能障害患者における血清S SAO活

村理恵, 徳山正徳, 名波正義, 宮川光二, 板花玲子, 小

性と尿中HHE濃度との関連. 第51回日本透析医学会学術

瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

集会, 6.23-25, 横浜.（日本透析医学会雑誌, 39（Suppl.1）,

健

（2006）透析患者に発症したFournier壊疽の1例. 第24回

656, 2006.）
蓮池由起子, 森口林太郎, 名波正義, 宮川光二, 板花玲子,

武庫川カンファランス, 6.10, 西宮.
板花玲子, 福本裕美, 伊藤勝清, 名波正義, 蓮池由起子, 宮
川光二, 小瀧 慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 谷本

剛, 中西

健

健

（2006）腹膜透析（PD）における中皮細胞（MC）障害と

（2006）腎臓内科受診時期と透析導入時の状態の検討.

関連する因子の検討：aldose reductase（AR）の関与. 第

第49回日本腎臓学会学術総会, 6.14-16, 東京.（日本腎臓

51回日本透析医学会学術集会, 6.23-25, 横浜.（日本透析
医学会雑誌, 39（Suppl.1）, 799, 2006.）

学会誌, 48, 277, 2006.）
木田有利, 蓮池由起子, 福本裕美, 森口林太郎, 宮川光二,
板花玲子, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

木田有利, 福本裕美, 許林友璃, 名波正義, 宮川光二, 板
花 玲子, 小瀧 慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

（2006）LLC-PK1細胞におけるCa拮抗剤による酸化スト

（2006）急激な腎機能低下を来たした古典的結節性多発

レス抑制作用. 第49回日本腎臓学会学術総会, 6.14-16, 東

動脈炎の一例. 第51回日本透析医学会学術集会, 6.23-25,
横浜.（日本透析医学会雑誌, 39（Suppl.1）, 840, 2006.）

京.（日本腎臓学会誌, 48, 280, 2006.）
小瀧 慶 長 , 蓮 池 由 起子, 北 村 理 恵 , 許林 友 璃 , 名波 正
義, 宮川光二, 板花玲子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

久保聡子, 堀加穂理, 福本裕美, 木田有利, 宮川光二, 板
花 玲子, 小瀧 慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

健（2 0 0 6）ヒト大腸癌由来細胞（C a c o2）におけるβ

（2006）透析患者に発症したFournier壊疽の一例. 第51回

2microgloburin（BMG）による鉄輸送蛋白の調節異常. 第

日本透析医学会学術集会, 6.23-25, 横浜.（日本透析医学

49回日本腎臓学会学術総会, 6.14-16, 東京.（日本腎臓学

会雑誌, 39（Suppl.1）, 856, 2006.）
和泉雅章, 中

会誌, 48, 226, 2006.）
名波正義, 伊藤勝清, 木田有利, 蓮池由起子, 宮川光二,
板花玲子, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

美紀, 宮川光二, 板花玲子, 小瀧慶長, 倉賀

野隆裕, 森田俊平, 西庵良彦, 宮本

孝, 中西

健（2006）

健

透析患者の大動脈石灰化に対する塩酸セベラマーの効

（2006）血管内皮細胞におけるtumor necrosis factor-α

果. 第51回日本透析医学会学術集会, 6.23-25, 横浜.（日本

（TN F-α）依存性鉄蓄積に対するstatinの効果. 第49回
日本腎臓学会学術総会, 6.14-16, 東京.（日本腎臓学会誌,

透析医学会雑誌, 39（Suppl.1）, 704, 2006.）
森口林太郎, 木田有利, 北村理恵, 宮川光二, 板花玲子, 小
瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

48, 295, 2006.）
蓮池由起子, 森口林太郎, 北村理恵, 許林友璃, 宮川光二,
板花玲子, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

（2006）ヒト由来単球細胞（TH P1）におけるCR Pによる

健

鉄輸送蛋白調節異常. 第51回日本透析医学会学術集会,

（2006）慢性腎臓病（CKD）患者におけるPolyol Pathway

6.23-25, 横浜.（日本透析医学会雑誌, 39（Suppl.1）, 743,

活性化の機序解明. 第49回日本腎臓学会学術総会, 6.14-

2006.）
和泉雅章（2006）膜性腎症に対する免疫抑制療法について.

16, 東京.（日本腎臓学会誌, 48, 287, 2006.）
森口林太郎, 許林友璃, 伊藤勝清, 名波正義, 宮川光二,
板花玲子, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

（2006）ヒト由来単球細胞（THP1）におけるβ2ミクログロ

第6回阪神腎病理勉強会, 7.27, 西宮.
堀加穂理, 大植麻衣, 福本裕美, 北村理恵, 山本

聡, 徳山

正徳, 名波正義, 板花玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀

ブリン（B2MG）による鉄輸送蛋白調節異常. 第49回日本

野隆裕, 和泉雅章, 中西

腎臓学会学術総会, 6.14-16, 東京.（日本腎臓学会誌, 48,

に合併したMPO-ANCA関連半月体形成性糸球体腎炎の

健（2006）シェーグレン症候群

214, 2006.）

一例. 第45回大阪腎疾患研究会, 9.15, 大阪.

伊藤勝清, 蓮池由起子, 北村理恵, 名波正義, 宮川光二,

森口林太郎（2006）腎不全にて蓄積するβ2ミクログロブリ

板花玲子, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西 健

ン
（β2MG）によるヒト由来単球細胞（TH P1）における鉄

（2006）血液透析（H D）患者における動脈硬化症進展因

輸送蛋白調節異常. 第30回日本鉄バイオサイエンス学会

子の検討～鉄蓄積の関与～. 第51回日本透析医学会学術
集会, 6.23-25, 横浜.（日本透析医学会雑誌, 39（Suppl.1）,

慶長, 倉賀野隆裕, 蓮池由起子, 和泉雅章, 中西

867, 2006.）
許林友璃, 木田有利, 北村理恵, 濱

学術集会, 9.16-17, 東京.
大植麻衣, 北村理恵, 名波正義, 宮川光二, 板花玲子, 小瀧

保江, 宮川光二, 板花

玲子, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健（2006）

正常血 圧腎クリーゼから維持透析に至った全身性強皮
症の一例. 第51回日本透析医学会学術集会, 6.23-25, 横
浜.（日本透析医学会雑誌, 39（Suppl.1）, 951, 2006.）
倉賀野隆裕, 伊藤勝清, 森口林太郎, 蓮池由起子, 許林友

健, 前

川講平, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）20年後に再生検を施
行したIgG腎症の1例. 第36回日本腎臓学会西部学術大会,
9.29-30, 熊本.（日本腎臓学会誌, 48, 480, 2006.）
堀加穂理, 徳山正徳, 名波正義, 宮川光二, 板花玲子, 小
瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

（2006）シェーグレン症候群に合併したM P O-A NCA陽
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性急速進行性糸球体腎炎の一例. 第36回日本腎臓学会

useful marker of vascular endothelial remodeling in

西部学術大会, 9.29-30, 熊本.（日本腎臓学会誌, 48, 488,

chronic kidney disease. ASN 39 th Annual Renal Week
Meeting, 11.14-19, San Diego, U.S.A.

2006.）
北村理恵, 徳山正徳, 山本 聡, 名波正義, 板花玲子, 小瀧
慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西
島忠之, 三輪洋人, 山田真理子, 切田

健, 田中淳二, 大

Otaki, Y., Kida, A., Itoh, K., Tokuyama, M., Moriguchi,
R., Nanami, M., Itahana, R., Hasuike, Y., Kuragano, T.,

学, 丸川征四朗

Izumi, M. and Nakanishi, T.（2006）Beta2 microglobulin

（2006）腹膜透析中止後9年で発症した被嚢性腹膜硬化症

（BMG）modulated the expressions of iron transport
proteins in human intestinal Caco-2 cell line. ASN

（EPS）の1例. 第18回兵庫県透析研究会, 10.29, 神戸.
和泉雅章, 北村理恵, 山本

聡, 名波正義, 板花玲子, 小瀧

慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 中西

健（2006）透析患

39th Annual Renal Week Meeting, 11.14-19, San Diego,
U.S.A.

者の大動脈石灰化進展に対する塩酸セベラマーの効果.

■ その他 ■

第9回腎と筋・エネルギー研究会, 11.25, 京都.

倉賀野隆裕（2006）腎臓病と体のさび（腎臓病と抗加齢医

伊藤勝清, 倉賀野隆裕, 北村理恵, 木田有利, 徳山正徳, 山
本

聡, 森口林太郎, 名波正義, 板花玲子, 小瀧慶長, 蓮

池由起子, 和泉雅章, 中西

学）. 兵庫医科大学市民健康講座, 7.5, 西宮.
和泉雅章（2006）透析患者さんの副甲状腺機能・骨代謝異

健（2006）維持透析患者にお

常について－日本透析医学会「透析患者の二次性副甲状

ける鉄代謝異常と心血管系合併症risk factor との関連.

腺機能亢進症ガイドライン2006年」をふまえて. 兵庫県腎

第9回腎と筋・エネルギー研究会, 11.25, 京都.

友会勉強会, 9.17, 西宮.

小瀧慶長, 森口林太郎, 木田有利, 伊藤勝清, 名波正義, 板
花玲子, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西

健

（2006）消化管由来培養細胞におけるβ2microglobulin
（BMG）による鉄輸送蛋白の調節異常. 第15回腎とエリス
ロポエチン研究会, 11.25, 東京.
中西

健（2006）CK D患者における鉄代謝異常：「鉄の囲

い込み」による障害. 第3回大阪CK Dエキスパート会議,
12.15, 大阪.
Nakanishi, T.（2006）C-reactive protein（CRP）and beta2
microglobulin（BMG）facilitated iron sequestration
in human monocytic cell lines, THP-1. XLⅢ ERA－
EDTA Congress, 7.15-18, Glasgow, England.
Kuragano, T., Kida, A., Ito, K., Moriguchi, R., Nanami,
M., Otaki, Y., Hasuike, Y., Izumi, M. and Nakanishi,

中西

健（2006）糖尿病性腎症からの透析導入. N PO法人

兵庫県腎友会

兵庫腎臓病シンポジウム‘06, 7.9, 西宮.

和泉雅章（2006）A R Bの腎保護効果について.（特別講演）
HYOGO Expert Meeting, 9.22, 神戸.
和泉雅章（2006）腎臓病教室における各職種の役割－医師
（内科医）の役割－. 第10回北部九州腎と薬剤研究会記
念大会, 10.20, 小倉.
越後谷則子（2006）兵庫医科大学病院腎臓病教室の紹介.
第10回北部九州腎と薬剤研究会記念大会, 10.20, 小倉.
和泉雅章（2006）腎疾患の早期発見と最近の治療. 西宮市
医師会勉強会, 10.25, 西宮.
和泉雅章（2006）CASE-J の結果により日本人の降圧治療
は変わるのか？腎保護の立場から. ブロプレス CASE-J試
験発表記念 Expert Meeting, 11.4, 尼崎.

T.（2006）Semicarbazide-sensitive amine oxidase

和泉雅章（2006）透析患者さんの副甲状腺機能・骨代謝異

activity in patients with chronic kidney disease:the

常について－日本透析医学会「透析患者の二次性副甲状

relationship with peroxidation of polyunsaturated

腺機能亢進症ガイドライン2006年」をふまえて. SYB研究

fatty acid. X LⅢ ER A－EDTA Cong ress, 7.15-18,
Glasgow, England.
Kuragano, T., Kida, A., Ito, K., Moriguchi, R., Nanami,
M., Otaki, Y., Hasuike, Y., Izumi, M. and Nakanishi,

会, 11.26, 伊丹.
倉賀野隆裕（2006）腎臓病と体のさび（腎臓病患者さんに
サプリメントは必要か？）. 腎不全治療食講習及び調理実
習, 11.5, 西宮.

T.（2006）Vitamin C accentuated the anti-carbonyl
stress effect of vitamin-E coated membrane. XLⅢ

小児科学

ERA－EDTA Congress, 7.15-18, Glasgow, England.
Ito, K., Kuragano, T., K itamura, R., Tokuyama, M.,
Moriguchi, R., Nanami, M., Otaki, Y., Hasuike, Y., Izumi,
M. and Nakanishi, T.（2006）The Relationship between

■ 学術論文 ■
［総説］

Biomarkers of Cardiovascular Disease and Renal

谷澤隆邦（2006）腎･尿路系障害. 小児科, 47, 712-718.

Anemia in Patients on Maintenance Hemodialysis.

谷澤隆邦（2006）小児脳死臓器移植の現状と課題. 日本小

24th Annual Meeting of the International Society of
Blood Purification, 9.8-9, Nara.
Kuragano, T., Kida, A., Ito, K., Moriguchi, R., Nanami,

児科医会会報, 32, 23-29.
服部益治（2006）チャイルドシートとその問題点. チャイルド
ヘルス, 9, 563-567.

M., Otaki, T., Hasuike, Y., Izumi, M. and Nakanishi,

服 部 益 治（ 2 0 0 6 ）医 学 部 卒 前 教 育 に お ける C B T

T.（2006）Plasma level of soluble form CD146 is a

（Computer-Based Testing）の位置付け. 外来小児科, 9,
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学会雑誌, 22, 61-64.

399-400.
大塚欣敏（2006）小児疾患の診断治療基準, 骨髄異形成症

小野淳一郎, 橋村裕也, 古賀千穂, 小田

望, 湊川

誠, 大

橋玉基, 山田至康（2006）非典型的な経過を呈した急性

候群. 小児内科, 38（増刊）, 560-561.
［原著］

散在性脳脊髄炎の1例. 日本小児救急医学会雑誌, 5, 138-

Ha new, K., Tachiba na, K., Yokoya, S., Fujieda, K.,
Tanaka, T., Igarashi, Y., Shimatsu, A., Tanaka, H.,
Tanizawa, T., Teramoto, A., Nishi, Y., Hasegawa, Y.,
Hizuka, N., Hirano, T. and Fujita, K.（2006）Clinical
characteristics, etiologies and pathophysiology of

140.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
谷澤隆邦（2006）小児脳死臓器移植の現状と課題.（教育講
演）第17回日本小児科医会セミナー, 6.11, 神戸.

patients with severe short stature with severe GH

谷澤隆邦（2006）微小血尿から腎移植までの包括医療.（特

deficiency:questionnaire study on the data registered

別講演）日本小児科学会鳥取地方会第60回例会, 7.2, 倉

with the foundation for growth science, Japan. Endocr.

吉.
服部 益治（2 0 0 6）医学部卒前教育におけるC o m p u t e r-

J., 53, 259-265.
Ayabe, N., Babaev, V. R., Tang, Y., Tanizawa,T., Fogo,
A. B., Linton, M. F.,Ichikawa,I., Fazio, S. and Kon,

Based Testingの位置付け.（特別講演）第10回日本外来
小児科学会実習指導者研修会, 7.9, 西宮.

V.（2006）Transiently heightened angiotensin II has

谷澤隆邦（2006）微小血尿から腎移植までのトータルケア

distinct effects on atherosclerosis and aneurysm

を目指して.（特別講演）第194回日本小児科学会新潟地方

formation in hyperlipidemic mice. Atherosclerosis,

会, 8.19, 新潟.
服部益治（2006）車での安全な移動について－子どもの場

184, 312-321.
Suganuma, E., Zuo, Y., Ayabe, N., Ma, J., Babaev, V. R.,
Linton, M. F., Fazio, S., Ichikawa, I., Fogo, A. B. and
Kon, V.（2006）Antiatherogenic effects of angiotensin
receptor antagonism in mild renal dysfunction. J. Am.

合－.（教育講演）第3回Child Passenger Safety 勉強会,
8.20, 東京.
谷澤隆邦（2006）小児慢性腎不全の要点.（教育講演）第28
回日本小児腎不全学会, 9.21-22, 大津.
Hattori, Ｍ.（2006）Policies on safe transportation of

Soc. Nephrol., 17, 433-441.
大塚欣敏, 辻浩一郎（2006）JMMLに対するビスフォスフォ

infants and children.（Council）American Academy of
Pediatrics National Conferece 2006, 10.7-10, Atlanta,

ネートの効果. 血液・腫瘍科, 52, 97－103.
［症例報告］

U.S.A.

Pa nde, A. R., A ndo, K., Ish i ku ra, R., Na g a m i, Y.,
Ogawa, M., Kamikonya, N., Kaneda, Y., Tanizawa,
T. and Nakao, N.（2006）Disseminated necrotizing
leu koencepha lopat hy fol lowi ng chemorad iat ion
therapy for acute lymphoblastic leukemia. Radiat.

［シンポジウム等］
前川講平, 大島圭介（2006）逆流性腎症の発生, および進展
に関与する因子.（学会）逆流性腎症フォーラム, 1.28, 東京.
大塚欣敏（2006）小児MDS新プロトコールの提案

JMML.

（委員会セッションシンポジウム）第11回小児骨髄異形成
症候群治療研究会, 6.4, 名古屋.

Med., 24, 515-519.
杉本貴昭, 山中潤一, 飯室勇二, 黒田暢一, 平野公通, 岡田
敏弘, 斉藤慎一, 麻野泰包, 金田由美, 綾部信彦, 谷澤隆

［一般講演］
松田洋昌, 大島圭介, 高木陽平, 前川講平, 高木信明, 澤木

邦, 藤元治朗（2006）小児生体肝移植後6年目に発症した

潤子, 高橋千晶, 前

バーキット型非ホジキンリンパ腫の1例. 移植, 41, 178.

邦
（2006）頭部ＭＲＩで異常所見を呈した溶血性尿毒症症

岡田義昭, 大島圭介, 谷澤隆邦（2006）性早発とSkelet a l
a sy m met r yを伴ったモザイクターナーの1例. Pha r ma

寛, 綾部信彦, 服部益治, 谷澤隆

候群の1例. 第238回日本小児科学会兵庫県地方会, 2.4, 西
宮.
松平宗典, 山田真理子, 久保聡子, 安井大雅, 小谷穣治, 切

Medica, 24, 164.
野島道生, 上田康生, 丸山琢雄, 島

博基, 前

寛, 谷澤

田

学, 吉永和正, 丸川征四郎, 高木信明, 服部益治, 谷

篤, 善本哲郎（2006）低体重児に

澤隆邦（2006）チャイルドシートにより防げた可能性のあ

対する腎移植を経験して－術前計画と予想外の原因によ

る致死的頭部交通外傷の乳児例. 第238回日本小児科学

る術後出血－. 日本小児腎不全学会雑誌, 26, 278-281.

会兵庫県地方会, 2.4, 西宮.

隆邦, 滝内秀和, 中尾

高木信明, 前

寛, 岩崎

環, 前川講平, 澤木潤子, 高橋

甲斐俊朗, 三澤眞人, 高橋隆幸, 小阪嘉之, 大塚欣敏, 村
徹, 原

宏（2006）悪性疾患に対する臍帯血ミニ

千晶, 綾部信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）

山

経過中再発を認めたD（－）HUSの1例. 日本小児腎不全学

移植の成績－兵庫さい帯血バンクからの報告. 第28回日本

会雑誌, 26, 192-194.
小川理世, 安藤久美子, 長見ゆき, Pande, A.R., 石藏礼一,

造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.
浅田昌輝, 金田由美, 濱田

文, 小野淳一郎, 浅野由美, 竹

中尾宣夫, 前川講平, 谷澤隆邦, 池本秀康, 有田憲生

田洋樹, 森田直子, 大塚欣敏, 柳井美奈, 谷澤隆邦（2006）

（2006）稀な新生児脳動脈瘤破裂の1例. 日本小児放射線

再生不良性貧血（最重症型）に対しタクロリムス経口3分

78

兵庫医大業績録（2006）

割投与にて非血縁者間骨髄移植を施行した1例. 第28回日

岳男, 粟野宏之, 佐藤有美, 峰

本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（日本造血細胞

心エコーによる極低出生体重児心機能の経時的評価（第

移植学会総会雑誌, 184, 2006.）

30報）後負荷不整合と神経学的予後. 第109回日本小児

金田由美, 浅野由美, 小野淳一郎, 竹田洋樹, 森田直子, 大
塚欣敏, 久間木悟, 谷内江昭宏, 谷澤隆邦（2006）前処置

淳史, 樋上敦紀（2006）

科学会, 4.21-23, 金沢.
金澤育子, 住永

亮, 村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 藤林

を施行せず母親をドナーとして骨髄移植を施行した, 母親

洋美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 佐藤有美, 峰

由来T細胞, NK細胞混入X-SCIDの一例. 第28回日本造

当院におけるPrader-Willi症候群の管理状況について. 第
109回日本小児科学会, 4.21-23, 金沢.

血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（日本造血細胞移植

Ohtsuka,Y.（ 2006）Bisphosphonate zoled ron ic acid

学会総会雑誌, 203, 2006.）
下村英毅, 前

淳史（2006）

寛, 綾部信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤

inhibits abnominal proliferation and differentiation

隆邦（2006）ネフローゼ症候群に合併した成長ホルモン分

of juvenile myelomonocytic leukemia（JMML）cells.

泌不全性低身長の検討. 第26回近畿小児内分泌研究会,

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on MDS in
childhood, 4.24, Freiburg, Germany.

3.4, 大阪.
高木信明, 前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 前

寛, 綾部

小幡

早期癒合症. 阪神周産期勉強会, 5.18, 西宮.

よるＤ（－）ＨＵＳ. 第51回兵庫県腎臓研究会, 3.11, 神戸.
高木信明, 前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 前

寛, 綾部

山口晃良, 高木信明, 松井朝義, 前

寛, 綾部信彦, 大島

信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）溶血性尿毒

圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）前頭葉病変を主体とし

症症候群に中枢神経症状を合併した一例. 第30回近畿小

たadolescent cerebral ALDの1例. 第239回日本小児科学

児腎臓病研究会, 3.18, 大阪.

会兵庫県地方会, 5.20, 神戸.

前川講平, 下村 英 毅 , 高木 信 明 , 澤 木 潤子, 高 橋 千晶 ,
前

寛, 綾部信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦

（2006）Ig G腎炎と考えられた2例. 第19回近畿小児科学

澤木潤子, 前川講平, 前

寛, 綾部信彦, 服部益治, 谷澤

隆邦（2006）紫斑病性腎炎の経過中に血小板減少を来た
した一例. 第49回兵庫県小児腎臓懇話会, 6.3, 神戸.
服部益治, 谷澤隆邦, 田中尚子, 安田美希生, 谷口賢蔵, 日

会, 3.19, 京都.
前

岳, 下村英毅, 磯野員倫, 小川智美, 松井朝義, 皆川

京子, 谷澤隆邦（2006）当科NICUで最近経験した頭蓋骨

信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）抗FH抗体に

寛, 村尾吉規, 下村英毅, 浅野由美, 大島圭介, 中嶋

野利治, 吉田元嗣, 熊谷直樹, 高原周治, 鈴木紀元, 丸山

礼子, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）小児のアトピー性皮膚

義一（2006）医師育成における病診・病病連携. 第17回日
本小児科医会セミナー, 6.10-11, 神戸.

炎における米由来天然セラミド配合クリームの使用経験.
第109回日本小児科学会学術集会, 4.21-23, 金沢.（日本小

寛, 前川講平, 高木信明, 澤木潤子, 高橋千晶, 綾部
信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）ネフローゼ症

児科学会雑誌, 110, 279, 2006.）
服部益治, 谷澤隆邦, 森

前

勝（2006）乳児用

候群におけるシクロスポリン1日1回投与法の臨床的検討.

チャイルドシートは「だっこ型」. 第109回日本小児科学会

第48回日本腎臓学会学術総会, 6.14-16, 東京.（日本腎臓

勇, 西田

学術集会, 4.21-23, 金沢.（日本小児科学会雑誌, 110, 282,

学会誌, 48, 275, 2006.）
前川講平, 服 部 益 治, 高 木 信 明 , 澤 木 潤子, 高 橋 千晶 ,

2006.）

前

犬飼岳史, 中澤眞平, 永利義久, 大塚欣敏, 稲田浩子, 後藤

寛, 綾部信彦, 大島圭介, 谷澤隆邦（2006）難治性

麻人, 黒澤秀光（2006）

ネフローゼ症候群におけるミゾリビン投与法の検討. 第41

高カルシウム血症を合併した小児急性リンパ白血病の臨

回日本小児腎臓病学会, 6.22-24, 名古屋.（日本小児腎臓

裕明, 遠藤幹也, 陳

基明, 濱

病学会雑誌, 19（Suppl.）, 87, 2006.）

床像と17;19転座の意義. 第109回日本小児科学会学術集
前

会, 4.21-23, 金沢.
樋上敦紀, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 藤林洋美, 佐藤
有美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 峰

淳史, 住永

寛, 前川講平, 高木信明, 澤木潤子, 高橋千晶, 綾部
信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）ネフローゼ症

亮（2006）

候群におけるシクロスポリン1日1回投与法の臨床的検討.

当院における川崎病患者の年度別変化と2005年の小流行

第41回日本小児腎臓病学会, 6.22-24, 名古屋.（日本小児

についての検討. 第109回日本小児科学会, 4.21-23, 金沢.
伊東利幸, 石田明人, 村瀬真紀, 金澤育子, 佐藤有美, 牟禮

腎臓病学会雑誌, 19（Suppl.）, 167, 2006.）
高木信明, 前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 前

寛, 綾部

紘文（2006）

信彦, 大島圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）Anti-Factor

先天感染を認めた早産児の腎機能に及ぼす影響. 第109回

H antibody による Hemolytic Uremic Syndrome. 第41

日本小児科学会, 4.21-23, 金沢.

回日本小児腎臓病学会, 6.22-24, 名古屋.（日本小児腎臓

岳男, 粟野宏之, 峰

淳史, 樋上敦紀, 伴

佐藤有美, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 金澤育子, 藤林

病学会雑誌, 19（Suppl.）, 170, 2006.）

亮（2006）

大塚欣敏, 小野淳一郎, 岡本恭明, 中川由美, 谷澤隆邦

当院におけるRSウイルス感染症の臨床的検討. 第109回日

（2006）薬剤性脳症をきたした移植後A LLの一例. 第22

洋美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 峰

淳史, 住永

本小児科学会, 4.21-23, 金沢.
村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 金澤育子, 藤林洋美, 牟禮

回兵庫小児血液腫瘍症例検討会, 6.23, 神戸.
服部益治, 前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 前

寛, 綾部
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信彦, 谷澤隆邦（2006）難治性ネフローゼ症候群に対する
ミゾリビン投与法の検討. 第10回兵庫県腎疾患治療懇話

前川講平, 海老名俊亮, 澤木潤子, 前

寛, 綾部信彦, 皆

川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）高度のミルクアレル

会, 6.30, 神戸.
澤木潤子, 筒井ひろ子, 安田好文, 林

伸樹, 谷澤隆邦, 審

ギーを呈した新生児腎不全の一例. 第28回日本小児腎不

良静男, 中西憲司（2006）N K細胞のTLRリガンドによる

全学会, 9.21-22, 滋賀.

活性化. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学

岡本恭明, 小野淳一郎, 前

寛, 大塚欣敏, 服部益治, 谷

澤隆邦（2006）血小板減少を主訴とした全身性エリテマ

術集会, 7.7-8, 西宮.
磯野員倫, 池山由紀, 細井健一郎, 雪竹義也, 三科

香, 野矢

三樹, 花井彩江, 高橋重裕, 大石芳久, 細川真一, 藤永英
志, 難波由喜子, 伊藤直樹, 塚本桂子, 中村知夫, 伊藤裕司
（2006）新生児期及び乳児期早期の手術侵襲に対する血
コルチゾール, ACTHの反応性の検討. 第42回日本周産

トーデスの2例. 第240回日本小児科学会兵庫県地方会,
9.23, 姫路.
大植麻衣, 北村理恵, 名波正義, 宮川光二, 板花玲子, 小瀧
慶長, 倉賀野隆裕, 蓮池由紀子, 和泉雅章, 中西

健, 前

川講平, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）20年後に再生検を施
行したIgG腎症の1例. 第36回日本腎臓学会西部学術学会,

期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.
峰

の検討. 第42回日本周産期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.

淳史, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 藤林洋美, 佐藤

有美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 住永

亮（2006）生期産児

9.29-30, 熊本.（日本腎臓学会誌, 48, 480, 2006.）
澤木潤子, 前川講平, 前

寛, 綾部信彦, 服部益治, 谷澤

の脳室内出血について. 第42回日本周産期・新生児学会,

隆邦（2006）紫斑病性腎炎の経過中に血小板減少を来

7.9-11, 宮崎.

たした一例. 第36回日本腎臓学会西部学術学会, 9.29-30,

村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 房

正規, 藤林洋美, 佐藤

有美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 金澤育子, 峰

淳史（2006）超

早産児の分娩方法が早期重症新生児合併症に及ぼす影
響. 第42回日本周産期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.

熊本.（日本腎臓学会誌, 48, 514, 2006.）
矢部みはる, 迫

正廣, 矢部普正, 大杉夕子, 高橋良博, 黒澤

秀光, 奈良妙美, 徳山美香, 小林道弘, 小林千恵, 柳町昌
克, 多賀 崇, 大塚欣敏, 中沢洋三, 小川千登世, 真部 淳

金澤育子, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 峰

淳史, 藤林

（2006）Bu,Fluda ra,L-PA Mによる前処置で移植した若

洋美, 佐藤有美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 住永

亮（2006）

年性骨髄単球性白血病（JMM L）の12例. 第68回日本血

当院N ICUで経験した極低出生体重時における消化管穿

液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会, 10.6-8, 福岡.

孔のまとめ. 第42回日本周産期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.

服部益治, 堅田泰樹, 加藤尚子, 土屋千枝, 松本芳行（2006）

佐藤有美, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 峰

淳史, 金澤

育子, 藤林洋美, 牟禮岳男, 粟野宏之, 住永

亮（2006）

当院N ICUにおける退院後の在宅医療の現状. 第42回日

チャイルドシートをなぜ着用しないの？. 第53回日本小児
保健学会, 10.26-28, 甲府.
前川講平, 下村英毅, 澤木潤子, 高橋千晶, 前

寛, 綾部

信彦, 服部益治, 谷澤隆邦（2006）肉眼的血尿, 蛋白尿を

本周産期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.
粟野宏之, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 峰

淳史, 金澤

呈した2歳男児の一例. 第16回腎臨床病理検討会, 11.2,

育子, 藤林洋美, 牟禮岳男, 佐藤有美, 住永

亮（2006）

大阪.

当院における新生児低血糖の検討（第2報）低血糖と予
後. 第42回日本周産期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.
村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 藤林洋美, 佐藤有美, 牟禮
岳男, 粟野宏之, 金澤育子, 峰

淳史, 住永

亮（2006）早

産児一過性副腎機能不全の新生児期臨床像の検討（第
4報）周産期危険因子の検討. 第42回日本周産期・新生児
伊東利幸, 石田明人, 村瀬真紀, 藤林洋美, 佐藤有美, 牟禮
淳史, 住永

亮（2006）

Wilson－Mikity症候群が腎機能に及ぼす影響. 第42回日

淳史, 住永

亮（2006）

心エコーによる極低出生体重児心機能経時的評価（第31
報）早期心機能と新生児期合併症. 第42回日本周産期・

寛, 綾部信彦, 服部益治, 谷澤

隆邦（2006）アトピー性皮膚炎に急性糸球体腎炎を合併
した姉弟例. 第34回近畿小児腎臓病研究会, 11.25, 大阪.
岳, 小川智美, 松井朝義, 皆川京子, 谷澤

隆邦（2006）抗c抗体による免疫性胎児水腫の1例. 第51
回日本未熟児新生児学会, 11.26-28, 埼玉.
Hasegawa, D., Ma nabe, A. a nd Ohtsuka, Y.（2006）
Refractory Anemia :Results of Japanese Childhood
MDS Study Group Trial（MDS99）. The 48th Annual
Meeting of the American Society of Hematology, 12.912, Orland, U.S.A.
■ その他 ■

新生児学会, 7.9-11, 宮崎.
村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 藤林洋美, 佐藤有美, 牟禮
岳男, 粟野宏之, 金澤育子, 峰

11.2, 西宮.
澤木潤子, 前川講平, 前

I m mu no suppre s ive T her a py i n c h i ld re n w it h

本周産期・新生児学会, 7.9-11, 宮崎.
村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 藤林洋美, 佐藤有美, 牟禮
岳男, 粟野宏之, 金澤育子, 峰

岳, 小川智美, 松井朝義, 皆川京子, 谷澤

隆邦（2006）免疫性胎児水腫の1例. 阪神周産期勉強会,

磯野員倫, 小幡

学会, 7.9-11, 宮崎.
岳男, 粟野宏之, 金澤育子, 峰

磯野員倫, 小幡

淳史, 住永

亮（2006）心

エコーによる極低出生体重児心機能の経時的評価（第11
報）パルスドップラー法による心室流入血流の経時的変化

谷澤隆邦（2006）子ども難病の未来. 神戸難病相談室ニュー
ス, 12.
谷澤隆邦（2006）子どもの腎移植は“こころ”の移植. 今日の
移植, 19, 316.
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谷 澤 隆 邦（ 司 会 ）竹 村

司（ 演 者）（ 2 0 0 6 ）小 児 ネフ

ローゼ症候 群 の 免 疫 抑 制 療 法 - 現 状と今 後の展 望－.

低酸素性虚血性脳症のM R I診断. 日本磁気共鳴医学会
雑誌, 26, 68-78.
植田

Therapeutic Research, 27, 1487-1492.

健, 馬場理香, 岡部正和, 角村卓是, 中尾宣夫, 廣田

Tanizawa, T.（2006）Closing remarks.（巻頭言）The 4th

省三, 石藏礼一（2006）三次元化機能でX線診断治療を

International Forum on Progressive Endocrinology

革新するコーンビームC T技術の開発と応用. 日立評論,
88, 694-697.

（I'FOPE 2006）, 1.
服部益治（2006）小児と超音波検査. 2006超音波センター

自走式ガントリニ部屋併用Angio-CTシステムの開発と臨

勉強会, 1.5, 西宮.
服部益治（2006）対応に困った研修医. 第2回臨床研修指導

健, 前川講平, 服部益治（2006）20年の間

隔をおいて再生検を行った慢性糸球体腎炎の一例. 第5回
寛（2006）ネフローゼ症候群と成長. 平成18年度そら

transvenous obliteration for portal hypertension.
Radiat. Med., 24, 315-320.
ムス脳症をはじめとする移植医療に伴う中枢神経合併症
のCT, MRI診断. 神経内科, 64, 160-168.

豆の会, 5.13, 大阪.
服部益治（2006）医学教育におけるＰＢＬテュートリアル. 第

三浦行矣, 小林
本

24回関西医科大学教育ワークショップ, 7.29, 大阪.
前川講平（2006）腹痛, 発熱で発症した1女児例. 西宮市小
児科医会

Na ka o, N.（ 20 06）B a l lo obn-o c c lude d ret rog rade

安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫, 芳川浩男（2006）タクロリ

阪神腎病理研究会, 2.9, 西宮.
前

床応用. Rad Fan, 4, 41-44.
Hirota, S., Kobayashi, K., Maeda, H., Yamamoto, S. and

医養成講習会, 1. 29, 神戸.
宮川光二, 名波正義, 小瀧慶長, 倉賀野隆裕, 板花玲子, 和
泉雅章, 中西

名定敏也, 松本一真, 山下達也, 藤田知子, 廣田省三（2006）

薫, 山本

清（2006）原発性肝細胞癌（HCC）の腫瘍血流動態.

Radiology Frontier, 9, 7-14.
前田弘彰, 廣田省三, 山本

症例検討会, 9.20, 西宮.

服部益治（2006）小児救急医療を考える. 平成18年度小児

聡, 前田弘彰, 中尾宣夫, 坂

聡, 小林

薫, 新井桂介, 阿

知波左千子, 中尾宣夫（2 0 0 6）動静脈奇形・瘻の治療.
Radiology Frontier, 9, 111-114.

救急医療研修会, 11.16, 神戸.

植田

健, 中尾宣夫, 馬場理香, 廣田省三, 岡部正和, 石藏

礼一, 角村卓是（2006）三次元化機能でX線診断治療を革

放射線医学

新するコーンビームCT技術の開発と応用. 日立評論, 88,
694-697.
阿知波左千子, 廣田省三, 山本

■ 著書 ■
安藤久美子, 石藏礼一（2006）CTではわかりにくい疾患. 研
修医必携
木真理

救急で役立つ頭部CT・MRI,（細谷貴亮, 佐々

聡, 新井桂介, 小林

薫,

前田弘彰, 安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫（2006）腹部
IVRにおけるFlat Panel Detector搭載Cone-beam CTの
有用性の検討. 断層映像研究会雑誌, 33, 134-139.

編）, 南江堂, 東京, 197-242.

小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）裂脳症. カンファラ
ンス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

編）, 秀潤社, 東

高田恵広, 石藏礼一, 安藤久美子, 長見ゆき（2006）頭部外
傷

頭蓋内出血, びまん性軸索損傷, 顔面骨折, 視束管骨

折. レジデントノート, 8, 812-820.

京, 258-259.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）滑脳症. カンファラ
ンス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

編）, 秀潤社, 東

安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫, 児玉典彦（2006）内分泌
症候群, Kluver-bucy症候群. 新領域別症候群シリーズ1,
日本臨牀（別冊）, 23-26.

京, 260-261.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）多小脳回. カンファ
ランス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

編）, 秀潤社,

阿知波左千子, 石藏礼一, 高田恵広, 山本
（2006）頭頸部の治療法と画像診断

聡, 中尾宣夫

咽頭, 喉頭. 臨床画

像, 22, 889-900.

東京, 262-263.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）異所性灰白質. カ
ンファランス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

編）, 秀

［原著］
Zamora, C.A., Sugimoto, K., Tsurusaki, M., Izaki, K.,
Fukuda, T., Matsumoto, S., Kuwata, Y., Kawasaki,

潤社, 東京, 264-265.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2 0 0 6）限局性皮質異

R., Taniguchi, T., Hirota, S. and Sugimura, K.（2006）

形成. カンファランス形式頭部画像診断 演習,（ 土 屋一

Endovascula r obliteration of bleeding duodena l

洋

varices in patients with liver cirrhosis. Eur. Radiol.,

編）, 秀潤社, 東京, 266-267.

■ 学術論文 ■

16, 73-79.

［総説］

Kashiwagi, N., Hirabuki, N., Ando, K., Yoshifumi, N.,

廣田省三, 中尾宣夫, 石藏礼一, 山本
行矣, 坂本

清, 馬場理香, 植田

聡, 前田弘彰, 三浦

Tanaka, H., Morino, H., Taki, T., Ishikura, R., Hirota,

健（2006）コーンビーム

S., Onishi, H. and Nakamura, H.（2006）MRI and CT

CT
（CBCT）の開発と臨床経験. Rad Fan, 4, 38-41.
安藤久美子, 石藏礼一, 小川理世, 中尾宣夫（2006）周産期

findings of the giant cell tumors of the skull;five cases
and a review of the literature. Eur. J. Radiol., 58, 435-
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安藤久美子（2006）胎児MRI.（教育講演）JSAWI2006, 9.1-

443.
丸山琢 雄 , 近 藤宣幸, 野島 道 生 , 山本新 吾, 森
島

義 則,

博基, 上紺屋憲彦, 廣田省三, 中尾宣夫（2006）浸潤

性膀胱癌（T2-3NOMO）に対する動注療法の治療成績.
泌尿器科紀要, 52, 445-449.
坂本

清, 三浦行矣, 植田

健, 馬場理香, 鎌倉敏子, 坂本

理絵子, 岡部正和, 中尾宣夫（2006）F PD搭載型コーン
ビームCTにおける低コントラスト分解能の評価. 日本放射
線技術学会雑誌, 62, 539-545.
Pande, A. R., Ando, K., Ishikura, R., Nagami, Y., Takada,
Y., Wada, A., Wata nabe, Y., Miki, Y., Uchino, A.

2, 淡路.
安藤久美子（2006）MR Iで診る女性の病気.（教育講演）市
民健康講座, 6.21, 西宮（兵庫医科大学）.
安藤久美子（2006）小児－比較的commonな脳奇形のMR I
診断のポイント－.（教育講演）第34回日本磁気共鳴医学
会, 9.14-15, つくば.
石藏礼一（20 0 6）中枢神経領域におけるM R Iの新しい知
見.（特別講演）第70回阪神画像診断研究会, 11.15, 西宮.
石藏礼一（2006）頭部外傷.（教育講演）第16回救急放射線
研究会, 10.28, 福岡.

a nd Na ka o, N.（ 2006）Cl i n icorad iolog ic a l f actor

上紺屋憲彦（2006）前立腺癌治療における放射線療法の役

influencing the reversibility of posterior reversible

割.（特別講演）第11回阪神前立腺疾患セミナー, 6.8, 西

encephalopathy syndrome:a multicenter study. Radiat.
Med., 24, 659-668.
Honda, K., Nat su m i, Y., S a ku ra i, K., Ish i ku ra, R.
a nd Urade, M.（2006）Muci nous adenoca rci noma

宮.
山本

聡（2006）腹部内臓動脈瘤に対するIVR.（教育講演）

第33回救急放射線画像研究会, 9.2, 大阪.
［シンポジウム等］

of t he t emp ora l reg ion i n it i a l ly d i ag no s e d a s

石藏礼一（2006）大規模災害時において放射線科医療に何

temporomandibular disorders:a case report. J. Oral

が求められているか－阪神淡路大震災とJR尼崎脱線事故

Pathol. Med, 35, 582-585.

の経験から－.（シンポジウム）第65回日本医学放射線学

Hirota, S., Nakao, N., Yamamoto, S., Kobayashi, K., Maeda,

会, 4.7-9, 横浜.

H., Ishikura, R., Miura, K., Sakamoto, K., Ueda, K.

上紺屋憲彦（2006）地域連携を目指した癌集学的治療～大

and Baba, R.（2006）Cone-beamCT with flat-panel-

腸癌を中心に～.（教育講演）第8回阪神消化器癌・乳癌化

detector digital angiography system:early experience
in abdominal interventional procedures. Cardiovasc.
Intervent. Radiol., 29, 1034-1038.
［症例報告］
小川理世, 安藤久美子, 長見ゆき, Pande, A. R., 石藏礼
一, 中尾宣夫, 前川講平, 谷澤隆邦, 池本秀康, 有田憲生
（2006）稀な新生児脳動脈瘤破裂の1例. 日本小児放射線
学会雑誌, 22, 61-64.
Ishikura, R., Ando, K., Nagami, Y., Yamamoto, S., Miura,
K., Pande, A. R., Yamano, T., Hirota, S. and Nakao,

学療法研究会, 5.20, 尼崎.
［一般講演］
福田有子, 安藤久美子, 阿知波左千子, 石藏礼一, 中尾宣夫,
岡山明洙, 麩谷博之, 吉矢晋一（2006）右第二趾に発生し
たfibrosarcomaの1例. 第17回骨軟部放射線研究会, 1.2728, 愛知.
高田康弘, 冨士原将之, 坪井慶太, 上紺屋憲彦, 中尾宣夫
（2006）フラットパネルを用いた放射線治療時照射線量監
視システムの構築. 第282回日本医学放射線学会関西地方
会（第354回レントゲンアーベント）, 2.18, 大阪.

N.（2006）Evaluation of vasucular supply with cone-

高田康弘, 冨士原将之, 坪井慶太, 上紺屋憲彦, 中尾宣夫

beam computed tomography during intraarterial

（2006）F PDを用いた乳癌照射時線量監視システムの構

chemotherapy for a skull base tumor. Radiat. Med.,

築の試み. 第18回関西乳癌放射線治療研究会, 2.25, 神戸.

24, 384-387.

小林

薫, 廣田省三, 前田弘彰, 山本

聡, 阿知波左千子,

Yamano, T., Ando, K., Ishikura, R., Nakao, N. a nd,,

小竹正昌, 三浦行矣, 中尾宣夫, 井上淳一, 楢崎勝弘

Ogasawara, T.（2006）Sertoli-stromal cell tumor of

（ 2 0 0 6）胃静 脈 瘤に対 するB - R T Oの長 期成 績および

the right ovary:radiological-pathological correlation.

B-RTO前後の肝線維化マーカーの変化. 第65回日本医学

Radiat. Med., 24, 592-594.

放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集, S159, 2006.）

Pande, A. R., Ando, K., Ishikura, R., Nagami, Y., Ogawa,

高田康弘, 冨士原将之, 坪井慶太, 入江美和, 和泉正幸, 谷
緑, 島田達治, 上紺屋憲彦, 中尾宣夫（2006）乳房接

M., Kamikonya, N., Kaneda, Y., Tanizawa, T. and Nakao,

口

N.（2006）Disseminated necrotizing leukoencephal

線照射における放射線肺炎の検討とフラットパネルを用い

opathy following chemoradiation therapy for acute

た発生予測システムの構築. 第65回日本医学放射線学会,

lymphoblastic leukemia. Radiat. Med., 24, 515-519.
■ 学会発表 ■
［指定講演］

4.7-9, 横浜.（抄録集, S165, 2006.）
阿知波左千子, 山本

聡, 加古泰一, 市川瑠美子, 小林

前田弘彰, 三浦行矣, 廣田省三, 中尾宣夫, 林

薫,
孝之

安藤久美子（2006）大脳白質に両側性に異常を来す疾患－

（20 06）腹部I V RにおけるF l at Pa nel D et e ct or搭載

急性期診断が重要な疾患を中心に－.（教育講演）第65回

Cone-Beam CTの有用性の検討. 第65回日本医学放射線

日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.

学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集, S183, 2006.）
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冨士原将之, 上紺屋憲彦, 高田康弘, 坪井慶太, 入江美和,

波左千子, 中尾宣夫, 鍔本浩志, 香山浩二（2 0 0 6）子

緑, 和泉正幸, 中尾宣夫（2006）頭頸部

宮AV Mに対する塞栓術の一例. 日本i nt e r ve nt io n a l

癌に対する術前超選択的動注化学療法併用放射線治療

radiology学会 第41回関西interventional radiology研究

の検討. 第65回日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集,

会, 7.8, 大阪.

島田達治, 谷口

山本

S212, 2006.）

聡, 廣田省三, 阿知波左千子, 小林

薫, 新井桂介,

廣田省三, 前田弘彰, 山本 聡, 小林 薫, 新井桂介, 中尾 宣

前田弘彰, 中尾宣夫（2 0 0 6）経心房中隔アプローチに

夫, 林 孝之, 斉藤博哉, 桑田陽一郎（2006）CT下穿刺用

て回収した左心房コイル逸脱の一例日本interventional

ニードル固定デバイス（ニードルアシスト ）の開発と初期

radiology学会 第41回関西interventional radiology研究

経験. 第65回日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集,

会, 7.8, 大阪.

TM

山野理子, 安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫（2006）卵巣へ

S238, 2006.）
山本

聡, 廣田省三, 加古泰一, 小林

薫, 新井桂介, 前田

弘彰, 三浦行矣, 中尾宣夫, 吉永和正, 丸川征四郎（2006）
兵庫医大放射線科におけるJR福知山線脱線事故の対応.

の炎症波及を認めたクローン病の1例－MRI拡散強調画像
による経過観察－. JSAWI2006, 9.1-2, 淡路.
飯島尋子, 森安史典, 西口修平, 鈴木史朗, 山田昌彦, 清水 雅

第65回日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集, S302,

文, 東浦晶子, 吉田昌弘, 西上隆之, 中尾宣夫（2006）早期

2006.）

肝細胞癌診断におけるLevoist造影超音波検査の有用性.

前田弘彰, 廣田省三, 阿知波左千子, 山本

聡, 小林

薫,

三浦行矣, 井上淳一, 田中宏幸, 香山浩二, 中尾宣夫
（2006）
止 血困難な産科出血に対 する緊 急子宮 動脈 塞 栓術の
検討. 第65回日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集,

第42回日本肝癌研究会, 7.6-7, 東京.
山野理子, 安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫（2006）クローン
病の炎症性病変における拡散強調画像の有用性－活動性
の評価－. 第34回日本磁気共鳴医学会, 9.14-15, つくば.
福田有子, 安藤久美子, 山野理子, 石藏礼一, 中尾宣夫, 琴 浦

S160, 2006.）
山野理子, 安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫, 池田譲太, 山本

規子, 津田奈津子（2006）脊椎骨骨腫瘍と脊椎炎鑑別にお

泰子, 楢崎勝弘, 末定靖英（2006）クローン病の炎症性病

けるフェルカルボトラン造影MR I検査の有用性の検討. 第

変における拡散強調画像の有用性－その視覚的評価－.

34回日本磁気共鳴医学会, 9.14-15, つくば.

第65回日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集, S194,

安藤久美子, 石藏礼一, 小川理世, 高田恵広, 中尾宣夫
（2006）小児の脳炎・脳症の画像診断. 第42回日本医学放

2006.）
福田有子, 石藏礼一, 山野理子, 高田恵広, 末定靖英, 山本
泰子, 島谷 響子, 安藤久 美子, 中尾宣夫, 津田奈津子

射線学会秋季臨床大会, 10.26-28, 福岡.（抄録集, S428,
2006.）

（20 0 6）骨病変M R I診断におけるフェルカルボトラン造

小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一, 高田恵広, 中尾宣夫, 長 見

影検査による有用性の検討. 第65回日本医学放射線学会,

ゆき, 池田譲太, 森川 努（2006）血液疾患治療にともなう

4.7-9, 横浜.（抄録集, S193, 2006.）

中枢神経合併症の画像診断. 第42回日本医学放射線学会

Pande, A. R., 安藤久美子, 小川理世, 長見ゆき, 石藏礼一, 中
尾宣夫, 高田恵広, 池田譲太, 森川 努, PRES多施設共同

秋季臨床大会, 10.26-28, 福岡.（抄録集, S454, 2006.）
阿知波左千子, 山本

聡, 冨士原将之, 高田康弘, 高田恵

検討（2006）MR Manifestation of Posterior reversible

広, 石藏礼一, 中尾宣夫（2006）頭頸部腺様囊胞癌及び粘

encephalopathy syndrome（PRES）. 第65回日本医学放

表皮癌に対する超選択的動注化学療法の初期経験. 第42

射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集, S100, 2006.）

回日本医学放射線学会秋季臨床大会, 10.26-28, 福岡.（抄

小川理世, 安藤久美子, 長見ゆき, 福田有子, 山野理子,

録集, S486, 2006.）

Pande, A. R., 石藏礼一, 中尾宣夫, 森川 努, 冨永 了

高橋和子, 高田恵広, 長見ゆき, 福田有子, 山野理子, 安藤

（2006）Chiari Ⅱ型奇形の出生前M R I診断における“後

久美子, 石藏礼一, 廣田省三, 中尾宣夫（2006）神経梅毒

頭蓋窩のC SF spaceの有無”所見の有用性.（金賞受賞）
第65回日本医学放射線学会, 4.7-9, 横浜.（抄録集, S195,

のM R I画像. 第284回日本医学放射線学会関西地方会,
11.18, 大阪.
高橋和子, 高田恵広, 長見ゆき, 池田譲太, 福田有子, 山野

2006.）
高田康弘, 上紺屋憲彦, 冨士原将之, 坪井慶太, 入江美和,

理子, 安藤久美子, 森川 努, 石藏礼一, 廣田省三, 中尾宣

中尾宣夫, 黒田暢一, 藤元治朗（2006）膵癌非治癒切除例

夫（2006）神経梅毒の画像所見（2症例）. 第39回兵庫県

に対する術後高線量率腔内照射の試み. 第53回近畿膵疾

磁気共鳴医学研究会, 11.9, 神戸.
高田恵広, 石藏礼一, 安藤久美子, 中尾宣夫, 白川

患談話会, 10.9, 大阪.
阿知波左千子, 前田弘彰, 廣田省三, 山本

聡, 小林

薫,

新井桂介, 中尾宣夫（2006）心膜横静脈と胃腎短絡を主
排血路とする胃静脈瘤に対するdual B-RTOの1例. 日本
interventional radiology学会 第41回関西interventional
薫, 山本

聡, 阿知

学,

宏, 長見ゆき（2006）右解離性椎骨動脈の親血管塞

栓後, 経過観察中に親血管が再開通した1症例. 第7回近畿
脳神経血管内治療学会, 9.8-9, 奈良.
高田恵広, 安藤久美子, 前田弘彰, 石藏礼一, 廣田省三, 中尾
宣夫, 池田譲太, 森川

radiology研究会, 7.8, 大阪.
新井桂介, 廣田省三, 前田弘彰, 小林

林

努（2006）M R Iが診断に有用で

あった胆嚢壁内血腫の一例. 第38回兵庫県磁気共鳴医学
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of Neurological Complications after Treatment for

研究会, 6.15, 神戸.
Tsuda, Ｎ., Tsuji, T., Kato, N., Fukuda, Y., Ando, K.,
Ishikura, R. and Nakao, N.（2006）Potential of SPIO in

Hematologic Malignancies. RSNA2006, 11.26-12.1,
Chicago, U.S. A.（Abstract, 873, 2006.）

the differential of bone metastasis and inflammation –

Baba, R., Ueda, K., Okabe, M., Kadomura, T., Nakao, N.

animal experients. ISMRM 14th Scientific Meeting &

and Hirota, S.（2006）Improving Image Quality of FPD-

Exhibition, 5.6-12, Seattle, U.S.A.

CT Using a New 16-bit 60-f/s Flat-Panel Detector.

Fukuda, Y., Ando, K., Ishikura, R., Tsuda, N., Kato, N. and
Nakao, N.（2006）Potential of SPIO in the Diagnosis

RSNA2006, 11.26-12.1, Chicago, U.S.A.（Abstract, 925,
2006.）

of Bone Metastasis – Preliminary Examination for

Fukuda, Y., Ando, K., Ishikura, R., Tsuda, N., Nakao,

Clinical Application. ISMRM 14th Scientific Meeting &

N. and Kotoura, N.（2006）The Potential Value of

Exhibition, 5.6-12, Seattle, U.S.A.

Superparamagnetic. RSNA2006, 11.26-12.1, Chicago,

Fukuda, Y., Ando, K., Ishikura, R. and Nakao, N.（2006）
The potential value of Superparamagnetic iron oxide
（SPIO）MR contrast agent for differentiating spinal
tumors and osteomylitis. E S SR Congress, 6.9-10,
Bruges, Belguim.

U.S.A.（Abstract, 603, 2006.）
■ その他 ■
中尾宣夫（20 06）フラットパネルが拓く新しいI V Rの可能
性.（インタビュー）月刊新医療, 383, 36-39.

Nakao, N., Hirota, S., Ishikura, R., Yamamoto, S., Kobayashi,

精神科神経科学

K., Kamikonya, N., Sakamoto, K. and Baba, R.（2006）
Usefulness of cone beam CT（CBCT）
installed wish
flat panel detector for interventional radiology. The 24th

■ 著書 ■

International Congress of Radiology, 9.12-16. Capetown,

守田嘉男（2006）睡眠薬への偏見をただす. 睡眠障害診療の

South Africa.

コツと落とし穴,（上島国利 編）, 中山書店, 東京, 50.

阿知波左千子, 前田弘彰, 廣田省三, 山本

聡, 小林

薫,

守田嘉男（2006）睡眠覚醒リズムを乱す飲酒の習慣. 睡眠障

新井桂介, 中尾宣夫（2006）心膜横隔静脈と胃腎短絡の

害診療のコツと落とし穴,（上島国利

dual balloon閉塞によりB-RTOを行った1例. 第9回B-RTO

京, 174.
守田嘉男

研究会, 9.16, 東京.
阿知波左千子, 山本

聡, 前田弘彰, 小林

薫, 新井桂介,

石藏礼一, 廣田省三, 中尾宣夫（2006）腹部IVRにおける
Flat Panel Detector搭載Cone-beam CTの有用性の検討.
第17回医用デジタル動画像研究会, 9.30, 大阪.
阿知波左千子, 山本

聡, 冨士原将之, 高田康弘, 高田恵

広, 冨士原将之, 安藤久美子, 石藏礼一, 上紺屋憲彦, 廣田
省三, 中尾宣夫（2006）頭頚部腺様嚢胞癌及び粘表皮癌
に関する超選択的動注化学療法の初期経験. 第13回IVR
懇話会, 10.21, 神戸.
Hirota, S., Achiwa, S., Yamamoto, S., Kobayashi, K., Maeda,
H. and Arai, K.（2006）Cone-beam CT with flat-paneldetector digital angiography system:detectability
of liver tumors. R S NA2006, 11.26-12.1, Chicago,
U.S.A.（Abstract, 490, 2006.）
Yamano, T., Ando, K., Ishikura, R. and Nakao, N.（2006）
Visualization of Crohn’s Disease Using Diffusionweig hted M R I mag i ng . R S NA2006, 11.26 -12.1,
Chicago, U.S.A.（Abstract, 722, 2006.）
Ishikura, R., Yamamoto, S., Ando, K., Yamano, T., Tanooka,

藤光源, 樋口輝彦, 井上新平
96-106.

かん学用語事典,（日本てんかん学会
学会, 東京, 139-140.
［総説］

大原一幸（2005）医薬品適応外使用. 臨床精神医学, 2005
（増刊）, 160-167.
守田嘉男（2006）認知症（痴呆）における認知障害

高次脳

機能障害. 仁明会精神医学研究, 3, 28-31.
大原一幸（2006）認知症（痴呆）における認知障害

脳障害

と認知障害. 仁明会精神医学研究, 3, 42-54.
植木昭紀（2006）認知症（痴呆）における認知障害 軽度認
知障害. 仁明会精神医学研究, 3, 55-62.
植木昭紀（2006）かかりつけ医が鑑別に留意すべき疾患･病
態にはどのようなものがありますか. クリニシアン, 53, 314316.
村

Y. and Morikawa, T.（2006）CT and MRI Imaging

編）, 日本てんかん

■ 学術論文 ■

C omputed Tomog raphy C T-ba sed I mag i ng s i n

Ando, K., Ishikura, R., Takada, Y., Nakao, N., Nagami,

監訳）, 医学書院, 東京,

守田嘉男（2006）Simple partial seizure単純部分発作. てん

本間

11.26-12.1, Chicago, U.S.A.（Abstract, 754, 2006.）

訳（2006）アルツハイマー病と老年期の認知症.

米国精神医学会治療ガイドラインコンペンディアム,（佐

M. a nd Hirota, S.（2006）Diag nostic Accuracy of
Detection of the Renal Vascular Anatomy. RSNA2006,

編）, 中山書店, 東

昭, 粟田主一, 池田

学, 植木昭紀, 浦上克哉, 北

伸, 繁田雅弘 , 中村

祐, 中村光夫 , 太田規世司

（2006）かかりつけ医の認知症診断技術向上に関するモ
デル事業より. 老年精神医学雑誌, 17, 483-489.
大原一幸（20 0 6）下垂体機能低下症. 精神科治療学, 21,
59-60.
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夏秋 優（2006）金属による接触アレルギー. 皮膚病診療, 28
（Suppl.）, 95-100.
夏秋 優（2006）ヒロヘリアオイラガ. 生活と環境, 18-20.
夏秋 優（2006）虫刺され. 臨床看護, 32, 1473-1477.
夏秋

differentiation: a case report and review of reported

例. 角化症研究会記録集, 20, 64-68.

夏秋 優（2006）虫刺症の鑑別診断. 皮膚科診療のコツと落

夏秋

hidradenoma papilli fer um wit h sebaceous

［症例報告］

167.
夏秋

Ya m a n i s h i, K.（ 2 0 0 6）N o n-a n o g e n it a l（e c t o p i c）

の分布について. 角化症研究会記録集, 20, 18-23.

山西清文（2006）粉瘤. 皮膚疾患最新の治療2007-2008,（瀧
夏秋

Minami, S., Sadanobu, N., Ito, T., Natsuaki, M. a nd

優（2006）有害動物と皮膚病. 日本皮膚科学会雑誌,

116, 2259-2264.
［原著］
Terada, M., Tsutsui, H., Imai, Y., Yasuda, K., Mizutani,
H., Yamanishi, K., Kubo, M., Matsui, K., Sano, H.
and Nakanishi, K.（2006）Contribution of I L-18 to
atopic dermatitis-like skin inflammation induced by

■ 学会発表 ■
［指定講演］
山西清文（2006）角質の形成と病態.（特別講演）大阪皮膚研
究会特別例会, 1.28, 大阪.
夏秋

優（20 06）本当は愛すべき虫の話.（イブニングセミ

ナー）第69回日本皮膚科学会東京支部学術大会, 2.11, 神
奈川.
伊藤孝明（2006）下肢・足潰瘍とその治療.（特別講演）平成
18年度伊丹市医師会皮膚科医会総会・講演会, 5.20, 兵庫.
山西清文（2 0 0 6）角層の分 子病態学.（ 特別講演）第1回
Kumamoto Dermatological Academy, 6.30, 熊本.
山西清文（2006）分子皮膚病態学の進展.（特別講演）平成
18年度京都府立医科大学学友会兵庫支部総会, 7.8, 兵庫.
山西清文（2006）乾癬とアトピー性皮膚炎の新たな視点：分
子レベルのアプローチ.（特別講演）岐阜県皮膚科疾患講
演会, 10.26, 岐阜.
［シンポジウム等］
山西清文（2006）乾癬とカリクレイン「乾癬の表皮反応と免
疫」（シンポジウム）
.
第21回日本乾癬学会学術大会, 9.2930, 高知.
［一般講演］
寺内加織, 今田微香, 宮田明子, 林

義明, 南祥一郎, 夏

Staphylococcus aureus product in mice. Proc. Natl. Acad.

秋

Sci. USA, 103, 8816-8821.

induced hypersensitivity syndromeの1例. 第393日本皮

Omoto, Y., Tokime, K., Yamanaka, K., Habe, K., Morioka,

優, 山西清文（20 0 6）カルバマゼピンによるd r u g-

膚科学会大阪地方会, 2.4, 大阪.

T., Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K., Nakanishi,

Miyata, A., Natsuaki, M., Ishikawa, C. and Yamanishi,

K. and Mizutani, H.（2006）Human mast cell chymase

K.（ 2 0 0 6）A n a l y s i s o f d r u g-i n d u c e d c y t o k i n e

87

兵庫医大業績録（2006）
production in PBMC from patients with drug eruption.
International Symposium of Adverse Drug Reaction
in Yokohama; Satellite Symposium of the 2nd Drug

アトピー性皮膚炎（AD）とIL-18. 第71回日本インターフェ
ロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
宮田明子, 夏秋

優, 山西清文（2006）健常人における漢方

Hypersensitivity Meeting in Liverpool 2006 and

薬によるリンパ球刺激試験に関する検討. 第36回日本皮膚

the 69th Annual Meeting of the Tokyo Division

アレルギー学会総会・第31回日本接触皮膚炎学会総会・

of Japa nese Dermatological Association, 2.11-12,
夏秋

学術大会, 7.14-15, 兵庫.
石川千香, 夏秋 優, 中川 登, 宮田明子, 山西清文（2006）

Kanagawa.
優（2006）毛虫の有毒毛, およびムカデの毒牙におけ

フマル酸ケトチフェンによる接触皮膚炎の1例. 第36回日本

る毒成分の分析. 第58回日本衛生動物学会大会, 4.6-8, 長

皮膚アレルギー学会総会・第31回日本接触皮膚炎学会総・
学術大会会, 7.14-15, 兵庫.

崎.
義明, 宮田明子, 夏

平野 愛, 夏秋 優, 今田微香, 伊藤孝明, 山西清文（2006）

秋 優, 山西清文（2006）脂腺上皮腫を生じた脂腺母斑の

梅毒妄想をともなった皮膚寄生虫症妄想の1例. 第396回日

平野

愛, 南祥一郎, 伊藤孝明, 林

1例. 第395回日本皮膚科学会大阪地方会, 5.13, 大阪.

本皮膚科学会大阪地方会, 7.29, 大阪.

石川千香, 津田達也, 山西清文（2006）角化細胞における

川 加織, 夏秋 優, 宮田明子, 山西清文（2006）アセトアミ

PAR2（protease-activated receptor2）系活性化に及ぼす

ノフェンによる多発性固定薬疹の1例. 第396回日本皮膚科

マクロライドの効果日本研究皮膚科学会. 第31回年次学術
大会・総会, 5.31-6.2, 京都.
宮田明子, 夏秋 優, 山西清文（2006）SEBはIFN-γの産生
増加を介してマウス接触過敏反応の再燃を増強させる. 日
本研究皮膚科学会第31回年次学術大会・総会, 5.31-6.2,
京都.

学会大阪地方会, 7.29, 大阪.
津田達也, 小西弘江, 今田微香, 山西清文, 宮下 文, 和久祥
三（2006）ネザートン症候群の2例. 第21回角化症研究会,
8.5, 東京.
夏秋

優, 宮田明子, 山西清文（2006）健常人における生薬

によるリンパ球刺激試験に関する検討. 第23回和漢医薬学

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷 仁（2006）マスト細胞

会大会, 8.26-27, 岐阜.
中川

登, 伊藤孝明, 南祥一郎, 平野

愛, 林

義明, 夏

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 日本研究皮膚

秋 優, 山西清文（2006）Klippel-Trenaunay症候群の治

科学会第31回年次学術大会・総会, 5.31-6.2, 京都.

療経験. 第21回日本皮膚外科学会総会・学術集会, 8.26-

津田達也, 太田

昇, 國澤直美, 平尾哲二, 松木正人, 水

27, 新潟.

谷 仁, 山西清文, 八木直人, 八田一郎（2006）生きたトラ

Nakagawa, N., Ohta, N., Tsuda, T., Imai, Y., Matsuki,

ンスグルタミナーゼ1ノックアウトマウス皮膚における角層

M., Yagi, N., Hatta, I., Nakanishi, K., Mizutani, H.

細胞間脂質層のナノ構造解析. 第31回日本研究皮膚科学

and Yamanishi, K.（2006）Nanostructure of Stratum

会, 5.31-6.2, 京都.

C or neu m I ntercel lu la r Lipid L ayers i n Atopic

中川 登, 今田微香, 津田達也, 山西清文, 麩谷博之（2006）
PAX3-FKHRキメラ遺伝子が検出された顔面横紋筋肉腫
の1例. 第105回日本皮膚科学会総会, 6.2-4, 京都.
藤本朋子, 今田微香, 南部真理子, 河野容子, 宮田明子,
林 義明, 夏秋 優, 山西清文（2006）血漿交換療法が奏
効した水疱性類天疱瘡の1例. 第105回日本皮膚科学会総

登, 夏秋

Joint Meeting of Dermatology, 9.16-18, Chengdu, China.
中山 由 美 , 夏 秋

優 , 山西 清 文（ 2 0 0 6）妊 婦に生じた

Schamberg病の1例. 第397回日本皮膚科学会大阪地方会,
9.23, 大阪.
津田達也, 小西弘江, 中川 登, 石川千香, 松木正人, 山西清
文（2006）膿疱性乾癬における血清Chitinase 3 lile-1の変

会, 6.3, 京都.
伊藤孝明, 南祥一郎, 林
川

Dermatitis Model Mice in Vivo. The 9 th China-Japan

義明, 定延直哉, 今田微香, 中

動, 9.29-30, 高知.

優, 山西清文（2006）下肢静脈瘤約600例

平野 愛, 林 義明, 夏秋 優, 山西清文（2006）ヒアレイン

の手術経験. 第86回日本形成外科学会関西支部学術集会,

ミニ点眼による接触皮膚炎の1例. 第57回日本皮膚科学会

6.17, 大阪.

中部支部学術大会, 10.7, 愛知.

宮田明子, 夏秋

優, 山西清文（2006）St aphylo co cc a l

藤本朋子, 中川 登, 中山由美, 定延直哉, 林 義明, 南祥一

enterotoxin B はIFN-γの産生増加を介してマウス接触

郎, 伊藤孝明, 夏秋 優, 山西清文（2006）糖尿病, 慢性腎

過敏反応の遅延型再燃を増強させる. 第71回日本インター

不全, 心不全等を合併している閉塞動脈硬化症の壊疽例

フェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

によい治療法はないのか？. 第14回皮膚科糖尿病循環障害

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井

研究会, 10.12, 大阪.

ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷 仁（2006）肥満細胞キ

津田達也, 太田 昇, 八木直人, 八田一郎, 山西清文（2006）

マーゼによる新活性型IL-18 分子の産生. 第71回日本イン

放射光による病的角層細胞間脂質層の構造生物学的評

ターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

価. 第20回表皮細胞研究会, 10.28, 静岡.

今井康友, 寺田

信, 筒井ひろ子, 安田好文, 山西清文, 水

谷 仁, 久保允人, 松井 聖, 佐野 統, 中西憲司（2006）

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷 仁（2006）肥満細胞キ
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マーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第56回日本アレ

770.

ルギー学会秋季学術大会, 11.2-4, 東京.
登, 夏

山中潤一, 斉藤慎一, 杉本貴昭, 飯室勇二, 平野公通, 岡田敏

優, 山西清文（2006）深部静脈血栓の診断と治療方

弘, 黒田暢一, 藤元治朗（2006）3次元CTを用いた肝静脈

伊藤孝明, 南祥一郎, 藤本朋子, 中山由美, 中川
秋

分岐形態の評価. 外科, 68, 282-286.

針. 第11回近畿下肢静脈瘤研究会, 11.11, 大阪.
夏秋

管抑制によるN K4遺伝子治療. 医学のあゆみ, 216, 767-

優（2006）兵庫医科大学で経験したマダニ刺症の検

討. 第62回日本寄生虫学会西日本支部大会第61回日本衛
生動物学会西日本支部大会合同大会, 11.11-12, 愛知.
川 加織, 今田微香, 津田達也, 夏秋 優, 山西清文, 小野竜
輔（2006）重複癌に合併した線状IgA水疱性皮膚症の1例.

中井紀博, 藤元治朗, 廣田誠一（2006）GISTに対する分子標
本的療法. 綜合臨牀, 55, 1695-1702.
関 保二, 飯干泰彦, 澤井利夫, 田附裕子, 藤元治朗, 豊坂 昭
弘（2006）比較的栄養管理が容易なCIIPSについて. 小児
外科, 38, 720-728.
岡田敏弘, 藤元治朗（2006）腹腔鏡下脾臓摘出術の工夫－2

第75回兵庫県皮膚科医会, 11.25, 兵庫.
平野 愛, 津田達也, 田村真理子, 定延直哉, 石川千香, 今 田
微香, 山西清文（2006）IL-18が高値を示した成人Still病の
1例. 第398回日本皮膚科学会大阪地方会, 12.9, 兵庫.
中山由美, 定延直哉, 川 加織, 夏秋 優, 山西清文（2006）
紅皮症をきたしたブフェクサマクによる接触皮膚炎の1例.

人法, 3孔式, クリップレス手術－. 外科治療, 94, 867-870.
飯室勇二, 藤元治朗（2006）Ⅱ. 肝・胆・膵, 自然免疫と肝再
生. 消化器疾患Ver.3, 医学のあゆみ（別冊）, 125-128.
藤元治朗, 山中潤一（2006）Ⅱ. 肝・胆・膵, 原発性肝癌. 消化
器疾患Ver.3, 医学のあゆみ（別冊）, 644-646.
［原著］

第398回日本皮膚科学会大阪地方会, 12.9, 兵庫.
■ その他 ■

Yasuda, J., Eguchi, H., Fujiwara, N., Ookawara, T., Kojima,

伊藤孝明（2006）下肢潰瘍.（ラジオ）ラジオ大阪アレルギー

S., Yamaguchi, Y., Nishimura, M., Fujimoto, J. and
Suzuki, K.（2006）Reactive oxygen species modify

診察室, 6.25, 大阪.
伊藤孝明（2006）地域で褥瘡治療を考える.（パネルディス

oligosaccharides of glycoproteins in vivo: a study of
a spontaneous acute hepatitis model rat（LEC rat）.

カッション）10.28, 兵庫.
山西清文（2006）皮膚疾患の遺伝子診断と治療.（ラジオ）ラ
ジオ大阪アレルギー診察室, 11.19, 大阪.

Biochem. Biophys. Res. Commun., 342, 127-134.
Kuroda, N., Yamanaka, J., Okada, T., Hirano, T., Iimuro,
Y. and Fujimoto, J.（2006）Hepatic effects of influxed
endothelin-1 from portal vein: in situ portal vein

外科学第 1

infusion model using dogs. J. Hepatobiliary Pancreat.
Surg., 13, 160-166.

■ 著書 ■

Klein, S., Mittendorfer, B., Eagon, J. C., Patterson, B.,

Seki, E., Brenner, D. and Schwabe, R.（2006）Toll-like

Grant, L., Feirt, N., Seki, E., Brenner, D., Korenblat,

receptor signaling in the liver. In : Toll-like receptors

K. and McCrea, J.（2006）Gastric bypass surgery

in inflammation,（ONeill, L.A.J. and Brint, E. eds.）,

i mproves met abol ic a nd hepat ic abnor ma l it ies

Birkhauser Verlag Basel, Switzerland, 125-142.

associated with nonalcoholic fatty liver disease.

山中潤一, 藤元治朗（2006）肝胆膵手術のための解剖. 術式
別看護手順がわかる実践消化器外科手術マニュアル,（塩
﨑 均,今本治彦 編集）, メディカ出版, 大阪, 192-194.
平野公通, 飯室勇二, 藤元治朗（2006）遺伝子治療. 肝臓病
の最新治療,（戸田剛太郎, 沖田

極, 門田守人

編集主

幹）, 先端医療技術研究所, 東京, 197-203.

Gastroenterology, 130, 1564-1572.
Schwabe, R.F., Seki, E. and Brenner, D.A.（2006）Toll-like
receptor signaling in the liver. Gastroenterology, 130,
1886-1900.
Kuroiwa, T., Iwasaki, T., Imado, T., Sekiguchi, M., Fujimoto,
J. a nd Sano, H.（2006）Hepatocyte growth factor

吉田康彦, 王 孔志, 藤元治朗（2006）内視鏡的治療. 肝臓

prevents lupus nephritis in a murine lupus model of

病の最新治療,（戸田剛太郎, 沖田 極, 門田守人 編集主

chronic graft-versus-host disease. Arthritis Res. Ther.,

幹）, 先端医療技術研究所, 東京, 272-277.

8, R123.

鈴村和大, 平野公通, 藤元治朗（2006）肝硬変（その2）. 細

Yamanaka, J., Saito, S., Iimuro, Y., Hirano, T., Okada, T.,

胞増殖因子と再生医療,（松本邦夫, 田畑泰彦 編集）, メ

Kuroda, N., Sugimoto, T. and Fujimoto, J.（2006）The

ディカルレビュー社, 大阪, 213-218.

impact of 3-D virtual hepatectomy simulation in living-

■ 学術論文 ■
［総説］
Fujimoto, J. and Yamanaka, J.（2006）Liver resection
and transplantation using a novel 3D hepatectomy
simulation system. Adv. Med. Sci., 51, 7-14.
平野公通, 藤元治朗（2006）肝細胞癌に対する腫瘍新生血

donor liver transplantation. J. Hepatobiliary Pancreat.
Surg., 13, 363-369.
Son, G., Hirano, T., Seki, E., Iimuro, Y., Nukiwa, T.,
Matsumoto, K., Nakamura, T. and Fujimoto, J.（2006）
Bolckage of HGF/c-Met system by gene therapy
（a d e n o v i r u s-m e d i a t e d N K4 g e n e）s u p p r e s s e s
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hepatocellular carcinoma in mice. J. Hepatol., 45, 688695.

た原因は？－.（ビデオワークショップ）第18回日本肝胆膵
外科関連会議, 5.10-12, 東京.

Satake, M., Sawai, H., Go, V.L., Satake, K., Reber, H.A.,

近藤祐一, 筒井ひろ子, 飯室勇二, 石 亦宏, 孫 学炳, 平野

Hines, O.J. and Eibl, G.（2006）Estrogen receptors in

公通, 中西憲司, 藤元治朗（2006）肝再生に必須のTLR/

pancreatic tumors. Pancreas, 33, 119-127.

MyD88経路は, 四塩化炭素による肝線維化との関連性に

Koh, M., Oka moto, E., Yamanaka, J. a nd Fujimoto,
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ulcerative colitis. Dis. Colon Rectum, 49, 74-79.

手術率に与える影響についての検討. 機能性食品と薬理栄

Gega, M., Yanagi, H., Yoshikawa, R., Noda, M., Ikeuchi,
H., Tsukamoto, K., Oshima, T., Fujiwara, Y., Gondo, N.,

孝（2006）クローン病患者に対する栄養療法が再

養, 3, 402- 405.
［症例報告］

Tamura, K., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T. and

Ikeuchi, H., Hori, K., Nishigami, T., Nakano, H., Uchino,

Yamamura, T.（2006）Successful chemotherapeutic

M., Nakamura, M., Kaibe, N., Noda, M., Yanagi, H. and
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Yamamura, T.（2006）Diffuse gastroduodenitis and

腸嚢肛門吻合術.（ビデオセッション）第61回日本消化器外

pouchitis associated with ulcerative colitis. World J.

科学会定期学術総会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学
会雑誌, 39, 1032, 2006.）

Gastroenterol., 28, 5913-5915.
西口慶子, 小野山裕彦（2006）X連鎖性低ガンマグロブリン

西脇

学, 山村武平（2006）
『胆』領域；胆道良性疾患の超

血症に合併した多発性大腸癌の1例. 日本消化器外科学会

音波診断ポイント－外科の立場から－.（シンポジウム）日本

雑誌, 39, 401-405.

超音波医学会第32回関西地方会学術集会第9回関西地方

■ 学会発表 ■

会講習会, 8.26, 大阪.（プログラム, 16, 2006.）

［指定講演］

Ikeuchi, H.（2006）Surgical treatment of IBD –Surgical

池内浩基（2006）クローン病の外科治療.（特別講演）第15回

experiences of ulcerative colitis in Japan.（Symposium）
Japan-Korea IBD Symposium, 9.23, Seoul, Korea.

IBD Club in Hamamatsu講演会, 1.28, 浜松.
池内浩基（2006）炎症性腸疾患に対する外科治療.（特別講

池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀
憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀 真, 大嶋 勉, 松本譽之,

演）旭川消化器フォーラム2006, 11.22, 旭川.

山村武平（2006）潰瘍性大腸炎に対する, 小開腹法による

［シンポジウム等］
池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 大嶋 勉, 橋本

1期的J型回腸嚢肛門吻合術の術後管理の工夫と予後.（シ

明彦, 外賀 真, 柳生利彦, 野田雅史, 栁 秀憲, 山村武平

ンポジウム）第61回日本大腸肛門病学会総会, 9. 29-30, 弘
前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 479, 2006.）

（2006）術後に診断が変更となった炎症性腸疾患症例の
検討.（コアシンポジウム）第2回日本消化管学会総会学術

栁

秀憲, 野田雅史, 柳生利彦, 外賀

真, 吉川麗月, 大

集会, 2.11-12, 東京.（プログラム・抄録集, 27, 106, 2006.）

嶋 勉, 橋本明彦, 池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光

Hulten, L., Watanabe, T., Fukushima, K., Futami, K.,

宏, 山村武平（2006）中下部直腸癌に対する術前（化学）

Funayama, Y., Fujii, H., Nezu, R., Miki, C., Koganei,

放射線療法の治療成績.（シンポジウム）第61回日本大腸肛

K. a nd Ikeuchi, H.（ 2006）6.Su rg ica l Treat ment

門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌,

for Ulcerative Colitis.（Discussion）I nternational
Symposium on Recent Advances in Inflammatory
Bowel Disease Tokyo 2006, 2.17-18, Tokyo.

59, 482, 2006.）
中埜廣樹, 池内浩基, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀
憲, 柳生利彦, 外賀 真, 橋本明彦, 大嶋 勉, 嵯峨山健,

池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀

松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎手術症例の長

憲, 山村武平（2006）Clinical results after restorative

期的予後.（パネルディスカッション）第61回日本大腸肛門

proctocolectomy without diverting ileostomy for

病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59,

ulcerative colitis.（国際シンポジウム）第106回日本外科学

507, 2006.）

会定期学術集会, 3.29-31, 東京.（日本外科学会雑誌, 107

池内浩基, 内野

外賀
本

真, 栁
潔, 大嶋

基, 山村武平（2006）クローン病多数回手

術症例の問題点, 短腸症候群症例を中心に.（ワークショッ

（臨増2）, 72, 2006.）
秀憲, 吉川麗月, 野田雅史, 池内浩基, 塚

プ）ワークショップ17クローン病の治療･看護･管理（消化吸

勉, 藤原由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇

収学会・消化器病学会合同）, 10.13, 札幌.（日本消化器病

都宮譲二, 玉置知子, 山村武平（2006）家族性大腸腺腫
症に合併するデスモイド腫瘍治療におけるDoxorubicin/

学会雑誌, 103（臨増）, A701, 2006.）
吉川麗月, 栁
潔, 大嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 池内浩基, 塚

Dacarbazine併用療法の有用性.（パネルディスカッション）

本

勉, 藤原由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇

第12回日本家族性腫瘍学会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族

都宮譲二（2006）Management for desmoid tumors
in association with Familial Adenomatous Polyposis

性腫瘍, 6, A19, 2006.）
野田雅史, 栁 秀憲, 大嶋 勉, 橋本明彦, 外賀 真, 柳生利
彦, 吉川麗月, 山村武平（2006）大腸癌同時性肝転移に対

（FA P）（
. ワークショップ）第4 4回日本癌治療学会, 10.
18-20, 東京.

する治療方針およびその成績.（シンポジウム）第61回日本

池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀

消化器外科学会定期学術総会, 7.13-15, 横浜.（日本消化

憲, 柳生利彦, 外賀 真, 橋本明彦, 大嶋 勉, 久野隆史,

器外科学会雑誌, 39, 945, 2006.）

山村武平（2006）大腸病変を有するクローン病患者の術

池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 中村光宏, 柳生利彦, 外

式の選択と予後.（ワークショップ）第68回日本臨床外科学

賀 真, 大嶋 勉, 野田雅史, 栁 秀憲, 山村武平（2006）

会総会, 11.9-10, 広島.（日本臨床外科学会雑誌, 67
（増刊）,

インフリキシマブにより外科的治療戦略は変化したか.（パ

339, 2006.）

ネルディスカッション）第61回日本消化器外科学会定期学

野田雅史, 栁 秀憲, 大嶋 勉, 橋本明彦, 外賀 真, 柳生利

術総会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学会雑誌, 39, 972,

彦, 吉川麗月, 池内浩基, 山村武平（2006）大腸癌同時性

2006.）

肝転移（H3）に対する当科における集学的治療.（サージカ

柳生利彦, 栁

秀憲, 池内浩基, 野田雅史, 吉川麗月, 外

賀 真, 中埜廣樹, 内野 基, 田中慶太, 山村武平（2006）
腹腔鏡を用いないビキニライン小開腹下大腸全摘, J型回

ルフォーラム）第68回日本臨床外科学会総会, 11.9-10, 広
島.（日本臨床外科学会会誌, 67（増刊）, 370, 2006.）
池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 山村武平, 堀 和

95

兵庫医大業績録（2006）
敏, 三輪洋人, 樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎

（Annals of Oncology, 17, 2006.）

術後の回腸嚢炎および胃十二指腸病変の検討.（シンポジ

Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Gondo, N., Noda, M.,

ウム）第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（プログラム･抄録集,

Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T.

18, 2006.）

and Yamamura, T.（2006）Diagnostic and therapeutic

内野 基, 竹末芳生, 大嶋 勉, 中村光宏, 中埜廣樹, 野田

strategy for desmoid tumors in association with

雅史, 池内浩基, 栁 秀憲, 山村武平（2006）潰瘍性大腸

familial adenomatous polyposis（FAP）. 8th World

炎における感染予防を念頭においたクリニカルパスと手

C ong re s s on G a st roi nte st i n a l Ca ncer, 6.28 -7.1,

術部位感染.（シンポジウム）第19回日本外科感染症学会
総会, 11.30-12.1, 東京.（日本外科感染症学会雑誌, 3, 390,

Barcelona, Spain.（Annals of Oncology, 17, 2006.）
学, 百々元昭, 名取博之, 山村武平（2006）PEG（内

西脇

2006.）

視鏡的胃瘻造設）不可能症例に対する超音波ガイド下PEG

［一般講演］

（US guided PEG）の試み. 第3回阪神エコーレベルアップ

中埜廣樹, 池内浩基, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀

ミーティング, 7.1, 西宮.

憲, 山村武平（2006）クローン病の回腸S状結腸部に合併

池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀

した回腸癌の1例. 第2回日本消化管学会総会学術集会,

憲, 山村武平（2006）手術症例からみたcolitic cancerの

2.11-12, 東京.（プログラム・抄録集, 243, 2006.）

現状. 第65回大腸癌研究会, 7.7, 弘前.（プログラム･抄録集,

池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀
憲, 山村武平（2006）粘膜切除部のdysplasia及びcoclitic
cancerの合併頻度について. 厚生労働科学研究費補助金

20, 2006.）
栁

秀憲, 野田雅史, 柳生利彦, 外賀

真, 吉川麗月, 大

嶋 勉, 橋本明彦, 久野隆史, 田中慶太, 池内浩基, 中埜廣

難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す

樹, 内野 基, 中村光宏, 山村武平（2006）直腸癌に対す

る調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17, 東京.

る術前照射の有用性の検討. 第65回大腸癌研究会, 7.7, 弘

大嶋 勉, 野田雅史, 池内浩基, 栁 秀憲, 山村武平（2006）
小腸signet ring cell carcinomaの1例. 第84回日本消化器
病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（プログラム, 35, 2006.）

前.
藤原由規, 児島正道, 小石健二, 吉川麗月, 井上貴至, 山
村武平（2 0 0 6）T3, T4食道癌に対するN e o a dj u v a nt

池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 野田雅史, 栁 秀憲, 山村

chemoradiotherapy（NCRT）は意義があるのか？. 第61回

武平（2006）高齢者潰瘍性大腸炎手術症例の予後の検討.

日本消化器外科学会定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消

第42回日本腹部救急医学会総会, 3.9-10, 東京.
内野

基（2006）急速に進行した大腸癌合併潰瘍性大腸炎

化器外科学会雑誌, 39, 1044, 2006.）
外賀 真, 栁 秀憲, 野田雅史, 池内浩基, 吉川麗月, 柳生 利

の一症例. 第42回日本腹部救急医学会総会, 3.9-10, 東京.

彦, 大嶋 勉, 橋本明彦, 山村武平（2006）切除可能直腸

藤原由規, 吉川麗月, 井上貴至, 小石健二, 児島正道, 山村

癌に対する術前放射線療法の有用性の検討. 第61回日本

武平（2006）進行食道癌に対する術前化学放射線療法の

消化器外科学会定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消化

成績とCXCR4, P53との関連性の検討. 第106回日本外科

器外科学会雑誌, 39, 1107, 2006.）

学会定期学術集会, 3.29-31, 東京.（日本外科学会雑誌, 107

児島正道, 藤原由規, 井上貴至, 吉川麗月, 小石健二, 山村 武
平（2006）進行食道癌における放射線化学療法後手術症

（臨増2）, 280, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gondo, N., Gega, M., Fujiwara,

例での再発様式の検討. 第61回日本消化器外科学会定期

Y., Yamamura, T. and Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）

学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学会雑誌, 39,

Genotype factors are not determinants of diagnosis

1199, 2006.）

chemosensitivity for desmoid tumors in association

大嶋 勉, 栁 秀憲, 池内浩基, 野田雅史, 山村武平（2006）

with Familial adenomatous polyposis（FAP）. 20 th

当科における消化管皮膚瘻に対するソマトスタチンアナ

IUBMB International Congress of Biochemistry and

ログの使用経験. 第61回日本消化器 外科学会定期学術

Molecular Biology and 11 FAOBMB Congress, 6.18-

集会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学会雑誌, 39, 1234,

23, Kyoto.（Program, 153, 2006.）

2006.）

th

藤本泰久, 村瀬 慶子, 柳生隆一郎, 山村武平, 一井重利

栁 秀憲, 外賀 真, 柳生利彦, 野田雅史, 池内浩基, 吉川麗

（2006）超音波にて嚢胞性腫瘤像を呈した硬癌の1例. 第

月, 大嶋 勉, 橋本明彦, 田中慶太, 山村武平（2006）中下

14回日本乳癌学会学術総会, 7.7-8, 金沢.（プログラム抄録

部直腸癌に対する術前化学放射線療法の検討. 第61回日

集, 413, 2006.）

本消化器外科学会定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消

Yoshikawa, R., Yanag i, H., No da, M., Fujiwara, Y.,
Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T. and

化器外科学会雑誌, 39, 1267, 2006.）
池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 野田雅史, 栁 秀憲, 山村武

Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）Cell cycle-oriented dose-

平, 福田能啓, 松本譽之（2006）手術症例からみたcolitic

dense chemotherapy: High-dose shorter plus low-

cancerの現状と術式の選択. 厚生労働科学研究費補助金

dose metronomic regimen. 8th World Congress on

難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す

Gastrointestinal Cancer, 6.28-7.1, Barcelona, Spain.

る調査研究」平成18年度第1回総会, 7.20-21, 東京.
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池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 山村武平（2006）

幸, 小坂 正, 堀 和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人,

クローン病の経過中に, 小腸－膀胱瘻をくり返した1例. 第

中村光宏, 内野 基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基, 栁
秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した回腸癌の1

12回IBDクラブジュニアウエスト, 8.26, 大阪.
吉川麗月, 栁

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 柳生利彦, 大

嶋 勉, 藤原由規, 山村武平, 宇都宮譲二, 権藤延久, 玉置
知子（2006）家族性大腸ポリポーシス随伴デスモイド腫瘍
に対する診断および治療方針. 第65回日本癌学会学術総
会, 9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会記事, 381, 2006.）
福田能啓, 池内浩基, 下山 克, 山村武平（2006）マウス・マ
クロファージのLPS誘導サイトカインの発現に及ぼすプロ
バイオティクス麺含有製剤の影響. 第61回日本大腸肛門病
学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59,

例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（プログラム･抄録集, 6,
2006.）
村瀬 慶子, 藤本泰久, 柳生隆一郎, 山村武平, 伊藤

敬

（2006）対側に非浸潤性乳管癌を伴った浸潤性乳腺内分
泌癌の1例. 第4回日本乳癌学会近畿地方会, 12.9, 和歌山.
■ その他 ■
栁 秀憲（2006）大腸癌に対する治療戦略.（教育研修講演）
フレンド薬局教育研修会, 2.18, 尼崎.
栁 秀憲（2006）クリニカルパス大会 概要説明. 第1回兵庫
医科大学病院クリニカルパス大会, 2.21, 西宮.

617, 2006.）
池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀

池内浩基（2006）クローン病の治療の今－外科的療法を中

憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀 真, 大嶋 勉, 嵯峨山健,

心に－.（講演, 質疑応答）平成17年度クローン病講演会,

西上隆之, 松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎患者

3.4, 大津.

の直腸粘膜切除部のdysplasiaの頻度と危険因子. 第61回

池内浩基（2006）クローン病の外科治療について.（基調講

日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病

演）クローン病市民公開講座－四国の皆様と共になって考
える－, 3.25, 高松.

学会雑誌, 59, 622, 2006.）
真, 橋本

池内浩 基（2 0 0 6）クローン病のQ& A外 科医の立場から

明彦, 大嶋 勉, 中埜廣樹, 内野 基, 吉川麗月, 山村武平

－.（質疑応答）クローン病市民公開講座－四国の皆様と共

柳生利彦, 栁

秀憲, 池内浩基, 野田雅史, 外賀

（2006）直腸脱におけるAltemeier手術に対する工夫. 第61
回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門
病学会雑誌, 59, 655, 2006.）

になって考える－, 3.25, 高松.
藤原由規（2006）食道がん.（討論）第60回手術手技研究会,
5.19-20, 千葉.

中埜廣樹, 池内浩基, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀

藤原由規（2006）進行食道癌術後にMRSAによる急性呼吸

憲, 柳生利彦, 外賀 真, 橋本明彦, 大嶋 勉, 嵯峨山健,

不全に陥り, 救命しえた一例. 第9回近畿過大侵襲研究会,

西上隆之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎粘膜切除部に
高分化型腺癌を認めた1例. 第61回日本大腸肛門病学会
総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 712,
2006.）
嵯峨山健, 池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅
史, 栁 秀憲, 應田義雄, 松本譽之, 山村武平（2006）
直腸
癌と肛門管扁平上皮内癌を合併した潰瘍性大腸炎の1例.
第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸
肛門病学会雑誌, 59, 713, 2006.）
内野 基, 池内浩基, 大嶋 勉, 中村光宏, 嵯峨山健, 橋本明
彦, 外賀 真, 中埜廣樹, 柳生利彦, 野田雅史, 栁 秀憲,

5.12, 大阪.
栁 秀憲（2006）クリニカルパス大会 概要説明. 第2回兵庫
医科大学病院クリニカルパス大会, 6.6, 西宮.
池内浩基（2006）炎症性腸疾患の外科治療について.（基調
講演・質疑応答）J-I BD医療講演会＆I BDキャンパスのご
案内, 6.18, 神戸.
野田雅史（2006）大腸癌治療と食生活.（特別講演）リナキン
グご愛用の集い, 6.25, 大阪.
池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 中村光宏, 野田雅史, 栁 秀
憲, 山村武平（2006）横切開による1期的J型回腸嚢肛門吻
合術. IBD手術手技カンファレンス, 7.20, 東京.

西上隆之, 松本譽之, 山村武平（2006）多彩な病理形態を

池内浩基（2 0 0 6）クローン病の在宅治療に向けた外科治

示したColitic Cancerの一例. 第61回日本大腸肛門病学会

療.（基調講演）クローン病市民公開講座－在宅治療の問

総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 713,
2006.）
野田雅史, 栁 秀憲, 大嶋 勉, 橋本明彦, 外賀 真, 柳生

題点－, 8.27, 神戸.
池内浩基（2006）クローン病の外科治療. 明石市民公開講座,
11.5, 明石.

利彦, 吉川麗月, 池内浩基, 山村武平, 中村 毅, 冨田尚裕,

野田雅史（2006）地域連携を目指した癌集学的治療－大腸

多淵芳樹（2006）大腸癌肺転移に対する治療方針－第6回

癌を中心に－. 第8回阪神消化器癌化学療法研究会, 11.10,

兵庫大腸癌治療研究会 アンケート調査より－. 第44回日本
癌治療学会, 10.18-20, 東京.
中村光宏, 池内浩基, 中埜廣樹, 内野 基, 野田雅史, 栁 秀

尼崎.
野田雅史（2006）直腸癌における術前放射線化学療法につ
いて. 第8回大腸癌治療研究会, 11.17, 神戸.

憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した痔瘻癌の1例.

池内浩基（2006）手術を要する小腸・大腸の主な疾患と術後

第68回日本臨床外科学会総会, 11.9-11, 広島.（日本臨床外

合併症. 日本オストミー協会阪神地区研修会, 11.19, 西宮.

科学会雑誌, 67（増刊）, 659, 2006.）
近藤 隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永 健, 樋田信

藤原由規（20 0 6）サージカルフォーラム

深達度, ステー
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Chemoradiotherapy（NCRT）の治療成績とその問題点.

biotypeの決定と早産との関連－. 日本マイコプラズマ学会
雑誌, 32, 34-35.

第68回日本臨床外科学会総会, 11.9-11, 広島.

［原著］
H or i, M., S aw a i, H., Ts uj i, Y., O k a mu r a, H. a nd

産科婦人科学

Koyama, K.（2006）Bone morphogenetic protein-2
counterregulates interleukin-18 mRNA and protein in

■ 著書 ■

MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells. Connec. Tissue

香山浩二（2006）不育症. NEW CONSENSUS新撰産婦人
科診療,（石塚文平, 金山尚裕, 鈴木秋悦, 安田 允 編）,

Res., 47, 124-132.
Hasegawa, A., Mochida, N., Ogasawara, T. and Koyama,
K.（2006）Pup birth from mouse oocytes in preantral

永井書店, 大阪, 232-236.
香山浩二（2006）原因不明不妊. 先端医療シリーズ39 産科

follicles derived from vitrified and warmed ovaries

猛,

followed by in vitro growth, in vitro maturation, and in

香山浩二（2006）不妊と免疫. コメディカルARTマニュアル,

Kasumi, H., Komori, S., Sakata, K., Ya ma moto, N.,

婦人科

産科婦人科の最新医療,（武谷雄二, 丸尾

吉村泰典 編）, 先端医療技術研究所, 東京, 83-87.
（森

崇英, 久保春海, 高橋克彦

編）, 永井書店, 大阪,

vitro fertilization. Fertil. Steril., 86（Suppl.4）, 1182-1192.
Yamasaki, T., Kanemura, Y. and Koyama, K.（2006）
Upregulation of macrophage migration inhibitory factor

43-46.
香山浩二（2006）精子免疫. 新編精子学,（毛利秀雄, 星 元

and colgizzarin by androgen in TM4 mouse Sertoli
cells. Asian J. Androl., 8, 549-554.

紀 監修）, 東京大学出版会, 東京, 398-413.
小森慎二（20 0 6）不育症治療. N E W C ON S E N S U S新

Hasegawa, A., Kanazawa, N., Sawai, H., Komori, S. and

撰産婦人科診療,（ 石塚文平, 金山尚裕, 鈴木 秋悦 , 安

Koyama, K.（2006）Pig zona pellucida 2（pZP2）protein

田 允 編）, 永井書店, 大阪, 445-448.

does not participate in zona pellucida formation in

■ 学術論文 ■

transgenic mice. Reproduction, 132, 455-464.
内田暁子, 堀内 功, 伊藤善啓, 山本尚子, 小森慎二, 香山 浩

［総説］
Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Premature ovarian
failure syndrome may be induced by autoimmune
reactions to zona pellucida proteins. J. Reprod. Med.

二（2006）不妊症患者における子宮鏡検査の臨床統計. 日
本産科婦人科内視鏡学会雑誌, 21, 326-328.
山本尚子, 堀内 功, 伊藤善啓, 内田暁子, 小森慎二, 霞 弘
之, 澤井英明, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）妊娠初期の

Endoclinol., 3, 94-97.
香山浩二（2006）周産期医学必修知識, 男性不妊. 周産期医

自然流産症例における流産絨毛の染色体異常について. 日
本受精着床学会雑誌, 23, 218-221.

学, 36（増刊）, 11-12.
小森慎二, 山本尚子, 武信尚史（2006）臨床分子内分泌学
4 生殖内分泌系, アンドロゲン受容体. 日本臨牀, 64（増

福岡 実, 野村靖宏, 幡

洋, 南 邦弘, 前田信彦（2006）

メトトレキセート（MTX）局所投与が有効であった頸管妊
娠の1症例. 北海道産科婦人科学会誌, 50, 25-27.

刊4）, 471-476.
生殖内

堀内 功, 伊藤善啓, 福岡 実, 衣田隆俊, 堀 理照, 小笠原

分泌系, アンドロゲン不応症. 日本臨牀, 64（増刊4）, 494-

利忠, 小森慎二, 香山浩二（2006）子宮筋腫が認められた

498.

Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser syndromeの1例. 日

小森慎二, 内田暁子（2006）臨床分子内分泌学4

長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣の凍結保存.
産婦人科の実際, 55, 217-226.
武信尚史, 香山浩二（2006）腎疾患合併妊娠とその管理. 産

［症例報告］
武信尚史, 中川昌子, 竹村由理子, 萬代博行, 竹村 正, 小笠
原利忠, 香山浩二（2006）高ガストリン血症を呈した卵巣

婦人科治療, 93, 191-194.
澤井英明, 霞 弘之, 田中宏幸, 堀内 功, 小森慎二, 香山 浩
二（2006）不妊治療とくに顕微授精による妊娠の遺伝カウ
ンセリングと羊水染色体検査. 産婦人科の進歩, 58, 68-70.
田中宏幸, 豊田桃子, 武信尚史, 小森慎二, 香山浩二, 山本
聡, 小林

本産科婦人科内視鏡学会雑誌, 22, 180-184.

粘液性嚢胞腺腫（境界悪性）の1症例. 産婦人科の進歩,
58, 1-4.
Ito, Y., Komori, S., Horiuchi, I., Kinuta, T., Hori, M., Wada,
C., Tsubamoto, H., Tanaka, H. and Koyama, K.（2006）

薫, 宮本義也, 前田弘彰, 廣田省三, 中尾宣夫

Solid pelvic tumor in a woman with Mayer-Rokitansky-

（2006）当科における産科出血に対する選択的子宮動脈塞

Küstner-Hauser syndrome. Arch. Gynecol. Obstet., 274,

栓術（UAE）の現状. 産婦人科の進歩, 58, 238-240.
遠藤 克, 柳田 薫, 香山浩二, 吉村泰典, 野田洋一, 井上正
人（2006）わが国における生殖補助医療胚培養士の現状.
Journal of Mammalian Ova Research, 23, 176-183.
原田佳世子, 田中宏幸, 辻

芳之, 長田久美子, 香山浩二

（20 0 6）妊婦腟内分泌培養でのUre a pl a s m aの検出－

252-254.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
Komori, S., Kasumi, H., Sakata, K. and Koyama, K.（2006）
The role of androgen in spermatogenesis.（Invited）
International Congress on Gamete Biology : Emerging
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Frontiers in Fertility and Contraceptive Development,
2.22-25, New Delhi, India.

Frontiers in Fertility and Contraceptive Development,
2.22-25, New Delhi, India.

Koyama, K., Itoh, K. and Hasegawa, A.（2006）Role of male

持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存卵

reproductive tract CD52（mrtCD52）in reproduction.

巣から採取してマウス前胞状期卵母細胞由来胚の発生能

（Invited）International Congress on Gamete Biology

について. 第130回日本不妊学会関西支部集談会・第32回
関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大阪.

: Emerging Frontiers in Fertility and Contraceptive
Development, 2.22-25, New Delhi, India.

堀内

功, 小森慎二, 霞

弘之, 武信尚史, 山本尚子, 伊藤

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）Contribution of zona

宏一, 中西健太郎, 原田佳世子, 持田菜穂子, 香山浩二

pellucida proteins to oocytes transition protein（TP）.

（2006）IVF-ET治療時の卵巣刺激に対する低反応を示す

（Invited）International Congress on Gamete Biology

症例への取り組み. 第130回日本不妊学会関西支部集談
会・第32回関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大阪.

: Emerging Frontiers in Fertility and Contraceptive
Development, 2.22-25, New Delhi, India.

青木美知, 堀内 功, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）

Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Possible roles of zona

出生前画像検査にて十二指腸狭窄症が疑われ出生後に新

pellucida for follicular maturation and atresia.
（Plenary

生児輪状膵と診断された1症例. 第16回武庫川産婦人科セ

lecture）11th International Symposium of Immunology

ミナー, 3.18, 西宮.

of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.
Koyama, K.（2006）Sperm a nt igens a nd i n fert ility.
（Opening speech）2nd EMBIC Summer School, 7.1-4,
Pecs, Hungary.
K o y a m a, K.（ 2 0 0 6）O v a r i a n f a i l u r e i n d u c e d b y
autoimmunity to zona pellucida.（Invited）4th European
Congress of Reproductive Immunology, 7.5-9, Graz,
Austria.
小笠原利忠（2006）子宮頸癌～妊孕性温存を目指して～.（特
別講演）第4回西宮・兵庫医科大学産婦人科勉強会, 11.16,
西宮.
［シンポジウム等］
長谷川昭子, 持田菜穂子, Calongos, G., 香山浩二（2006）生
殖補助医療に用いられる培養液の検討.（シンポジウム）第
47回日本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.
長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣組織の凍結

霞

弘之, 細田容子, 青木美知, 田村知子, 小森慎二, 香山
浩二（2006）当科における更年期外来の現状. 第2回阪神
SERM研究会, 4.8, 大阪.

細田容子, 小森慎二, 霞 弘之, 青木美知, 田村知子, 香山浩
二（2006）当科におけるラロキシフェンの使用経験（第2
報）. 第2回阪神SERM研究会, 4.8, 大阪.
堀内

功, 山本尚子, 武信尚史, 青木美知, 細田容子, 中西

健太郎, 霞 弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）
自然流産症例における絨毛染色体検査の臨床的検討. 第
58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.
原 田 佳 世 子, 田中 宏 幸, 辻

芳之 , 香 山 浩 二（ 2 0 0 6）

Lactobacillusと早産の関連およびヒト培養羊膜細胞におけ
るLPSの作用の検討. 第58回日本産科婦人科学会学術講
演会, 4.21-25, 横浜.
武信尚史, 伊藤善啓, 内田暁子, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 香山
浩二（2006）子宮頸癌術前化学療法（NAC）における妊孕

保存.（シンポジウム）第24回日本ヒト細胞学会, 7.29-31, 東

性温存の可能性について－1B2症例の検討. 第58回日本産

京.

科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

［一般講演］
霞 弘之, 青木美知, 細田容子, 豊田桃子, 鍔本浩志, 田中 宏
幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）当科における更年期外来
の現状. 第6回神戸メノポーズフォーラム, 1.21, 神戸.

長谷川昭子, 澤井英明, 香山浩二（2006）ハムスター同種透
明帯抗原による自己抗体の産生と卵巣機能障害の誘導.
第58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.
山本尚子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）マウス凍

田中宏幸, 青木美知, 細田容子, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信 尚

結保存卵巣由来前胞状期卵母細胞の培養系における発

史, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）クローン病術後

育・成熟および産仔の生産. 第58回日本産科婦人科学会

妊娠において胎児出血性水頭症をきたした1症例. 第6回
関西出生前診療研究会, 2.18, 大阪.

学術講演会, 4.21-25, 横浜.
伊藤宏一, 長谷川昭子, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二

Uchida, K., Komori, S., Kanazawa, N., Sakata, K. and

（2006）マウス雄生生殖器官特異CD52の同種免疫による

Koyama, K.（2006）Analysis of androgenic effect for
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Nakanishi, K., S awa i, H., Komori, S. a nd Koyama,

Kasumi, H., Komori, S., Tanaka, H., Horiuchi, I., Sawai, H.
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バルトリン腺癌による二次性パジェット病の1例. 第80回兵

Therapy, 5.28-31, Kyoto.
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の紹介. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10,

堀内

功, 青木美知, 内田暁子, 伊藤宏一, 中西健太郎, 原

大阪.

田佳世子, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 小森慎二, 香山浩二

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木 透, 樋口喜英, 丸山

（2006）術前に卵巣悪性腫瘍との鑑別が困難であった子宮

琢雄, 野島道生, 山本新吾, 島 博基, 持田菜穂子, 堀内功,

内膜症性嚢胞の3症例. 第17回近畿エンドメトリオーシス・

霞 弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）クラインフェルター
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Calong os, G., 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）

実（2006）マウス体外受精・胚培養および

同一採卵周期によるsequential mediumの評価. 第24回日
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d e l ive r y. T h e 3r d I nt e r n a t i o n a l c o n g r e s s o n
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生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
原田佳世子, 田中宏幸, 辻

［原著］

芳之, 長田久美子, 香山浩二

25, 521-524.

（2006）Ureaplasmaと早産の関連およびUreaplasmaリポ

福西成男, 吉矢晋一（2006）寛骨臼骨折に対する観血的治

蛋白の作用の検討. 日本性感染症学会第19回学術大会,

療−Tagawa approachの適応と限界−. Hip Joint, 32, 176179.

12.9-10, 金沢.

森山徳秀, 山中一浩, 橘

俊哉, 岡田文明, 草野芳生, 糸

原 仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）脊髄ヘルニアの手術

整形外科学

成績−特発性と術後性の比較−. 別冊整形外科, 50, 156160.
山中一浩, 森山徳秀, 橘 俊哉, 岡田文明, 草野芳生, 吉矢晋

■ 著書 ■
田中寿一（2006）Jones骨折の処置. 実践すぐに役立つアス
レティックリハビリテーションマニュアル,（福林

徹

編）,

全日本病院出版会, 東京, 178-181.
戸祭正喜（2006）色素性絨毛結節性滑液膜炎. 整形外科診
療実践ガイド,（守屋秀繁, 糸満盛憲, 内田淳正, 荻野利彦,
黒坂昌弘, 戸山芳昭

編）, 文光堂, 東京, 328-329.

戸祭正喜（2006）大腿四頭筋拘縮症半月板縫合. 整形外科
診療実践ガイド,（守屋秀繁, 糸満盛憲, 内田淳正, 荻野利
彦, 黒坂昌弘, 戸山芳昭

編）, 文光堂, 東京, 843-844.

■ 学術論文 ■

一（2006）感染性脊椎炎に対する手術治療の検討. 中部日
本整形外科災害外科学会雑誌, 49, 787-788.
戸祭正喜, 田中寿一, 大迎知宏, 常深健二郎, 山際得益, 吉矢
晋一（2006）上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例に対する骨
釘移植術. 日本肘関節学会雑誌, 13, 63-66.
草野芳生, 森山徳秀, 山中一浩, 橘 俊哉, 岡田文明, 糸原
仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）腸腰筋膿瘍を合併した化
膿性脊椎炎の治療経験. 日本腰痛学会雑誌, 12, 130-135.
金 澤 優 純 , 厚井

薫 , 福 西 成 男 , 吉 矢 晋 一（ 2 0 0 6 ）

AC U T R A K s crewを用いて臼蓋縁に骨移植を行った

［総説］

THAのX線学的検討. Hip Joint, 32, 554-557.

吉矢晋一（2006）コンタクトスポーツにおける傷害の予防と

糸原 仁, 夫 徳秀, 橘 俊哉, 李 一浩, 吉矢晋一（2006）

治療（メディカルサポート）. 日本整形外科スポーツ医学会

術後性脊髄ヘルニアの1例. 中部日本整形外科災害外科学
会雑誌, 49, 519-520.

雑誌, 25, 369-373.
吉矢晋一, 八木正義, 柴沼

均, 黒田良祐, 黒坂昌弘（2006）

marrow stimulation technique. 関節外科, 25（4月増
刊）, 41-46.
吉矢晋一（2006）膝関節外科−最近の話題と展望−. 関節
外科, 25（10月増刊）, 37-40.
吉矢晋一（2006）スポーツにおけるメディカルサポート. 兵庫
県全外科医会会誌, 41, 14-17.
吉矢晋一, 八木正義（2006）膝蓋骨脱臼の病態. 関節外科,

小倉宏之, 戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2006）自家骨軟
骨柱移植術を行ったFreiberg病の1例. 中部日本整形外科
災害外科学会雑誌, 49, 55-56.
常深健二郎, 田中寿一, 藤岡宏幸, 奥野宏昭, 吉矢晋一
（2006）
ハイドロキシアパタイトコーティングしたInterference
screw
（TJ screw）
による靱帯再建術の力学的検討. 中部日
本整形外科災害外科学会雑誌, 49, 427-430.
中山 寛, 山口 基, 岩本 淳, 下奥 靖, 有田親史, 黒坂 昌
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弘, 吉矢晋一（2006）前十字靱帯再建術後に反対側ACL

Doita, M.（2006）A prospective comparison of clamping

を受傷した症例の検討. 関西臨床スポーツ医・科学研究会

the drain or post-operative salvage of blood in reducing

誌, 15, 25-26.

blood loss after total knee arthroplasty. J. Bone Joint

津森洋平, 山口 基, 八木正義, 今村史明, 福西成男, 吉矢 晋

Surg. Br., 88, 49-53.

一, 黒田良祐, 黒坂昌弘（2006）膝前十字靱帯損傷に合併

Maruo, K., Yamamoto, H., Yamamoto, S., Nagata, T.,

したbone bruiseが靱帯再建術後の関節症性変化に与える

Fujikawa, H., Kanno, T., Yaguchi, T., Maruo, S., Yoshiya,

影響. 関節鏡, 31, 111-115.

S. and Nishizaki, T.（2006）Modulation of P2X receptors

Matsumoto, T., Tsumura, N., Kurosaka, M., Muratsu, H.,

via adrenergic pathways in rat dorsal root ganglion

Yoshiya, S. and Kuroda, R.（2006）Clinical values in

neurons after sciatic nerve injury. Pain, 120, 106-112.

computer-assisted total knee arthroplasty. Orthopedics,

Matsumoto, A., Yoshiya, S., Muratsu, H., Yagi, M., Iwasaki,

29, 1115-1120.
Matsumoto, T., Muratsu, H., Tsumura, N., Mizuno, K.,
Kuroda, R., Yoshiya, S. a nd Kurosaka, M.（2006）
Joint gap kinematics in posterior-stabilized total knee
arthroplasty measured by a new tensor with the
navigation system. J. Biomech. Eng., 128, 867-871.

Y., Kurosaka, M. and Kuroda, R.（2006）A comparison
of bone-patellar tendon-bone and bone-hamstring
tendon-bone autografts for anterior cruciate ligament
reconstruction. Am. J. Sports Med., 34, 213-219.
Kitagawa, A., Miura, Y., Saura, R., Mitani, M., Ishikawa,
H., Hashiramoto, A., Yoshiya, S., Shiozawa, S. and

Nakagawa, N., Saegusa, Y., Abe, S., Miura, Y. and Yoshiya,

Kurosaka, M.（2006）Anchorage on fibronectin via

S.（2006）The effectiveness of ra wrist fusion using

VLA-5（alpha5beta1 integrin）protects rheumatoid

Beta-tcp without autogenous iliac bone grafting: a

synovial cells from Fas-induced apoptosis. Ann. Rheum.

report of four cases. Hand Surg., 11, 71-75.

Dis., 65, 721-727.

Miyata, K., Marui, T., Miura, J., Yoshiya, S., Fujii, M.,

Matsumoto, A., Yoshiya, S., Muratsu, H., Matsui, N., Yagi,

Kurosaka, M. and Doita, M.（2006）Kinetic analysis

M., Kuroda, R. and Kurosaka, M.（2006）
Mechanical

of the cervical spinal cord in patients after spinous

eva luat ion of a sof t t is sue i nter ference screw

process-splitting laminoplasty using a kinematic

with a small diameter: significance of graft/bone

magnetic resonance imaging technique. Spine, 31,

tunnel cross-sectional area ratio. Knee Surg. Sports

E690-697.

Traumatol. Arthrosc., 14, 330-334.

Morinobu, A., Wang, B., Liu, J., Yoshiya, S., Kurosaka, M.

Nakaji, N., Fujioka, H., Tanaka, J., Sugimoto, K., Yoshiya,

and Kumagai, S.（2006）Trichostatin A cooperates with

S., Fujita, K. and Kurosaka, M.（2006）Stress fracture

Fas-mediated signal to induce apoptosis in rheumatoid

of the olecranon in an adult baseball player. Knee Surg.

arthritis synovial fibroblasts. J. Rheumatol., 33, 10521060.

Sports Traumatol. Arthrosc., 14, 390-393.
Futani, H., Minamizaki, T., Nishimoto, Y., Abe, S., Yabe,

Ishida, K., Kuroda, R., Sakai, H., Doita, M., Kurosaka,

H. and Ueda, T.（2006）Long-term follow-up after limb

M. and Yoshiya, S.（2006）Rapid chondrolysis after

salvage in skeletally immature children with a primary

arthroscopic partial lateral meniscectomy in athletes:

malignant tumor of the distal end of the femur. J. Bone

a case report. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc.,
14, 1266-1269.
Seino, D., Tokunaga, A., Tachibana, T., Yoshiya, S., Dai,
Y., Obata, K., Yamanaka, H., Kobayashi, K. and Noguchi
K.（2006）The role of ERK signaling and the P2X
receptor on mechanical pain evoked by movement of
inflamed knee joint. Pain, 123, 193-203.
Satsuma, S., Kobayashi, D., Yoshiya, S. and Kurosaka,

Joint Surg. Am., 88, 595-603.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
吉矢晋一（2006）スポーツによる膝外傷−診断・治療上の問
題点−.（特別講演）第5回フィールドケア21, 1.9.
吉矢晋一（2006）下肢のスポーツ障害の診療におけるpitfall.
（教育講演）第115回山口県整形外科医会, 1.21, 山陽小
野田.

M.（2006）Comparison of posterior and anterior pelvic

吉矢晋一（2006）膝関節外科・スポーツ医学における新世代

osteotomy for bladder exstrophy complex. J. Pediatr.

の治療.（教育講演）第1回ヨコハマベイ・スポーツセミナー,

Orthop. B, 15, 141-146.

1.29, 横浜.

Nakamura, Y., Yamada, N., Ohyama, H., Nakasho, K.,

吉矢晋一（2006）リウマチ関節外科における動作解析の応

Nishizawa, Y., Oka moto, T., Futani, H., Yoshiya,

用.（教育講演）第19回兵庫医大リウマチ関節外科談話会,

S., Oka mu ra, H. a nd Terada, N.（ 2006）Ef fect of
interleukin-18 on metastasis of mouse osteosarcoma
cells. Cancer Immunol. Immunother., 55, 1151-1158.
Tsumara, N., Yoshiya, S., Chin, T., Shiba, R., Kohso, K. and

2.16, 西宮.
吉矢晋一（2006）スポーツによる膝障害の予防と治療.（教育
講演）第10回長崎スポーツ医科学研究会, 5.24, 長崎.
吉矢晋一（2006）膝関節外科の現在の課題と将来.（教育講

兵庫医大業績録（2006）
演）第8回札幌整形外科研修セミナー, 5.27, 札幌.
吉矢晋一（2006）スポーツによる膝障害−診断・予防・治療
−.（教育講演）第20回京都運動器疾患フォーラム, 6.19, 京
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田中寿一（2006）舟状骨骨折・偽関節の治療.（教育講演）山
梨県整形外科医会教育研修会, 10.13, 甲府.
田中寿一（2006）トップアスリートのメディカルケアー.（特別
講演）第161回兵庫県全外科医会学術講演会, 11.11, 姫路.

都.
吉矢晋一（2006）高齢者の膝病の評価と治療.（教育講演）
た
つの市立御津病院地域連携交流会, 7.6, たつの.
吉矢晋一（2006）膝スポーツ傷害のリハビリテーション.（教
育講演）奈良県臨床整形外科医会研修会, 7.29, 橿原.
吉矢晋一（2006）膝関節外科におけるkinematics解析の応
用.（教育講演）第40回北海道膝関節研究会, 9.9, 札幌.
吉矢晋一（2006）ひざの痛み.（特別講演）ロキソニンパップ
新発売記念学術講演会, 9.14, 加古川.
吉矢晋一（20 06）スポーツ傷害の予防と評価・チームドク
ターの役割.（教育講演）第3回東播整形外科医会学術講
演会, 10.21, 加古川.
吉矢晋一（2006）ACL再建術の到達点と課題.（教育講演）
第16回三重関節鏡・関節外科研究会, 11.9, 津.
吉矢晋一（20 06）スポーツ選手に対するメディカルサポー
ト.（教育講演）第32回瑞穂卒後研修セミナー, 11.17, 名古

田中寿一（2006）スポーツ選手の手部・肘部傷害の治療.（教
育講演）尼崎市整形外科医会講演会, 11.25, 尼崎.
田中寿一（2006）スポーツ選手の肘傷害治療.（教育講演）兵
庫県整形外科医会学術講演会, 12.2, 加古川.
麩谷博之（20 0 6）骨軟部腫瘍に対する低侵襲の検査と手
術.（特別講演）第21回神戸整形外科セミナー, 3.16, 神戸.
麩谷博之（2006）日常診療に役立つ骨軟部腫瘍の診断.（教
育講演）第7回兵庫医大整形外科開業医会学術講演会,
3.18, 神戸.
福西成男（2006）CT free navigation systemを用いたTHA
の実際と応用.（教育講演）第8回兵庫医大整形外科開業
医会学術講演会, 11.11, 尼崎.
森山徳秀（2006）腰痛・下肢痛に対する脊椎外科的アプロー
チ.（特別講演）第6回東灘区病診連携学術集談会, 3.25, 神
戸.
森山徳秀（2006）腰痛症（産業医の立場で）（特別講演）
.
産

屋.
吉矢晋一（2 0 0 6）変形 性 膝関節症の治療−最 近の話題
−.（教育講演）第17回奈良県骨・関節研究会, 11.25, 橿原.
吉矢晋一（2006）スポーツによる膝傷害のリハビリテーショ
ン.（教育講演）第11回くにびき整形外科セミナー, 12.9, 松

業医研修会（伊丹医師会）, 9.30, 伊丹.
森山徳秀（2006）腰部脊柱管狭窄症の病態と治療−保存的
治療を中心に−.（教育講演）阪神LCSフォーラム, 10.28, 西
宮.
戸祭正喜（2005）成長期の子供とスポーツの関わり.（教育講

江.
吉矢晋一（2006）フットボール選手の膝.（特別講演）第18回
中之島リウマチセミナー, 12.16, 大阪.

演）第2回Jリーグ選手協会ファミリーサッカークリニック,
9.11, 大阪.

Yoshiya, S.（2006）Surg ica l treatment of recurrent

戸祭正喜（2006）整形外科の先天性三大疾患−股関節脱

patellar dislocation Honam Knee Societ.（Special

臼・内反足・筋性斜頚−.（招待講演）兵庫医科大学小児科

lecture）Symposium on patellofemoral problem, 11.24,
Hwasun-gun Jeonnam, Korea.
田中寿一（2006）サッカー選手の足部傷害.（教育講演）第12
回高知関節疾患懇話会, 2.10, 高知.
田 中 寿 一（ 2 0 0 6）成 長 期 スポーツ選 手 のメディカルケ
アー

現状と目指すもの.（教育講演）第2回O S R大分ス

ポーツ医学セミナー, 3.26, 大分.
田中寿一（2 0 0 6）舟状骨骨折治療.（教育講演）3r d AO
Hand Course Tokyo, 5.14, 東京.

臨床カンファレンス, 7.6, 西宮.
戸祭正喜（2006）足部のスポーツ障害.（教育講演）第4回尼
崎オルト研究会, 9.5, 尼崎.
戸祭正喜（2006）少年期のスポーツ障害.（招待講演）第37回
丹波小児臨床懇話会, 12.7, 柏原.
［シンポジウム等］
吉矢晋一（2006）日常診療でよくみられる慢性疾患の運動療
法−膝痛−.（シンポジウム）第16回関西臨床スポーツ医・
科学研究会, 6.17, 大阪.

田中寿一（2006）スポーツ選手の手部・肘部傷害の治療.（教

吉矢晋一（2 0 0 6）整形外科医の学校におけるスポーツ傷

育講演）和歌山県立医科大学整形外科学 教 室同門会,

害へのかかわり.（シンポジウム）第111回西日本整形・

7.29, 和歌山.

災害外科学会, 6.17-18, 福岡.（整形外科と災害外科, 55

田中寿一（2006）TJ screw systemを用いた小関節靱帯・腱
再建術−スポーツ選手の手・肘傷害を中心に−.（教育講
演）第114回北海道整形外科外傷研究会, 8.26, 札幌.
田中寿一（2006）肘の外傷と障害.（特別講演）日本整形外科
スポーツ研修会, 8.5, 東京.
田中寿一（2006）DTJ screwを用いた骨折治療−舟状骨骨
折治療を中心に−.（教育講演）第8回北海道整形外科手術
フォーラム, 9.2, 札幌.
田中寿一（2006）スポーツ選手の手部・肘部傷害の治療.（教
育講演）第11回東三河整形外科医会, 9.30, 豊橋.

（Suppl.1）, 12, 2006.）
田中寿一, 戸祭正喜, 大迎 知宏, 奥野宏昭, 常深健二郎
（2006）内側側副靱帯損傷−TJ screw systemによる陳旧
例の治療−.（パネルディスカッション）第49回日本手の外
科学会学術集会, 4.20-21, 浜松.（日本手の外科学会雑誌,
23, S26, 2006.）
田中寿一, 戸祭正喜, 大迎 知宏, 奥野宏昭, 常深健二郎
（2006）スポーツにより生じた肘関節不安定症に対する治
療戦略−内側々副靱帯に対する治療（陳旧例）−.（シン
ポジウム）第32回日本整形外科スポーツ医学会学術集会,
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腫瘍学術集会, 7.6-7, 札幌.（日本整形外科学会雑誌, 80,

6.10, 沖縄.（日本整形外科スポーツ医学会雑誌, 26, 178,

S665, 2006.）

2006.）
福西成男, 吉矢晋一（2006）阪神淡路大震災とJ R脱線事

福西成男, 今村史明, 吉矢晋一（2006）ムチランス型リウマチ

故 2度の大事故災害の経験.（パネルディスカッション）第

患者に生じた骨盤周囲insufficiency fractureの2例. 第50

79回日本整形外科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整

回リウマチ学会総会・学術集会, 4.23-26, 長崎.（日本リウ
マチ学会総会・学術集会抄録集, 292, 2006.）

形外科学会雑誌, 80, S363, 2006.）
戸祭正喜, 田中寿一, 大迎知宏, 常深健二郎, 山際得益, 吉矢

福西成男, 楊

鴻生, 吉矢晋一（2006）長期透析患者の股

晋一（2006）上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨釘移

関節病変に対するX線分類. 第79回日本整形外科学会学

植術.（主題）第18回日本肘関節学会学術集会, 1.27, 名古

術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整形外科学会雑誌, 80, S85,
2006.）

屋.（日本肘関節学会雑誌, 13, S29, 2006.）
戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2006）上腕骨小頭離断性骨

福西成男（2006）当科でのTHAの現状（NavigationとMIS）.
第193回阪神整形外科談話会, 9.28, 西宮.

軟骨炎の治療方針.（主題）第106回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会, 4.7-8, 大阪.（中部日本整形外科災害

福西成男, 福井智一, 今村史明, 立石博臣, 吉矢晋一（2006）
当科におけるChiari骨盤骨切り術（14年以上経過例の検

外科学会雑誌, 49（春季学会号）, 86, 2006.）
戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2006）上腕骨小頭離断性

討）. 第33回日本股関節学会, 10.26-28, 東京.（日本股関節
学会学術集会プログラム・抄録集, 108, 2006.）

骨軟骨炎に対する自家骨軟骨柱移植術.（シンポジウム）
第32回日本関節鏡学会, 6.8-10, 沖縄.（関節鏡, 31, 13-14,

福西成男, 福井智一, 今村史明, 柴沼 均, 吉矢晋一（2006）
臼蓋形成不全股に対する骨移植併用TH AへのCT free

2006.）
八木正義, 吉矢晋一, 黒田良祐, 黒坂昌弘（2006）ACL再建

navigation systemの応用. 第33回日本股関節学会学術集

術の限界と問題点基礎−バイオメカニクスの点から.（パネ

会, 10.26-28, 東京.（日本股関節学会学術集会プログラム・
抄録集, 210, 2006.）

ルディスカッション）第106回中部日本整形外科災害外科
学会・学術集会, 4.7-8, 大阪.（中部日本整形外科災害外科

福西成男, 今村史明, 吉矢晋一, 立石博臣（2006）インフリキ
シマブ使用患者に対する整形外科的手術の経験. 第34回

学会雑誌, 49（春季学会号）, 36, 2006.）
今村史明, 吉矢晋一, 楊 鴻生, 松田泰彦, 足立 克, 鄒 天

日本リウマチ・関節外科学会, 11.10-11, 新潟.（日本リウマ

瑞（2006）変形性膝関節症における膝関節内注射による
QOL評価.（シンポジウム）第18回関西関節鏡・膝研究会,

チ・関節外科学会雑誌, 25, 310, 2006.）
福西成男, 今村史明, 吉矢晋一, 立石博臣（2006）生物学的
製剤使用患者に対する整形外科的手術の経験. 第12回阪

3.4, 大阪.
杉本貴昭, 黒田暢一, 山中潤一, 岡田敏弘, 城 大介, 山中一

神リウマチセミナー, 12.14, 尼崎.

博基, 小笠原利

夫 徳秀, 山中一浩, 岡田文明, 橘 俊哉, 吉矢晋一（2006）

忠, 香山浩二, 良本政章, 宮本裕治, 藤元治朗（2006）5科

透析性頸椎症の手術成績と問題点. 第106回中部日本整形

協同により摘出,再建し得た後腹膜巨大腫瘤型低分化扁平

外科災害外科学会・学術集会, 4.7-8, 大阪.（中部日本整形

浩, 麩谷博之, 野島道生, 山本新吾, 島

外科災害外科学会雑誌, 49（春季学会号）, 147, 2006.）

上皮癌の一例.（シンポジウム）第31回日本外科系連合学会
学術集会, 6.22-23, 金沢.（日本外科系連合学会誌, 31, 387,

夫

徳秀, 李
原

2006.）
［一般講演］

一浩, 岡田文明, 橘

俊哉, 草野芳生, 糸

仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（20 0 6）脊髄ヘルニアの3

例 特発性と術後性の比較. 第35回日本脊椎脊髄病学会,

麩谷博之, 木下厳太郎, 吉矢晋一（2006）短管骨に発生した
内軟骨腫に対する内視鏡を併用した腫瘍掻爬術. 第43回

4.21-22, 東京.（日本脊椎脊髄病学会雑誌, 17, 537, 2006.）
夫

徳秀, 李

一浩, 岡田文明, 橘

俊哉, 草野芳生, 糸

日本リハビリテーション医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハ

原 仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）関節リウマチ頸椎病

ビリテーション医学, 43（Suppl.）, S309, 2006.）

変に対するScrew, Wire and Rod Systemの手術成績. 第

中川

登, 今田微香, 津田達也, 林

孝明, 夏秋

義明, 南祥一郎, 伊藤

優, 山西清文, 麩谷博之（2 0 0 6）PA X3 -

FKHR融合遺伝子が検出された顔面横紋筋肉腫の1例. 第
105回日本皮膚科学会総会, 6.2-4, 京都.（日本皮膚科学会

79回日本整形外科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整
形外科学会雑誌, 80, S312, 2006.）
森山徳秀（2006）透析性頚椎の手術成績. Cervical Spine
Internatinal Symposium, 9.2, 横浜.
森山徳秀, 岡田文明, 草野芳生, 糸原 仁, 戸祭正喜, 田中寿

雑誌, 116, 824, 2006.）
麩谷博之, 金澤優純, 吉矢晋一（2006）Cool-tipラジオ波シス

一, 吉矢晋一, 荒川 晃（2006）高レベルアスリートの腰椎

テムによる熱凝固で最小侵襲手術が行えた類骨骨腫の1

椎間板ヘルニアの手術成績. 第17回日本臨床スポーツ医学

例. 第39回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 7.6-7,

会学術集会, 11.2-3, 新潟.（日本臨床スポーツ医学会誌, 14,

札幌.（日本整形外科学会雑誌, 80, S733, 2006.）
麩谷博之, 木下厳太郎, 白木孝人, 米湊
矢晋一（2006）MIS関連

裕, 小倉宏之, 吉

良性骨腫瘍に対する内視鏡を

併用した腫瘍掻爬術. 第39回日本整形外科学会骨・軟部

S160, 2006.）
山中一浩, 森山徳秀, 岡田文明, 橘
原

俊哉, 草野芳生, 糸

仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）後頭骨浸食とロッド

折損をきたした関節リウマチ頚椎病変術後偽関節に対して
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salvage operationを行った1例. 第25回脊椎外科を学ぶ会,

screwの有用性について. 第23回中部日本手の外科研究会,

2.25, 大阪.

1.28, 豊橋.（第23回中部日本手の外科研究会プログラム抄

山中一浩, 森山徳秀, 橘 俊哉, 岡田文明, 草野芳生, 吉矢晋

録集, 38-39, 2006.）

一（2006）感染性脊椎炎に対する手術治療の検討. 第106

大迎 知宏, 田中寿一, 戸祭正喜, 常深健二郎, 吉矢晋一

回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会, 4.7-8, 大

（2006）TJ screwとLoop wireを用いた新しい靱帯縫着法.

阪.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 49（春季学会

第49回日本手の外科学会学術集会, 4.20-21, 浜松.（日本

号）, 113, 2006.）

手の外科学会雑誌, 23, S163, 2006.）
俊哉, 岡田文明, 草野芳生, 糸

大迎知宏, 田中寿一, 戸祭正喜, 吉矢晋一（2006）体操選手

原 仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）頸部脊柱管拡大術に

舟状骨傷害の治療. 第17回日本臨床スポーツ医学会学術

おける固定例・非固定例の検討

集会, 11.2-3, 新潟.（日本臨床スポーツ医学会誌, 14, S113,

山中一浩, 夫

徳秀, 橘

固定術併用はC5. 第35

回日本脊椎脊髄病学会, 4.21-22, 東京.（日本脊椎脊髄病学

2006.）
今村史明, 福西成男, 八木正義, 岡山明洙, 福永 訓, 横井英

会雑誌, 17, 513, 2006.）
戸祭正喜（2006）10歳時に観血的整復術を行った恒久性膝

之, 福井智一, 麩谷博之, 吉矢晋一（2006）内側UKA後急

蓋骨脱臼の1例. 第37回近畿小児整形外科懇話会, 1.28, 大

速な外側コンポーネントの軟骨障害の進行を認めた1例. 第

阪.

43回兵庫県膝関節研究会, 9.2, 神戸.

戸祭正喜, 田中寿一, 大迎知宏, 常深健二郎, 蔭山敬久, 山際

今村史明, 福西成男, 福井智一, 吉矢晋一（2006）K-Tプレー

得益, 吉矢晋一（2006）治療に難渋した小児肘関節脱臼骨

トを用いた臼蓋再建の検討. 第33回日本股関節学会学術

折の1例. 第30回阪神地区整形外科を語る会, 2.2, 尼崎.

集会, 10.26-28, 東京.（日本股関節学会学術集会プログラ

戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2006）NRSミニ創外固定器
を用いた手指変形矯正の治療経験. 第19回日本創外固定・

ム・抄録集, 215, 2006.）
今村史明, 福西成男, 八木正義, 岡山明洙, 福永 訓, 横井英
之, 福井智一, 麩谷博之, 吉矢晋一（2006）内側UKA後急

骨延長学会, 3.11-12, 横浜.
戸祭正喜（2006）小児上腕骨内顆骨折の1例. 第38回近畿小

速な外側コンポーネントの軟骨障害の進行を認めた1例. 第
34回日本リウマチ・関節外科学会, 11.10-11, 新潟.（日本リ

児整形外科懇話会, 8.5, 大阪.
戸祭正喜, 吉矢晋一（2006）10歳時に観血的治療を行った恒
久性膝蓋骨脱臼の1例. 第17回日本小児整形外科学会学

ウマチ・関節外科学会雑誌, 25, 407, 2006.）
岡田文明, 森山徳秀, 山中一浩, 橘

俊哉, 草野芳生, 糸

術集会, 12.1-2, 福岡.（第17回日本小児整形外科学会雑誌,

原 仁, 高原啓嗣, 吉矢晋一（2006）頚腰椎術後に胸椎病

15, 453, 2006.）

変をきたしたDSAの1例. 第26回脊椎外科を学ぶ会, 9.30,

八木正義（2006）ACL再建術の現状と問題点について. 第
191回阪神整形外科談話会, 4.27, 西宮.
八木正義（2006）膝関節靭帯損傷の診断と治療について. 関

大阪.
谷口祥一, 木村

淳, 柳澤俊之, 岡田文明, 山田

徹, 大塚

隆信（2006）筋安静に伴う前角細胞興奮性低下の特異性
（第2報）. 第21回日本整形外科学会基礎学術集会, 10.19-

節鏡セミナー, 8.18, 神戸.
橘 俊哉, 夫 徳秀, 山中一浩, 岡田文明, 草野芳生, 糸原
仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）神経鞘腫瘍摘出術後に出

20, 長崎.（日本整形外科学会雑誌, 80, S1072, 2006.）
岡田文明, 森山徳秀, 圓尾圭史, 山中一浩, 橘

俊哉, 草野

現した神経症状の検討. 第35回日本脊椎脊髄病学会, 4.21-

芳生, 糸原 仁, 高原啓嗣, 吉矢晋一（2006）頸椎flexion

22, 東京.（日本脊椎脊髄病学会雑誌, 17, 631, 2006.）

myelopathyにおけるMEPとF波の検討. 第36回日本臨床

橘 俊哉, 森山徳秀, 山中一浩, 岡田文明, 草野芳生, 吉矢晋
一（2006）腰椎椎間板ヘルニア

発症から手術まで期間

はヘルニアの脱出様式に関係する. 第28回日本疼痛学会,
7.14-15, 神戸.（PAIN RESEARCH, 21, 57, 2006.）
橘 俊哉, 森山徳秀, 圓尾圭史（2006）足部アロデニアを呈し
た仙椎骨折の1例. 第39回脊椎外科同好会, 8.26, 東京.
橘 俊哉, 森山徳秀, 山中一浩, 荒川 晃, 岡田文明, 草野芳
生, 吉矢晋一（2006）腰椎椎間板ヘルニア−発症から手術

神経生理学会学術大会, 11.29-12.1, 横浜.（臨床神経生理
学, 34, 460, 2006.）
草野芳生, 夫

徳秀, 李

一浩, 橘

俊哉, 岡田文明, 糸

原 仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）腰椎変性疾患固定術
後における隣接椎間の変化と臨床症状への影響

2年以

上経過例について. 第35回日本脊椎脊髄病学会, 4.21-22,
東京.（日本脊椎脊髄病学会雑誌, 17, 370, 2006.）
草野芳生, 夫

徳秀, 李

一浩, 橘

俊哉, 岡田文明, 糸

まで期間はヘルニアの脱出様式に関係する. 第14回日本腰

原 仁, 圓尾圭史, 吉矢晋一（2006）腰椎変性疾患固定術

痛学会, 11.18, 福井.（第14回日本腰痛学会プログラム・抄

後における隣接椎間障害の臨床症状への影響

録集, 92, 2006.）

経過例について. 第79回日本整形外科学会学術総会, 5.18-

大迎 知宏, 田中寿一, 戸祭正喜, 常深健二郎, 吉矢晋一
（2006）肘靱帯断裂例に対する新しいSuture anchor手技.

2年以上

21, 横浜.（日本整形外科学会雑誌, 80, S292, 2006.）
草野芳生, 森山徳秀, 山中一浩, 橘

俊哉, 岡田文明, 糸

第18回日本肘関節学会学術集会, 1.27, 名古屋.（日本肘関

原 仁, 吉矢晋一（2006）腰椎変性疾患固定術後における

節学会雑誌, 13, S23, 2006.）

隣接椎間の変化と臨床症状への影響

大迎知宏, 田中寿一（2006）舟状骨骨折治療におけるDTJ

2年以上経過例に

ついて. 第14回日本腰痛学会, 11.18, 福井.（第14回日本腰
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痛学会プログラム・抄録集, 100, 2006.）
奥野宏昭, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 蔭山敬久, 吉矢晋
一（2006）尺骨急性塑性変形に橈骨頭脱臼と橈骨骨幹部
骨折を伴った1例. 第107回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会, 10.6-7, 神戸.（中部日本整形外科災害外科学
会雑誌, 49（秋季学会号）, 110, 2006.）
岡山明洙, 八木正義, 吉矢晋一, 福田有子, 柴沼 均, 小橋 昌

動脈瘤の1例. 第14回日本腰痛学会, 11.18, 福井.（第14回日
本腰痛学会プログラム・抄録集, 72, 2006.）
横井英之, 松本 学, 楊 鴻生（2006）骨密度検査に関する
臨床的検討. 第12回近畿骨粗鬆症研究会, 2.5, 大阪.
横井英之, 吉矢晋一, 松本 学, 山際得益, 楊 鴻生（2006）
骨粗鬆症に関する臨床的検討. 第26回日本骨形態計測
学会, 7.27-29, 新潟.（日本骨形態計測学会雑誌, 16, S96,

司（2006）3D Image MatchingによるACL再建膝運動の

2006.）

自動解析方法の検討. 第21回日本整形外科学会基礎学術

福井智一, 戴

毅, 野口光一, 吉矢晋一（2006）坐骨神経

集会, 10.19-20, 長崎.（日本整形外科学会雑誌, 80, S999,

の電気刺激による脊髄ニューロンにおけるER Kのリン酸

2006.）

化. 第21回日本整形外科学会基礎学術集会, 10.19-20, 長

福永 訓, 麩谷博之, 吉矢晋一（2006）左上腕骨病的骨折を
伴った骨原発悪性リンパ腫の一例. 第107回中部日本整形

崎.（日本整形外科学会雑誌, 80, S1045, 2006.）
福井智一, 戴

毅, 岩田幸一, 加茂博士, 吉矢晋一, 野口 光

外科災害外科学会・学術集会, 10.6-7, 神戸.（中部日本整形

一（2006）坐骨神経への電気刺激による脊髄ニューロン

外科災害外科学会雑誌, 49（秋季学会号）, 158, 2006.）

でのERKのリン酸化及びWind-up現象との関係. 第28回

小倉宏之, 八木正義, 今村史明, 福西成男, 麩谷博之, 吉矢晋

日本疼痛学会, 7.14-15, 神戸.（PAIN RESEARCH, 21, 83,

一（2006）大腿骨に発生した骨内ガングリオンの1例. 第18
回関西関節鏡・膝研究会, 3.4, 大阪.

2006.）
福井智一, 福西成男, 今村史明, 柴沼 均, 吉矢晋一（2006）

常深健二郎, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎 知宏, 吉矢晋一

CT free navigation systemを併用したMIS THAの成績.

（2006）当科における母指CM関節症に対するThompson

第33回日本股関節学会学術集会, 10.26-28, 東京.（日本股

変法による治療成績. 第106回中部日本整形外科災害外科
学会・学術集会, 4.7-8, 大阪.（中部日本整形外科災害外科
学会雑誌, 49（春季学会号）, 160, 2006.）

関節学会学術集会プログラム・抄録集, 210, 2006.）
津森洋平, 山口 基, 吉矢晋一, 八木正義, 今村史明, 福西 成
男, 黒田良祐, 黒坂昌弘（2006）前十字靱帯再建膝におけ

常深健二郎, 田中寿一, 大迎 知宏, 戸祭正喜, 吉矢晋一

るFairbank's Change出現にかかわる因子の検討. 第79回

（2006）キーンベック病に対する有頭骨短縮術の治療成績.

日本整形外科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整形外

第49回日本手の外科学会学術集会, 4.20-21, 浜松.（日本
手の外科学会雑誌, 23, S36, 2006.）
蔭山敬久, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 吉矢晋一（2006）

科学会雑誌, 80, S93, 2006.）
津森洋平, 山口 基, 吉矢晋一, 八木正義, 今村史明, 福西 成
男, 黒田良祐, 黒坂昌弘（2006）前十字靱帯再建膝外側コ

当科に於ける前骨間神経麻痺の治療成績. 第49回日本手

ンパートメントにおける関節症性変化

の外科学会学術集会, 4.20-21, 浜松.（日本手の外科学会

響. 第32回日本関節鏡学会, 6.8-10, 沖縄.（関節鏡, 31, 60,

雑誌, 23, S115, 2006.）

2006.）

山際得益, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 常深健二郎, 吉矢

bone bruiseの影

津森洋平, 山口 基, 下奧 靖, 岩本 淳, 有田親史（2006）

晋一（2006）肘外側側副靱帯再建術の検討. 第18回日本

再生ハムストリング腱を用いたACL再々建術と対側ACL

肘関節学会学術集会, 1.27, 名古屋.（日本肘関節学会雑誌,

再建術を同時に実施した1例. 第43回兵庫県膝関節研究会,

13, S22, 2006.）
山際得益, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 吉矢晋一（2006）

9.2, 神戸.
岡田文明, 森山徳秀, 圓尾圭史, 山中一浩, 橘

俊哉, 草野

体操選手の手舟状骨障害. 第49回日本手の外科学会学

芳生, 糸原 仁, 吉矢晋一（2006）大殿筋内に浸潤した仙

術集会, 4.20-21, 浜松.（日本手の外科学会雑誌, 23, S197,

骨脊索腫の1例. 第408回整形外科集談会京阪神地方会,

2006.）

1.21, 大阪.

足立 克, 宮脇淳志, 橘 俊哉, 山中一浩, 森山徳秀, 吉矢晋

小倉宏之, 八木正義, 今村史明, 福西成男, 麩谷博之, 吉矢晋

一（2006）中下位頸椎損傷に対するOasys systemを用い

一（2006）大腿骨外顆に発生した骨内ガングリオンの1例.

た治療経験. 第107回中部日本整形外科災害外科学会・学

第409回整形外科集談会京阪神地方会, 3.25, 大阪.（中部

術集会, 10.6-7, 神戸.（中部日本整形外科災害外科学会雑
誌, 49（秋季学会号）, 83, 2006.）

日本整形外科災害外科学会雑誌, 49, 806, 2006.）
高木陽平, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 奥野宏昭, 蔭山

中村佳照, 山田直子, 大山秀樹, 中正恵二, 岡村春樹, 麩谷 博

敬久, 吉矢晋一（2006）橈骨頭脱臼を伴った尺骨acute

之, 寺田信行, 吉矢晋一（2006）Interleukin-18によるマウ

plastic bowingの1例. 第410回整形外科集談会京阪神地方

ス骨肉腫細胞（LM8）の肺転移抑制. 第21回日本整形外科

会, 6.17, 大阪.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 49,

学会基礎学術集会, 10.19-20, 長崎.（日本整形外科学会雑
誌, 80, S699, 2006.）

985, 2006.）
福永

訓, 麩谷博之, 福西成男, 八木正義, 今村史明, 岡山

高原啓嗣, 山中一浩, 森山徳秀, 岡田文明, 橘 俊哉, 草野芳

明洙, 横井英之, 福井智一, 高木陽平, 吉矢晋一（2006）
肩

生, 吉矢晋一（2006）化膿性脊椎炎に合併した感染性大

甲骨に発生した外骨腫に対して鏡視下支援により切除を
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行った1例. 第411回整形外科集談会京阪神地方会, 9.16,

良祐, 村津裕嗣, 黒坂昌弘（2006）解剖学的2重束ACL

大阪.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 49, 1149,

再建術の各線維束の初期固定張力が膝運動に与える影

2006.）

響. 第32回日本関節鏡学会, 6.8-10, 沖縄.（関節鏡, 31, 66,

高木陽平, 麩谷博之, 福西成男, 八木正義, 今村史明, 岡山明
洙, 福永 訓, 横井英之, 福井智一, 諸岡孝俊, 吉矢晋一
（2006）薄筋腱により生じた弾発膝の一例. 第412回整形

2006.）
金谷貴子, 山崎京子, 田中寿一, 藤岡宏幸, 国分

毅, 黒坂

昌弘（2006）高齢者キーンベック病に対する橈骨血管柄付
骨移植術の治療経験. 第33回日本マイクロサジャリー学会

外科集談会京阪神地方会, 11.18, 大阪.
柏村信一郎, 山際得益, 福西成男, 橘 俊哉, 立石博臣, 岡村
春樹, 吉矢晋一（2006）ビーズを用いたサイトメトリー, BioPlexによる血中サイトカインプロファイル;リュウマチでの

学術集会, 10.27-28, 奈良.（第33回日本マイクロサジャリー
学会学術集会プログラム・抄録集, 169, 2006.）
Yamanaka, K., Moriyama, T., Tachibana, T., Okada, F.,

応用例. 第16回日本サイトメトリー学会学術集会, 7.7-8, 長

Kusano, Y., Itohara, H., Maruo, K., Takahara, H. and

崎.（Cytometry Research, 16（Suppl.）, 48, 2006.）

Yoshiya, S.（2006）Comparison of Surgical results of

基 , 小 橋昌司, 友 貞俊彦,

laminoplasty with and without posterior spinal fusion

豊, 吉矢晋一, 立石博臣, 黒坂昌弘（2006）新たな

−Dose posterior spinal fusion cause C5 palsy?−. 22nd

螺旋型Post-cam Mechanismを持つPS型TKAにおける膝

Annual Meeting of the CRCS（Cervical Spine Research

柴沼
畑

均, 村 津 裕 嗣 , 山口

屈曲時のPost-camの接触状態の検討. 第79回日本整形外
科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整形外科学会雑誌,

Society）European Section, 5.17-19, Berlin, Germany.
Yagi, M., Kuroda, R., Nagamune, K., Yoshiya, S. and
K u r o s a k a , M.（ 2 0 0 6）P r o s p e c t i ve r a n d o m i z e d

80, S476, 2006.）
水野清典, EndrotomoSumargono, 村津裕嗣, 黒田良祐, 木

comparison of anatomic double-bundle, antero-medial

下恵祐, 福山泰平, 星野祐一, 石田一成, 山口 基, 吉矢晋

（AM）and postero-lateral（PL）single-bundle ACL

一, 黒坂昌弘（2006）当科における反復性膝蓋骨脱臼に対

reconstructions- Qua ntitative eva luation of the

するMPFL再建術の術後短期成績の検討. 第79回日本整

pivot shift test. American Academy of Orthopaedic

形外科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整形外科学会

Surgeons Annual Meeting, 3.22-26, Chicago, U.S.A.
Yagi, M., Kuroda, R., Nagamune, K., Yoshiya, S. and

雑誌, 80, S411, 2006.）
山口

基, 柴沼

均, 水野清典, 西本浩司, 村津裕嗣, 黒田

K u r o s a k a , M.（ 2 0 0 6）P r o s p e c t i ve r a n d o m i z e d

良祐, 黒坂昌弘, 八木正義, 吉矢晋一（2006）ACL再建術

comparison of a natomic double-bundle, AM a nd

後の移植腱大腿骨付着部の移動と骨孔の変化. 第32回日

PL single-bundle ACL reconstructions. American

本関節鏡学会, 6.8-10, 沖縄.（関節鏡, 31, 97, 2006.）

Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting,

黒田良祐, 八木正義, 星野祐一, 長宗高樹, 山口

基, 村津

裕嗣, 水野清典, 吉矢晋一, 田中浩一, 西本浩司, 黒坂昌弘

3.22-26, Chicago, U.S.A.
Yagi, M., Kuroda, R., Nagamune, K., Yoshiya, S. and

1ルート

K u r o s a k a , M.（ 2 0 0 6）P r o s p e c t i ve r a n d o m i z e d

再建術と解剖学的2ルート再建術の前向き比較調査. 第79

comparison of anatomic double-bundle, AM and PL

回日本整形外科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整形

single-bundle ACL reconstructions. 12 t h E S SK A

（2006）前十字靱帯再建術（ACL）の術後成績

外科学会雑誌, 80, S533, 2006.）

Congress, 3.24-27, Innsbruck, Austria.

村津裕嗣, 青木謙二, 田中浩一, 松本知之, 水野清典, 黒田
良祐, 津村暢宏, 原田俊彦, 吉矢晋一, 黒坂昌弘（2006）人
工膝関節の進歩とバイオメカニクス

人工膝関節全置換

術の軟部組織バランスが術後成績に及ぼす影響. 第79回
日本整形外科学会学術総会, 5.18-21, 横浜.（日本整形外
科学会雑誌, 80, S60, 2006.）
山川 亮, 八木正義, 中山伸治（2006）野球肘に必要な投球
禁止期間について. 第17回日本臨床スポーツ医学会学術
集会, 11.2-3, 新潟.（日本臨床スポーツ医学会誌, 14, S113,

吉矢晋一（2006）スポーツ傷害について. 第32回日本関節鏡
学会市民公開講座, 6.10, 沖縄.
麩谷博之（2006）骨肉腫に対する治療の現状. 先端医学ト
ピックス, 8.24, 神戸.
福西成男（2006）JR福知山線脱線事故における当院での対
応. 災害医療研究発表会, 7.28, 西宮.
福西成男（2006）リウマチに対する手術的治療. 兵庫医科大
学市民公開講座, 9.6, 西宮.
森山徳秀（2006）腰痛・スポーツ医学について. 第3回兵庫医

2006.）
西本浩司, 水野清典, 黒田良祐, 村津裕嗣, 八木正義, 長宗
高樹, 山口

■ その他 ■

科大学病診・病病連携勉強会・連絡会, 11.16, 西宮.

基, 星野祐一, 黒坂昌弘（2006）解剖学的二

重束ACL再建術におけるPL束の骨孔出口での靱帯曲げ

形成外科学

角度の検討−Far anterior medial approachとtranstibial
approachの比較−. 第32回日本関節鏡学会, 6.8-10, 沖
縄.（関節鏡, 31, 172, 2006.）
星野祐一, 水野清典, 西本浩司, 長宗高樹, 八木正義, 黒田

■ 学術論文 ■
［総説］
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福田健児, 垣淵正男（2006）特殊部位損傷の処置法 鼻, 耳
介. 形成外科, 49（増刊）, S89-S93.

断裂に対し, 縫合し救済し得た一例. 第86回日本形成外科
学会関西支部学術集, 6.17, 大阪.（抄録集, 25, 2006.）
木矢孝一郎, 浅田裕司, 岩崎明日香, 門脇未来（2006）下肢悪

［原著］
Oya ma, T., Nishimoto, S., Ishii, N. a nd Hosokawa,
K（
. 2 0 0 6）S o f t p a l a t e m u c o s a l a d h e s i o n a s
a p r e p a r a t i o n f o r F u r l o w's d o u b l e - o p p o s i n g
Z-palatoplasty. Plast. Reconstr. Surg., 118, 469-475.
Nishimoto, S., Oyama, T., Nagashima, T., Shimizu, F.,

性腫瘍における膝窩リンパ節. 第86回日本形成外科学会
関西支部学術集, 6.17, 大阪.（抄録集, 31, 2006.）
大崎陽子, 西本 聡, 大山知樹, 戸田直歩（2006）Organoid
nevus syndromeの二例. 第86回日本形成外科学会関西支
部学術集会, 6.17, 大阪.（抄録集, 37, 2006.）

Tsugawa, T., Takeda, M. and Toda, N.（2006）Gradual

垣淵正男（2006）形成外科における自家組織移植について.

distraction fronto-orbital advancement with 'floating

平成18年度第1回兵庫医科大学医学会学術講演会, 7.14,

forehead' for patients with syndromic craniosynostosis.
J. Craniofac. Surg., 17, 497-505.

西宮（兵庫医科大学）.
河合建一郎, 西本

聡, 福田健児, 門脇未来, 妻野知子, 垣

淵正男（2006）bm-PR P（bone marrow-Platelet Rich

■ 学会発表 ■
［指定講演］

Plasma）を用いて治療した仙骨部放射線潰瘍の一例. 第

垣淵正男（2006）形成外科の現状と課題.（特別講演）第22
回九耳会, 2.9, 大阪.
垣淵正男（2006）各種の創傷に対する対処法.（特別講演）第
3回兵庫県創傷治癒研究会, 3.10, 神戸.
垣淵正男（2006）眼窩ブローアウト骨折の診断と治療.（特別
講演）第23回大阪形成外科医会総会, 3.21, 大阪.

20回神戸形成外科集談会, 8.26, 神戸.
西本

聡, 大山知樹, 河合建一郎, 福田健児, 垣淵正男

（2006）骨髄液（bm-PR P）を用いた骨移植を行わない顎,
歯槽裂骨架橋. 第9回日本組織工学会, 9.7-8, 京都.（抄録
集, 104, 2006.）
西本

聡, 大山知樹, 河合建一郎, 福田健児, 門脇未来, 妻

垣淵正男（2006）形成外科におけるマイクロサージャリー：20

野知子, 垣淵正男（2006）骨髄液を濃縮した多血小板血漿

年間の経験.（特別講演）第1回兵庫県マイクロサージャリー

（bm-PRP）の有用性. 第15回日本形成外科学会基礎学術

研究会, 5.25, 神戸.
西本

聡（2006）頭蓋骨早期癒合症に対する治療.（特別講

演）第2回阪神形成外科セミナー, 6.8, 大阪.
垣淵正男（2006）耳鼻咽喉科と形成外科の関わり.（特別講
演）阪神耳鼻咽喉科医会, 6.10, 大阪.
垣淵正男（2006）眼瞼・眼窩の形成手術について.（特別講
演）第5回大阪眼科医会（すだちの会）, 7.1, 大阪.
垣淵正男（2006）耳介・外鼻の外傷・先天異常の治療.（特別
講演）平成18年度阪大耳鼻科開業医会, 9.2, 大阪.
垣淵正男（2006）形成外科領域における外傷.（教育講演）
平
成18年度伊丹市医師会産業医研修会, 9.30, 伊丹.
垣淵正男（2 0 0 6）日常診療で遭遇する創傷の扱いについ
て.（特別講演）宝塚医師会学術講演会, 12.9, 宝塚.

集会, 10.12-13, 埼玉.（抄録集, 75, 2006.）
河合建一郎, 西本 聡, 福田健児, 門脇未来, 妻野知子, 垣淵
正男（2006）複数回の遊離組織移植手術を行った頭頸部
腫瘍症例の検討. 第33回日本マイクロサージャリー学会学
術集会, 10.27-28, 奈良.（抄録集, 130, 2006.）
門脇未来, 福田健児, 垣淵正男, 西本 聡, 河合建一郎, 蔭
山晶子, 妻野知子（2006）ラップ療法により感染が遷延し
たと思われた症例. 第26回兵庫県形成外科医会研究会,
11.11, 神戸.
福田 健 児 , 垣 淵 正 男, 西 本

聡, 門脇未来, 妻野知子

（2006）PTFE糸を用いた眼瞼つり上げ術. 第24回日本頭
蓋顎顔面外科学会総会・学術集会, 11.16-17, 長崎.（抄録
集, 115, 2006.）
西本 聡, 大山知樹, 大崎陽子, 吉村友希, 福田健児, 河合 建

［一般講演］
河合建一郎, 細川 亙, 矢野健二, 久保盾貴, 波多祐紀, 吉村

一郎, 門脇未来, 妻野知子, 垣淵正男（2006）眼窩側方径

友紀, 飯沼義博（2006）当科における甲状腺眼症手術23

拡大と骨延長術によるFronto-Orbital Advancement. 第

例の検討. 第49回日本形成外科学会総会・学術集会, 4.12-

24回日本頭蓋顎顔面外科学会総会・学術集会, 11.16-17,

14, 岡山.（抄録集, 270, 2006.）

長崎.（抄録集, 135, 2006.）

福田健児, 垣淵正男（2006）眼瞼痙攣に対する当科の治療

Fukuda, K. a nd Kakibuchi, M.（2006）Seria l suture

経験. 第49回日本形成外科学会総会・学術集会, 4.12-14,

technique for double eyelid blephaloplasty. The 10th

岡山.（抄録集, 271, 2006.）

International Congress of Oriental Society of Aesthetic

大山知樹, 西本

聡, 戸田直歩, 石井信行（2006）片側唇顎

Plastic Surgery, 11.23-25, Shanghai, China.

口蓋裂における新しい術前顎矯正装置. 第49回日本形

Kakibuchi, M., Nishimoto, S., Fukuda, K., Kadowaki, M. and

成外科学会総会・学術集会, 4.12-14, 岡山.（抄録集, 295,

Tsumano, T.（2006）Correction of the deviated nose by

2006.）

partial osteotomy combined with dorsal cartilage graft

妻野知子, 福田健児, 門脇未来, 河合建一郎, 西本 聡, 垣淵

and septoplasty. The 10th International Congress of

正男（2006）ゴアテックススーチャーを用いた眼瞼吊り上

Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, 11.23-25,

げ術. 第25回兵庫県形成外科医会研究会, 5.20, 神戸.
門脇未来, 岩崎明日香, 浅田裕司（2006）上下眼瞼広範不全

Shanghai, China.
門脇未来, 妻野知子, 蔭山晶子, 河合建一郎, 福田健児, 西
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本 聡, 垣淵正男（2006）頬骨・眼窩底骨折および術後の

井泰樹, 東

難治性三叉神経痛5例についての検討. 第87回日本形成外

上 進, 木原裕次, 野々村光生, 飛田収一, 奥野 博, 岡所

科学会関西支部学術集会, 12.2, 奈良.

明良, 鴨井和実, 前川幹雄, 北森伴人, 青木 正, 賀本敏行,

義人, 岡村康彦, 山添善博, 任

書楷, 井

妻野知子, 門脇未来, 河合建一郎, 福田健児, 西本 聡, 垣淵

中尾昌宏, 小川 修, 三木恒治, 大江 宏, 村谷哲郎, 松本

正男（2006）放射線治療後の気管再建にbm-PRP（骨髄多

哲朗（2006）京都府下男性尿道炎の推移. 泌尿器科紀要,

血小板血漿）を併用した一例. 第87回日本形成外科学会
関西支部学術集会, 12.2, 奈良.
西本 聡, 河合建一郎, 福田健児, 大山知樹, 垣淵正男, 門脇
未来, 妻野知子（2006）放射線照射による創傷治癒障害に
対する骨髄多血小板血漿（bm-PRP）を用いた治療. 第36
回日本創傷治癒学会, 12.4-5, 東京.（抄録集, 72, 2006.）

52, 265-270.
森 義則, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博
基（2006）代用膀胱（自然排尿型尿路変向術）. 泌尿器科
紀要, 52, 427-430.
丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 森 義則, 島 博
基, 上紺屋憲彦, 廣田省三, 中尾宣夫（2006）浸潤性膀胱癌
（T2-3N0M0）に対する動注療法の治療成績. 泌尿器科紀
要, 52, 445-449.

泌尿器科学

島 博基, 山本新吾, 伊藤哲之, 岩瀬 豊, 黒田秀也（2006）

山本新吾（2006）腎・泌尿器科疾患 膀胱炎. 今日の診療の

松本哲朗, 村谷哲郎, 山田陽司, 塚本泰司, 松川雅則, 小野

■ 著書 ■

特別シンポジウム Let’s make a good environment for
us!. 泌尿器科紀要, 52, 495-499.

ために ガイドライン外来診療2006,（泉 孝英 編）, 日経

寺昭一, 清田

メディカル開発, 東京, 274-278.

口 隆, 安田 満, 石原 哲, 小川 修, 山本新吾, 藤澤正

浩, 頴川

晋, 星長清隆, 石川清仁, 出

山本新吾（2006）慢性前立腺炎の診断と治療. 日本泌尿器

人, 荒川創一, 田中一志, 公文裕巳, 門田晃一, 上原慎也,

科学会2006年卒後・生涯教育テキスト 11巻1号, 杏林会,

内藤誠二, 江頭稔久, 野村博之, UTI共同研究会周術期感

東京, 67-77.

染予防ガイドライン作成ワーキンググループ（2006）泌尿器

山本新吾（2006）腎の泌尿器科的疾患. 子どもはすばらしい
−お母さんとお父さんの子育てのために−,（牛尾信也, 北
村溥之, 馬場 清, 太田 茂, 南部光彦, 山本博司, 小田浤
監修）, 金原出版, 東京, 340-343.
■ 学術論文 ■
［総説］
島

博基, 山本新吾（2006）内分泌症候群2, 男性仮性半陰
陽 半陰陽. 新領域別症候群シリーズ2, 日本臨牀（別冊）,
551-572.

山本新吾, 角谷智子（2006）前立腺全摘除術. 泌尿器ケア,
11, 617-620.
島 博基, 山本新吾（2006）新生児の泌尿器科疾患. 産婦人
科治療, 92, 950-961.
山本新吾, 角谷智子（2006）膀胱全摘除術, 回腸導管造設術.
泌尿器ケア, 11, 732-735.
山本新吾, 角谷智子（2006）膀胱全摘除術, 自排尿型代用膀
胱造設術. 泌尿器ケア, 11, 812-816.
金谷 勳, 兼松明弘, 山本新吾, 小川 修（2006）生体吸収
性材料を用いた尿道再生の試み. Urology View, 4, 34-37.
山本新吾, 角谷智子（2006）腎（尿管）摘除術. 泌尿器ケア,
11, 941-944.
山本新吾, 角谷智子（2006）腎部分切除術. 泌尿器ケア, 11,
1053-1056.
山本新吾, 角谷智子（2006）経皮的腎砕石術（PNL）. 泌尿
器ケア, 11, 1161-1165.
山本新吾, 角谷智子（2006）尿管膀胱新吻合術. 泌尿器ケア,
11, 1261-1264.
［原著］
吉村耕治, 山本新吾, 河内明宏, 伊東三喜雄, 中川修一, 堀

科領域における周術期感染予防ガイドライン. 日本泌尿器
科学会雑誌, 97, 1-34.
Kanamaru, S., Kurazono, H., Nakano, M., Terai, A.,
Ogawa, O. a nd Yamamoto, S.（2006）Subtyping of
uropathogenic Escherichia coli according to the
pathogenicity island encoding uropathogenic-specific
protein: comparison with phylogenetic groups. Int. J.
Urol., 13, 754-760.
Takahashi, T., Higashi, S., Nishiyama, H., Segawa, T.,
Nakamura, E., Kinoshita, H., Itoh, N., Yamamoto,
S., Kamoto, T., Habuchi, T. and Ogawa, O.（2006）
Biweekly Paclitaxel and Gemcitabine for patients with
advanced urothelial cancer ineligible for cisplatin-based
regimen. Jpn. J. Clin. Oncol., 36, 104-108.
Kanamaru, S., Kurazono, H., Terai, A., Monden, K.,
Kumon, H., Mizunoe, Y., Ogawa, O. and Yamamoto,
S.（2006）Increased biofilm formation in Escherichia
coli isolated from acute prostatitis. Int. J. Antimicrob.
Agent., 28, S21-25.
Takahashi, A., Kanamaru, S., Kurazono, H., Kunishima,
Y., Tsukamoto, T., Ogawa, O. and Yamamoto, S.（2006）
Escherichia coli uncomplicated and complicated
cystitis and asymptomatic bacteriuria possess similar
phylogeny, virulence genes, and O-serogroup profiles. J.
Clin. Microbiol., 44, 4589-4592.
Kanatani, I., Ikai, T., Okazaki, A., Jo, J., Yamamoto, M.,
Imamura, M., Kanematsu, A., Yamamoto, S., Ito, N.,
Ogawa, O. and Tabata, Y.（2006）Efficient gene transfer
by pullulan-spermine occurs through both clathrin-
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and raft/caveolae-dependent mechanisms. J. Control.

別講演）宝塚市医師会学術講演会, 8.19, 兵庫.
山本新吾（2006）腹腔鏡における周術期感染予防の現状－

Release, 116, 75-82.
鈴木 透, 東郷容和, 安田和生, 山本裕信, 古倉浩次, 流田
智史（2006）亀頭にPaget現象を呈した前立腺導管癌の1

回日本Endourology・ESWL学会総会, 10.4-7, 大阪.
［シンポジウム等］

例. 泌尿器科紀要, 52. 887-890.
野島道生, 上田康生, 丸山琢雄, 島 博基, 前

腹腔鏡手術と感染症手術の違いとは？－.（教育講演）第20

寛, 谷澤隆

Yamamoto, S.（2006）The Role of Antibiotics in Chronic

邦, 善本哲郎, 瀧内秀和, 中尾 篤（2006）低体重児に対す

Bacterial/Nonbacterial Prostatitis.（Symposium）8th

る腎移植を経験して－術前計画と予想外の原因による術後

Asian congress of urology, 8.22-26, Bari, Republic of

出血－. 日本小児腎不全学会雑誌, 26, 278-281.

Indonesia.

［症例報告］
西澤恒二, 寒野

山本新吾（2006）高齢者の尿路感染症.（シンポジウム）第4
徹, 高橋

毅, 西山博之, 伊藤明宏, 伊藤

哲之, 山本新吾, 賀本敏行, 小川 修, 小谷泰一, 足立友香
里, 桜井孝規, 真鍋俊明（2006）診断に苦慮した後腹膜腔

71回日本泌尿器科学会東部総会, 10.19-21, 東京.
島 博基（2006）停留精巣の診断と治療の現状.（シンポジウ

原発脂肪肉腫の1例. 泌尿器科紀要, 52, 11-14.
星 昭夫, 清川岳彦, 高橋 毅, 中村英二郎, 東

回福岡感染症シンポジウム, 9.9, 福岡.
山本新吾（2006）大腸菌の尿路病原因子.（シンポジウム）第

新, 伊藤

哲之, 山本新吾, 賀本敏行, 小川 修（2006）腎移植後BK
ウイルス腎症の1例. 泌尿器科紀要, 52, 119-123.
Nishizawa, K., Ito, N., Yamamoto, S., Kamoto, T. and

ム）第56回日本泌尿器科学会中部総会, 10.25-27, 名古屋.
山本新 吾（2 0 0 6）日本 泌尿器 科学会ガイドラインについ
て.（ワークショップ）第52回兵庫県泌尿器科医会, 11.18,
神戸.

Ogawa, O.（2006）Successful laparoscopic management

Yamamoto, S.（2006）Wound classifications and risk

of chylous ascites following laparoscopic radical

factors in urologic surgey.（Symposium）10th Western

nephrectomy. Int. J. Urol., 13, 619-621.

pacific congress on chemotherapy and infectious

Hoshi, A., Nakamura, E., Higashi, S., Segawa, T., Ito,
N., Yamamoto, S., Kamoto, T. and Ogawa, O.（2006）
Epithelial stromal tumor of the seminal vesicle. Int. J.

disease, 12.3-6, Fukuoka.
［一般講演］
山本新吾, 橋本貴彦, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣
幸, 野島道生, 森

Urol., 13, 640-642.

義則, 島

博基（2006）ホルモン抵抗

Kawahara, T., Nishiyama, H., Yamamoto, S., Kamoto, T.

性前立腺癌に対するドセタキセル・エストラムスチン併用療

and Ogawa, O.（2006）Protocol consisting of cisplatin,

法の治療成績. 第3回兵庫癌治療・細胞療法研究会, 1.21,

etoposide and irinotecan induced complete pathological

神戸.

remission of primary small cell carcinoma of the
bladder. Int J Urol., 13, 1251-1253.
Yamamoto, S., Hashimoto, T., Nojima, M., Mori, Y., Hirota, S.
and Shima, H.（2006）Testicular seminoma associated
with massive necrosis. Int. J. Urol., 13, 1262-1263.
上田康生, 安田和生, 鈴木
木

樋口喜英, 野島道生, 上田康生, 橋本貴彦, 丸山琢雄, 山本新
吾, 島 博基, 今西宏安, 奥谷 龍, 東郷容和（2006）腎移
植後に発生した急性膵炎の1例. 第139回日本臨床腎移植
学会, 1.25-27, 鬼怒川.
橋本貴彦, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道

透, 山本裕信, 古倉浩次, 青

生, 山本新吾, 森 義則, 島 博基, 廣田誠一（2006）
広汎

大（2006）腎静脈内腫瘍血栓を伴った腎平滑筋肉腫.

な壊死を伴ったセミノーマの1例. 第194回日本泌尿器科学

臨床泌尿器科, 60, 147-149.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
山本新吾（2006）早期前立腺癌の診断と治療.（教育講演）
兵
庫医科大学市民健康講座, 2.15, 西宮（兵庫医科大学）.
山本新吾（2006）尿路性器感染症とその関連疾患－間質性
膀胱炎や前立腺炎など－.（教育講演）日本泌尿器科学会
卒後生涯教育プログラム, 4.13, 福岡.

会関西地方会, 2.18, 和歌山.
近藤宣幸, 橋本貴彦, 上田康生, 樋口喜英, 島 博基（2006）
当科における射精障害の臨床的検討. 第32回関西アンドロ
ロジーカンファレンス, 3.4, 大阪.
福井浩二, 土井

裕, 藪元秀典, 片岡保朗, 杉原綾子, 山本

新吾（2006）肺・腸腰筋転移を認めた成人左精巣成熟奇
形種の1例. 第24回阪神泌尿器科医会, 3.22, 西宮.
上田康生, 橋本貴彦, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道

山本新吾（2006）プライマリー医のための頻尿の診断と治

生, 山本新吾, 森 義則, 島 博基, 廣田誠一（2006）
PSA

療.（特別講演）西宮市医師会総合臨床研究会, 6.14, 兵庫.

高値にもかかわらず前立腺生検（2回計18カ所）陰性の1例.

山本新吾（2006）過活動膀胱の診断と治療－診療ガイドライ
ンを中心に－.（特別講演）平成18年度兵庫県病院薬剤師
会伊丹支部学術講演会, 6.29, 兵庫.
山本新吾（2006）小児泌尿器科疾患の保存療法と手術時期.
（特別講演）尼崎市小児科医会, 7.19, 兵庫.
近藤宣幸（2006）前立腺肥大症による排尿障害について.（特

第24回阪神泌尿器科医会, 3.22, 西宮.
野島道生, 森 義則, 橋本貴彦, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢
雄, 近藤宣幸, 山本新吾, 島 博基（2006）Studer回腸代
用膀胱の排尿状態. 第8回兵庫排尿障害セミナー, 3.23, 神
戸.
金谷

勳, 今村正明, 猪飼智範, 岡崎有道, 城潤一郎, 山本
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雅哉, 山本新吾, 田畑泰彦, 小川 修（2006）多糖誘導体
からなる非ウイルスベクターによる遺伝子導入の増強. 第94

勲, 兼松明弘, 山本新吾, 小川

修, 田畑

泰彦（2006）膀胱肥大時におけるbFGF作用機序の解明.
第27回炎症・再生医学会抄録, 7.11-12, 東京.

回日本泌尿器科学会, 4.12-15, 福岡.
勳, 兼松明弘, 山本新吾, 田畑泰彦, 小

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島道

修（2006）膀胱肥大時におけるbFGF作用機序の解

生, 山本新吾, 島 博基（2006）射精障害の臨床的観察－

今村正明, 金谷
川

今村正明, 金谷

明. 第94回日本泌尿器科学会, 4.12-15, 福岡.
清川岳彦, 小林

恭, 杉野善雄, 山崎俊成, 松井喜之, 清水

不妊症合併例を含めて－. 第25回日本アンドロロジー学会,
7.15-16, 加賀.

洋祐, 高橋 彰, 中村英二郎, 賀本敏行, 小川 修, 石戸谷

橋本貴彦, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道

哲, 奥村和弘, 山本新吾（2006）外来無麻酔科経直腸的系

生, 山本新吾, 島 博基（2006）兵庫医科大学泌尿器科に

統的前立腺生検の合併症に関する検討. 第94回日本泌尿

おける小児腎外傷症例の臨床的検討. 第15回日本小児泌
尿器科学会総会, 7.20-22, 新潟.

器科学会, 4.12-15, 福岡.
樋口喜英, 橋本貴彦, 上田康生, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道

Yamamoto, S., Ya ma no, T., A ndo, K., Ish ikura, R.,

生, 山本新吾, 森 義則, 島 博基, 廣田誠一（2006）
局所

Tanooka, M., Takiuchi, H., Nojima, N. and Shima,

前立腺癌における術前ホルモン療法の有効性についての

H.（2006）Assessment of diag nost ic accuracy of

検討. 第94回日本泌尿器科学会, 4.12-15, 福岡.

computed tomography-based imaging in detection of

修, 高倉俊二, 飯沼由嗣, 一

the renal vascular anatomy for laparoscopic donor

山 智, 山本新吾（2006）京都大学医学部付属病院におけ

nephrectomy. 24TH World Congress of Endourology,

高橋

彰, 金丸聰淳, 小川

る尿路由来緑膿菌臨床分離株の薬剤感受性, 病原因子の
特徴. 第94回日本泌尿器科学会, 4.12-15, 福岡.
石戸谷哲, 山本新吾, 澤田篤郎, 沖波

8.17-20, Cleveland, U.S.A.
Kanatani, I., Imamura, M., Kanematsu, A., Inatsugu,

武, 田上英毅, 前田

Y., Yamamoto, S., Tabata, Y., Ikada, Y. and Ogawa,

純宏, 奥村和弘, 吉村耕治, 高橋 毅, 清川岳彦, 中村英二

O.（2006）Rabbit urethral regeneration using synthetic

郎, 賀本敏行, 小川 修（2006）経直腸的前立腺生検にお

bioabsorbable grafts. 8th Asian congress of, 8.22-26,

ける予防抗菌薬至適投与法に関する検討. 第94回日本泌

Bari, Republic of Indonesia.

尿器科学会, 4.12-15, 福岡.

Imamura, M., Kanatani, I., Kanematsu, A., Yamamoto, S.,

丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基（2006）

Tabata, Y. and Ogawa, O.（2006）High expression of

塩酸ピラルビシン至適膀胱注入療法のin vitroにおける検

basic fibroblast growth factor in bladder hypertrophy

討. 第94回日本泌尿器科学会, 4.12-15, 福岡.

secondary to bladder outlet obstruction. 8th Asian

山本新吾, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森 義則, 島 博
基（2006）兵庫医科大学泌尿器科における根治的前立腺
摘除術－尿失禁防止に対する工夫－. 第4回兵庫県尿路悪

川

Indonesia.
近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木 透, 樋口喜英, 丸山琢
雄, 野島道生, 山本新吾, 島 博基（2006）ED患者に対す

性腫瘍研究会, 4.27, 神戸.
今村正明, 金谷

cong res s of u rolog y, 8.22-26, Ba r i, Republ ic of

勲, 兼松明弘, 山本新吾, 田畑泰彦, 小

修（2006）膀胱平滑筋に対するbFGF作用機序の解

明. 第3回泌尿器科再建再生研究会, 6.3, 札幌.

るPDE5阻害薬とビタミンE併用療法の試み. 第17回日本性
機能学会, 9.1-2, 京都.
樋口喜英, 三井要造, 上田康生, 鈴木 透, 丸山琢雄, 近藤

丸山琢雄, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 近藤

宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基, 廣田誠一（2006）根

宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基, 廣田誠一（2006）排

治的前立腺摘除術における術前内分泌療法の有効性の

尿困難を来した前立腺貯留性嚢胞の1例. 第11回阪神前立

検討. 第4回兵庫癌治療・細胞療法研究会, 9.2, 神戸.
野島道生, 樋口喜英, 上田康生, 橋本貴彦, 野島道生, 山本

腺疾患セミナー, 6.8, 西宮.
上田康生, 橋本貴彦, 三井要造, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤

新吾, 島 博基, 善本哲郎, 井原英有（2006）タクロリムス

宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基, 新長真由美, 廣田誠

を使用した腎移植11年の経験. 第42回日本移植学会総会,

一（2006）骨転移生検によって病理診断が得られた前立

9.7-9, 千葉.

腺癌の1例. 第195回日本泌尿器科学会関西地方会, 6.17, 大

今村正明, 金谷

阪.

勲, 兼松明弘, 山本新吾, 小川

修, 田畑

泰彦（2006）下部尿路通過障害に伴う膀胱肥大化におけ

樋口喜英, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

るbFGF作用機序. 第13回日本排尿機能学会, 9. 6-8, 東京.

博基, 廣田誠一（2006）
局

近藤宣幸, 島 博基, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）クライン

所前立腺癌における術前ホルモン療法（N HT）の有効性

フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術につい

の検討. 第51回兵庫県泌尿器科医会, 6.24, 神戸.

て. 第9回阪神不妊懇話会, 9.14, 兵庫.

勳, 今村正明, 山本新吾, 猪飼智範, 岡崎有道, 城潤

丸山琢雄, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 鈴木 透, 樋口

一郎, 山本雅哉, 小川 修, 田畑泰彦（2006）多糖誘導体

喜英, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基, 新長真由

からなる非ウイルスベクターによる遺伝子導入とその機序.

美, 廣田誠一, 吉岡 優（2006）排尿困難を来した前立腺

第22回日本DDS学会, 7.7-8, 東京.

貯留性嚢胞の1例. 第196回日本泌尿器科学会関西地方会,

金谷
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郎, 中尾 篤, 滝内秀和, 山本裕信, 福井浩二, 東郷容和,

9.16, 京都.
鈴木 透, 上田康生, 三井要造, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

安田和生, 青木

大, 藪元秀典, 橋本貴彦, 井原英有, 橋

博基, 新長真由美, 廣田

本光男（2006）兵庫医科大学における腎移植症例の検討

誠一（2006）腎出血を契機に発見されたJuxtaglomerular

（1995年以降の80例を中心に）. 第52回兵庫県泌尿器科
医会, 11.18, 神戸.

cell tumorの1例. 第25回阪神泌尿器科医会, 9.21, 兵庫.
Maruyama, T., Ueda, Y., Higuchi, Y., Kondoh, N., Nojima,

三井要造, 上田康生, 鈴木 透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤

M., Yamamoto, S., Shima, H., Kamikonya, N., Hirota, S.

宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基（2006）腎盂形成術

and Nakao, N.（2006）The effectiveness of intra-arterial

にて水腎症の改善を認めた左骨盤腎の1例. 第197回日本

chemotherapy in treatment for invasive bladder cancer

泌尿器科学会関西地方会, 12.16, 枚方.

（T2〜3N0M0）. The 23r J-Kurolojical congress, 9.
22-23, Nara.
金谷

脳神経外科学

勳, 今村正明, 山本雅哉, 兼松明弘, 山本新吾, 岡崎

有道, 城潤一郎, 山本雅哉, 田畑泰彦, 小川 修（2006）多
糖誘導体による遺伝子導入とその機序. 第65回日本癌学

■ 著書 ■

会学術総会, 9.28-30, 東京.

有田憲生（2006）髄膜腫摘出手術の基本的な考え方. 脳腫

山本新吾, 山野理子, 安藤久美子, 石藏礼一, 田ノ岡征雄,
滝内秀和, 野島道生, 島

博基（2006）腎門部血管構造

診断におけるmaximum intensity projection（MIP）と
動画volume rendering（V R）との有用性. 第20回日本
Endourology・ESWL学会総会, 10.4-7, 大阪.
島

博基（2006）小児泌尿器科学の基礎と臨床. 第57回仙
博基（2006）慈恵医大青戸病院事件の考察. 第71回日
本泌尿器科学会東部総会, 10.19-21, 東京.

丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博基（2006）
培養ヒト膀胱癌株におけるヒストン脱アセチル化酵素阻害
因子を用いたシスプラチンの細胞増殖抑制効果の検討. 第
56回日本泌尿器科学会中部総会, 10.25-27, 名古屋.
邱

編）,

MCメディカ出版, 吹田, 100-103.
■ 学術論文 ■
［総説］
有田憲生（2006）髄膜腫の摘出における工夫−基本手技に
おけるポイント6−. 脳神経外科速報, 16, 26-29.
有田憲生（2006）髄膜腫の摘出における工夫−基本手技に

萩会総会, 10.14, 仙台.
島

瘍の外科−脳腫瘍手術の進歩と限界−,（田渕和雄

君, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島 博

基（2006）Histone deacetylase阻害剤による前立腺がん
細胞の増殖抑制効果の検討. 第56回日本泌尿器科学会中

おけるポイント7−. 脳神経外科速報, 16, 227-229.
有田憲生, 池本秀康, 新光阿以子（2006）脳神経外科術後急
性期尿崩症の管理. 脳神経外科速報, 16, 717-723.
有田憲生（2006）髄膜腫の摘出における工夫−蝶形骨縁髄
膜腫の手術−. 脳神経外科速報, 16, 965-974.
有田憲生（2006）髄膜腫の摘出における工夫−錐体骨髄膜
腫の手術−. 脳神経外科速報, 16, 1084-1089.
［原著］
Oshino, S., Saitoh, Y., Kasayama, S., Arita, N., Ohnishi,

部総会, 10.25-27, 名古屋.

T., Kohara, H., Izumoto, S. and Yoshimine, T.（2006）

上田康生, 橋本貴彦, 三井要造, 鈴木

透, 樋口喜英, 丸

Short-term preoperative octreotide treatment of

山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 新長真由美, 廣

GH-secreting pituitary adenoma: predictors of tumor

田誠一, 島

博 基（2 0 0 6）腎出血を契機に発見された

Juxtaglomerular cell tumorの1例. 第56回日本泌尿器科

shrinkage. Endocr. J., 53, 125-132.
［症例報告］
林

学会中部総会, 10.25-27, 名古屋.

宏（2006）意識消失発作により救急搬送された症例.

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木 透, 樋口喜英, 丸山琢
雄, 野島道生, 山本新吾, 島 博基, 持田菜穂子, 堀内 巧,
霞 弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）クラインフェルター
症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 第51回日
本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.
高橋

彰, 山本新吾, 金丸聰淳, 国島康晴, 倉園久生, 塚本

泰司, 小川

修（2006）急性単純性膀胱, 複雑性膀胱炎,

無症候性細菌尿由来の大腸菌株における保有病原因子の
比較. 第17回尿路感染症研究会, 11.11, 東京.

レジデントノート, 7, 1613-1614.
林

宏（2006）頭部外傷後に意識清明期を呈した症例. レ
ジデントノート, 8, 783-784.

友金祐介, 新光阿以子, 藤田重一, 森

鑑二, 林

宏, 池

本 秀 康 , 有 田 憲 生（ 2 0 0 6 ）著 明 な 脳 浮 腫 を 伴 った
secretory meningiomaの1例. 脳神経外科ジャーナル, 15,
778-783.
■ 学会発表 ■
［指定講演］

島 博基（2006）兵庫医科大学泌尿器科における取り組み：

Arita, N.（2006）Surgical treatment of tuberculum sellae

泌尿器疾患の治療について. 第3回武庫川リンク研究会,

meningioma.（Invited Speaker）Joint Neurosurgical

11.16, 兵庫.

Convention 2006（The 4th International Mt. Bandai

野島道生, 樋口喜英, 上田康生, 三井要造, 鈴木 透, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 山本新吾, 島

博基, 梶尾圭介, 善本哲

Symposium for Neuroscience and The 5th Pan-Pacific
Neurosurgery Congress）, 1.21-27, Hawaii, U.S.A.
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有田憲生（2006）脳卒中−診断と治療の最近の話題−.（特別
講演）西宮市医師会内科医会学術講演会, 2.22, 西宮.
林

懇話会, 4.24, 神戸.
垣田寛人, 池本秀康, 有田憲生（2006）奇妙なホルモン値経

宏, 有田憲生（2006）脳卒中の外科的治療－脳血管内

過を呈したクッシング病の1例. 第18回兵庫下垂体疾患症
例検討会, 6.8, 西宮.

治療の実際－.（特別講演）生活習慣病病診連携懇話会

中村嘉夫, 山田 豪, 山田浩史, 原 恭子, 池本秀康, 有田 憲

第4回「二季会」, 4.6, 西宮.

生（2006）中枢性甲状腺機能低下症で発見された頭蓋咽

有田憲生（2 0 0 6）鞍結節髄膜 腫の手 術.（モーニングセミ

頭腫の1例. 第18回兵庫下垂体疾患症例検討会, 6.8, 西宮.

ナー）第26回日本脳神経外科コングレス総会, 5.12-14, 東
京.（脳神経外科ジャーナル, 15, 338, 2006.）

森

鑑二, 池本秀康, 藤田重一, 新光阿以子, 有田憲生

有田憲生（2006）中枢神経原発悪性リンパ腫の治療−最近

（20 06）脳腫瘍との鑑別が困難であった炎症性病変の2

の話題−.（特別講演）鹿児島脳神経外科学会（第12回鹿

例. 第24回日本脳腫瘍病理学会, 6.29-30, 宜野湾.（Brain

児島脳神経セミナー&第50回鹿児島県臨床脳神経外科学

Tumor Pathology, 23（Suppl.）, 91, 2006.）
友金祐介, 有田憲生（2006）後頭下腫瘍手術における脳神

会）, 7.8, 鹿児島.
有田憲生（2006）実地医家のための脳卒中診断のコツと治

経術前拡散テンソルtractographyの有用性について. 第

療.（特別講演）第3回神戸東循環器疾患研究会, 10.14, 神

18回日本頭蓋底外科学会, 7.27-28, 名古屋.（抄録集, 76,

戸.

2006.）

有田憲生（2006）悪性リンパ腫・化学療法（MTX）（基調講
.

垣田寛人, 藤田重一, 友金祐介, 有田憲生（2006）Infantile

演）第65回社団法人日本脳神経外科学会総会, 10.18-20,

myofibromatosisの1例. 第52回日本脳神経外科学会近畿
支部学術集会, 9.9, 豊中.（抄録集, 33, 2006.）

京都.（Neurologia medico-chirurgica, 46（Extra Issue）,
崔

161, 2006.）
有田憲生（2006）髄膜腫の手術.（特別講演）第6回Autumn
Brain Conference in Dogo, 10.28, 松山.
Arita, N.（2006）Surgical Treatment of tuberculum sellae

永得, 藤田重一, 森

鑑二, 有田憲生（2006）放射線治

療20年後に発症したsolitary fibrous tumorが疑われた1
例－radiation induced solitary fibrous tumor－. 第64回
近畿脳腫瘍研究会, 9.9, 豊中.（抄録集, 52, 2006.）

meningiomas−Role of unroofing of the optic canal−

有田憲生, 中枢神経系原発悪性リンパ腫研究会（2006）悪性

（Panel Discussion）5th International Congress on

リンパ腫に対するhigh-dose methotrexate療法−多施設

Menigiomas and Cerebral Venous System, 11.27-29,

共同臨床研究の報告−. 第24回日本脳腫瘍学会, 10.1-3, 釧

Fujiyoshida.（Abstracts, 99, 2006.）

路.（抄録集, 45, 2006.）
森 鑑二, 藤田重一, 有田憲生（2006）FISH法によるGlioma

［シンポジウム等］
有田憲生（2006）Surgical treatment of tuberculum sellae
meningioma.（国際シンポジウム）第16回日本間脳下垂体

での1番染色体短腕及び19番染色体長腕異常と治療経過.
第24回日本脳腫瘍学会, 10.1-3, 釧路.（抄録集, 83, 2006.）
新光阿以子, 上田順二, 友金祐介, 藤田重一, 森 鑑二, 田 中

腫瘍学会, 2.3-4, 神戸.
有田憲生（2006）無症候性脳腫瘍の治療方針.（シンポジウ

春美, 有田憲生（2006）頭頂葉病変における高次脳機能

ム指定講演）第15回日本脳ドック学会総会, 6.30-7.1, 東

評価－術前および術後の評価－. 第24回日本脳腫瘍学会,

京.（抄録集, 48, 2006.）

10.1-3, 釧路.（抄録集, 96, 2006.）
藤田重一, 森 鑑二, 友金祐介, 有田憲生（2006）強い脳浮腫

［一般講演］
池本秀康, 有田憲生（2006）経蝶形骨洞手術における術式

を伴った髄膜腫の検討. 第65回社団法人日本脳神経外科

の選択－当科におけるsublabial approachの臨床像－. 第

学会総会, 10.18-20, 京都.（Neurologia medico-chirurgica,

16回日本間脳下垂体腫瘍学会, 2.3-4, 神戸.（抄録集, 116,

46（Extra Issue）, 180, 2006.）
友金祐介, 有田憲生（2006）後頭下腫瘍手術における脳神

2006.）
池 本 秀康 , 有田憲 生（2 0 0 6）経 蝶形骨洞手 術における

経術前拡散テンソルtractographyの有用性について. 第

sublabial approachの位置づけ. 第37回兵庫内分泌研究会,

65回社団法人日本脳神経外科学会総会, 10.18 -20, 京

3.4, 神戸.

都.（Neurologia medico-chirurgica, 46（Extra Issue）,

友金祐介, 森 鑑二, 藤田重一, 有田憲生（2006）三叉神経痛
で発症した類表皮腫の1例－神経内視鏡及び脳神経の拡

135, 2006.）
上田順二, 友金祐介, 藤田重一, 森

鑑二, 池本秀康, 田中

散強調tractographyの応用－. 第51回日本脳神経外科学

春美, 有田憲生（2006）頭頂葉病変における高次脳機能

会近畿支部学術集会, 4.8, 豊中.（抄録集, 30, 2006.）

評価－術前および術後の評価－. 第65回社団法人日本脳

新光阿以子, 藤田重一, 森

鑑二, 中野敦久 , 有田憲生

（2006）第4脳室上衣腫術後8年目に髄液播種を生じた再
発した上衣腫の一例. 第63回近畿脳腫瘍研究会, 4.8, 豊
中.（抄録集, 28, 2006.）
白川 学, 林

神経外科学会総会, 10.18-20, 京都.（Neurologia medicochirurgica, 46（Extra Issue）, 117, 2006.）
中野

文, 金村米博, 森

鑑二, 坂本博昭, 中村康寛, 岡野

栄之, 山崎麻美, 有田憲生（2006）小児脳腫瘍における

宏, 有田憲生（2006）t-PA非適応例に対す

R NA結合タンパク質Musashi1の発現. 第65回社団法人

る経動脈的血栓溶解術の一例. 第7回兵庫脳血管内治療

日本脳神経外科学会総会, 10.18-20, 京都.（Neurologia
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兵庫医大業績録（2006）
藤 浩, 山田昌和, 吉川啓司, 飯野倫子 編）, 診断と治療

medico-chirurgica, 46（Extra Issue）, 178, 2006.）
白川

学, 林

宏, 有田憲生（2006）頚部巨大内頚動脈

瘤に対する治療経験 . 第8回兵庫脳血管内治療懇話会,

社, 東京, 40-43.
三村 治（2006）外眼筋の作用と眼球運動. 視能学, 増補版,
（丸尾俊夫, 久保田伸枝, 深井小久子

10.30, 神戸.
新光阿以子, 藤田重一, 有田憲生（2006）視神経膠腫の1例.

京, 157-165.
三村 治（2006）視神経・視路の疾患. 視能学, 増補版,（丸

第19回兵庫下垂体疾患症例検討会, 11.9, 西宮.
藤田重一, 友金祐介, 森

編）, 文光堂, 東

鑑二, 有田憲生（2006）転移性頭

蓋骨腫瘍の手術症例の検討. 第11回日本脳腫瘍の外科学

尾俊夫, 久保田伸枝, 深井小久子

編）, 文光堂, 東京,

284-292.
■ 学術論文 ■

会, 12.8-9, 大阪.（抄録集, 105, 2006.）
新光阿以子, 上田順二, 友金祐介, 藤田重一, 森 鑑二, 田中
春美, 有田憲生（2006）頭頂葉病変における高次脳機能評
価－術前および術後の評価－. 第11回日本脳腫瘍の外科

［総説］
三村 治（2006）重症筋無力症の診断. 日本の眼科, 77, 281282.
三村

学会, 12.8-9, 大阪.（抄録集, 174, 2006.）
■ その他 ■

治（2 0 0 6）眼球運 動・斜視・眼瞼. 神経眼科, 2 3 ,

11-18.

池本秀康, 有田憲生（2 0 0 6）巨大下垂体腺腫に対する治
療方針.（ビデオジャーナル）Video Jou r na l of Japa n

三村

治（2006）視神経疾患診療のEBM. 眼科, 48, 891-

899.
三村 治（2006）加齢とテクノストレス. Geriatric Medicine,

Neurosurgery, 14.

44, 1285-1288.
三村

眼科学

木村亜紀子, 三村

■ 著書 ■
三村

治（2006）斜視－手術に踏み切るタイミ

ングと術式の選択. 臨床眼科, 60（増刊）, 275-279.

治（2006）虚血性視神経症. 今日の治療指針2006年

版,（山口

治（2 0 0 6）甲状 腺眼症と眼瞼. O P H T H A L M I C

FORESIGHT, 11, 10-11.

徹, 北原光夫, 福井次矢

編）, 医学書院, 東

三村

治, 栗本拓治（2006）視神経の展望2003年度. 眼科,

48, 1741-1769.
［原著］

京, 1046-1047.
池田誠宏（2006）汎網膜光凝固の実際. 眼科プラクティス 7

鈴木克彦, 坂井 譲, 舩田雅之（2006）80歳以上の高齢者に

糖尿病眼合併症の診療指針,（樋田哲夫 編）, 文光堂, 東

対する白内障手術－術後視力についての検討－. 眼科臨床

京, 68-74.

医報, 100, 1-3.

三村 治, 神野早苗（2006）眼球運動障害. 眼科プラクティス

栗本拓治, 西村雅史, 木村亜紀子, 三村 治（2006）眼筋型

7 糖尿病眼合併症の診療指針,（樋田哲夫 編）, 文光堂,

重症筋無力症に対するステロイドパルス療法. あたらしい

東京, 204-207.

眼科, 23, 121-123.

三村 治（2006）視神経・視覚路疾患. 現代の眼科学, 改訂
第9版,（所

敬, 吉田晃敏 編）, 金原出版, 東京, 207-

村

治（2006）上下直筋水平移動術の回旋矯正効果とそ

の影響因子. 眼科臨床医報, 100, 187-189.

226.
三村

目黒千章, 木村亜紀子, 木村直樹, 中村あい, 窪田真実, 三

治（2006）斜視・弱視および眼振. 眼科臨床メモ, 改

長井紀章, 福畠孝史, 劉

穎, 伊藤吉將, 川上吉美, 池田

訂第3版,（吉村長久, 千原悦夫 編）, 南江堂, 東京, 285-

誠宏, 三村 治, 岡村春樹（2006）ヒト水晶体上皮細胞株

308.

SRAO1/04におけるiNOS遺伝子発現と細胞障害. あたら

三村

治（2006）視野. 眼科臨床メモ, 改訂第3版,（吉村長

三村

治（2006）視神経乳頭. 眼科臨床メモ, 改訂第3版,

三村 治（2006）複視. 眼科開業医のための疑問・難問解決
浩, 山

透過性機能の検討－フルオロフォトメトリを利用した評価
－. Progress in Medicine, 26, 720-722.
栗本拓治, 岡本紀夫, 西村雅史, 田上雄一, 樫本良亮, 田片将

治（2006）眼瞼下垂. 眼科開業医のための疑問・難

液分泌と虹彩毛様体への影響. Progress in Medicine, 26,

32-34.
問解決策－専門医が教える114のチェックポイント,（後
藤 浩, 山田昌和, 吉川啓司, 飯野倫子 編）, 診断と治療
社, 東京, 36-39.
三村

治（2006）トラニラストによる血液網膜柵

編）, 診断と治療社, 東京,

田昌和, 吉川啓司, 飯野倫子
三村

科, 23, 587-591.
岡本紀夫, 三村

（吉村長久, 千原悦夫 編）, 南江堂, 東京, 313-321.
策－専門医が教える114のチェックポイント,（後藤

しい眼科, 23, 383-386.
神野早苗（2006）遺伝性視神経症の乳頭所見. あたらしい眼

久, 千原悦夫 編）, 南江堂, 東京, 309-313.

治（2006）眼瞼痙攣. 眼科開業医のための疑問・難

問解決策－専門医が教える114のチェックポイント,（後

士, 三村

治（2006）塩酸ピロカルピン内服投与による涙

853-856.
田中久子, 三村 治（2006）ホログラフィック・シースルーディ
スプレイによる屈折・調節・瞳孔反応の検討. 神経眼科, 23,
207-215.
Kurimoto, T., Ishii, M., Tagami, Y., Nishimura, M., Miyoshi,

兵庫医大業績録（2006）
T., Tsukamoto, Y. and Mimura, O.（2006）Xylazine
promotes axonal regeneration in the crushed optic
Yu, S., Ta nabe, T., Dezawa, M., Ishikawa, H. a nd
Yoshimura, N.（2006）Effects of bone marrow stromal
cell injection in an experimental glaucoma model.

神経眼科セミナー, 2.4, 広島.
伊丹市合同講演会, 2.18, 伊丹.
三村 治（2006）複視を診たら.（特別講演）第42回あやめ池
眼科懇談会, 3.2, 奈良.
三村

Biochem. Biophys. Res. Commum., 344, 1071-1079.
［症例報告］

治（2006）斜視・神経眼科：眼筋に異常をきたす疾患

群.（教育講演）眼科診療アップデートセミナー2006（IN京

高安紀之, 岡本紀夫, 保科幸次, 三村

治（2006）ボクサー

にみられた網膜中心動脈閉塞症の1例. 眼科臨床医報 ,

都）, 3.4-5, 京都.
三村

治（2006）複視を見たら；眼球運動のみかた.（特別講

演）北九眼科勉強会, 3.14, 北九州.

100, 169-170.
鈴 木 克 彦, 山縣 祥 隆 , 松 葉 沙織 , 三 村

治, 鈴 木

聡

（2006）脈絡膜悪性黒色腫と腎細胞癌と胃癌の3重複癌

木村亜紀子（2006）難治斜視症例に対する取り組み.（特別
講演）第8回ボーダレス眼科臨床研究会, 3.31-4.1, 大阪.
三村 治（2006）緑内障とまぎらわしい神経眼科疾患.（特別

の1例. 臨床眼科, 60, 821-824.
Ikeda, A., Ikeda, T., Ikeda, N., Kawakami, Y. and Mimura,
O.（ 20 0 6）L eb er’s here d it a r y opt ic neu ropat hy
precipitated by ethambutol. Jpn. J. Ophthalmol., 50,

講演）神経眼科コロキウム－細雪の会－, 5.27, 芦屋.
栗本拓治（2006）新たな視神経保護と再生への試み.（宿題
報告）第112回京都眼科学会, 6.4, 京都.
神野早苗（2006）緑内障の診断と治療.（特別講演）山の手眼

280-283.
山本美枝子, 岡本紀夫, 三村 治（2006）一過性黒内障と網
膜静脈閉塞症を繰り返した抗リン脂質抗体症候群の1例.

科カンファレンス, 6.10, 神戸.
池田誠宏（2006）糖尿病と眼－網膜症を中心に－.（特別講
演）宝塚市眼科医会勉強会, 6.22, 宝塚.

眼科, 48, 955-960.
治（2006）長期間経過観察す

ることができた網膜細動脈瘤の1例. 臨床眼科, 60, 1471-

三村 治（2006）眼科手術と創傷治癒.（特別講演）キッセイ
薬品工業株式会社中央研究所講演会, 6.23, 穂高.
栗本拓治（2006）ラット斜視手術モデルを用いたトラニラスト

1474.
西村雅史, 岡本紀夫, 三村 治（2006）Valsalva出血性網膜
症と網膜中心静脈分枝閉塞症を同時にきたした症例. 眼
山本美枝子, 岡本紀夫, 三村 治（2006）原因不明の両眼性
再発性の網膜動脈分枝閉塞症の1例. 臨床眼科, 60, 1831-

業株式会社中央研究所講演会, 6.23, 穂高.
演）キッセイ薬品工業株式会社中央研究所講演会, 6.23,
穂高.
木村亜紀子（2006）麻痺性斜視への手術治療.（ミニ教育講

1839.
田片将士, 栗本拓治, 岡本紀夫, 三村 治（2006）ステント留
置術にて改善をみた眼虚血症候群の1例. 日本眼科紀要,

演）第19回近畿神経眼科セミナー, 7.1-2, 大阪.
栗本拓治（2006）眼筋型重症筋無力症の治療.（ミニ教育講
演）第19回近畿神経眼科セミナー, 7.1-2, 大阪.

57, 627-631.
岡 本 紀 夫 , 栗 本 拓治, 周

による瘢痕抑制効果の検討.（特別講演）キッセイ薬品工
岡本紀夫（2006）リザベンの眼疾患に対する効果.（特別講

科, 48, 1289-1292.

文,

池田誠宏（2006）糖尿病網膜症の管理における蛍光眼底造

治（ 2 0 0 6）B i r d s h o t

影の必要性.（特別講演）第6回神戸糖尿病診療フォーラム,

允 元 , 田上 雄一, 濵田

西村雅史, 奥野壽臣, 三村

chorioretinopathyの1例. 眼科, 48, 1853-1858.
Ku r i mot o, T., Ta k at a, M., Nish i mu r a, M., Ta g a m i,
Y., O k a m o t o, N. a n d M i mu r a, O.（ 2 0 0 6）V i s u a l
hallucinations following stellate ganglion block in a
patient with central retinal artery occlusion. Jpn. J.
Ophthalmol., 50, 567-569.
青山さつき, 岡本紀夫, 三村 治（2006）地図上脈絡膜症の1
例－長期経過. 臨床眼科, 60, 2002-2004.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
三村

治（2006）複視の診断と治療.（特別講演）第5回広島

神野早苗（2006）緑内障の診断と治療.（特別講演）尼崎市,

nerve of adult rats. Neuroreport, 17, 1525-1529.

田片将士, 岡本紀夫, 三村

三村
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9.19, 神戸.
神野早苗（2006）緑内障の診断と治療.（特別講演）宝塚市眼
科医会勉強会, 9.16, 宝塚.
三村

治（2006）わかりやすい視神経疾患のみかたと治療

法.（特別講演）第8回兵庫県眼科フォーラム, 9.30, 神戸.
北野滋彦, 池田誠宏, 大越貴志子, 佐藤幸裕, 高木

均, 山

本禎子（20 06）症例から学ぶ糖尿病黄斑浮腫の治療選
択.（インストラクションコース）第60回日本臨床眼科学会,
10.5-8, 京都.（プログラム・抄録集, 222, 2006.）
片上千加子, 高村悦子, 篠崎和美, 佐々木香る, 神野早苗, 外園

治（2006）神経眼科診療のコツ.（特別講演）三重県

千恵（2006）やさしい角結膜感染症クリニック－見逃すな！

眼科講習会, 1.22, 津.（三重県眼科医会会報, 158, 5-6,

古くて新しい感染症－.（インストラクションコース）第60回

2006.）

日本臨床眼科学会, 10.5-8, 京都.（プログラム・抄録集, 227,

三村

治（2006）美しいエルダーを目指して－眼瞼手術の秘

訣－.（ランチョンセミナー）第29回日本眼科手術学会総会,
1.27-29, 東京.

2006.）
三村 治（2006）眼瞼痙攣及び片側顔面痙攣に対するボツリ
ヌス療法－800例の経験から－.（特別講演）第2回沖縄県

116

兵庫医大業績録（2006）
保科幸次（2006）未熟児網膜症の再興. 第81回兵庫医科大

ボツリヌス療法講演会, 10.27, 那覇.
神野早苗（2006）緑内障の診断と治療.（特別講演）第四回緑
木村亜紀子（2006）斜視・弱視の診断と治療.（特別講演）第

治（2006）美しいエルダーを目指して－眼瞼手術の秘

訣－.（特別講演）第12回愛媛県眼科学術講演会, 11.12, 松

兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵
庫医科大学）.
木村直樹（2006）当科での2005年の眼科手術. 第81回兵庫

山.
神野早苗（2006）緑内障ケーススタディー.（教育講演）宝塚

医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵庫医
科大学）.

市薬剤師会宝塚支部研修会, 11.16, 宝塚.
神野早苗（2006）今, 大学で行っている緑内障研究.（特別講

神野早苗（2006）当科での輸入角膜移植の現況. 第81回兵庫
医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵庫医

演）阪神地区緑内障アップデートの会, 11.16, 芦屋.
治（2006）神経疾患の眼球運動.（特別講演）第11回

科大学）.
松葉沙織, 池田誠宏, 坂本淳之, 宮浦 卓, 木村直樹, 池田尚

神経内科セミナー・SENDAI, 12.8, 仙台.

弘, 三村 治（2006）増殖糖尿病網膜症に合併した血管新

［シンポジウム等］
三村

大学）.
池田尚弘（2006）Ciliary spasmによる外傷性近視. 第81回

区眼科カンファレンス, 11.11, 神戸.

三村

木村亜紀子（2006）新しい斜視手術の考え方. 第81回兵庫医
科大学眼科オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵庫医科

11回ANGEL CLUB, 11.2, 盛岡.
神野早苗（2006）緑内障の診断と治療.（特別講演）第4回西
三村

学眼科オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵庫医科大
学）.

内障懇話会, 10.28, 神戸.

治（20 06）複視に対する斜視手術の基本的な考え

生緑内障に対する毛様体扁平部光凝固術の中期予後. 第

方.（シンポジウム）第29回日本眼科手術学会総会, 1.27-29,

12回日本糖尿病眼学会総会, 3.10-12, 東京.（講演抄録集,

東京.（眼科手術, 19（臨時増刊）, 14, 2006.）

43, 2006.）

三村

治（2006）複視は手術でここまでいける.（シンポジウ

増田明子, 池田誠宏, 松葉沙織, 木村直樹, 池田尚弘, 三

ム）第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8, 京都.（プログラム・

村

抄録集, 47, 2006.）

腫. 第12回日本糖尿病眼学会総会, 3.10-12, 東京.（講演抄

三村 治（2006）眼瞼痙攣・片側顔面痙攣の長期予後.（シン
ポジウム）第2回神経・筋疾患に関するボツリヌス療法懇話

治（2006）単純糖尿病網膜症に伴った特異な黄斑浮

録集, 52, 2006.）
細谷友雅, 池田誠宏, 神野早苗, 上田晴康, 柏村信一郎, 石 井
康雄, 岡村春樹, 三村

会, 10.21, 東京.（プログラム・抄録集, 18-19, 2006.）
［一般講演］

治（2006）新しい糖尿病ラットに

おける角膜の電子顕微鏡像. 第12回日本糖尿病眼学会総

三村 治, 木村亜紀子, 鈴木克彦（2006）甲状腺眼症の上眼

会, 3.10-12, 東京.（講演抄録集, 54, 2006.）

瞼後退症に対する調節縫合を用いたMüller筋切断術. 第

田片将士, 栗本拓治, 岡本紀夫, 三村 治（2006）ステント留

29回日本眼科手術学会総会, 1.27-29, 東京.（眼科手術, 19

置術にて改善をみた眼虚血症候群の1例. 第12回日本糖尿
病眼学会総会, 3.10-12, 東京.（講演抄録集, 57, 2006.）

（臨時増刊）, 96, 2006.）
木村亜紀子, 増田明子, 三村

治（2006）先天眼振に対す

増田明子, 早川

原佐知, 前田誠司, 田中宏一, 三

村

京.（眼科手術, 19（臨時増刊）, 99, 2006.）

る三叉神経節ニューロンの形態学的免疫組織化学的特徴.

鈴木克彦, 池田誠宏, 松葉沙織, 木村直樹, 宮浦 卓, 池田
尚弘, 三村

治（2006）硝子体手術後に生じた低眼圧の

機序と治療. 第29回日本眼科手術学会総会, 1.27-29, 東
京.（眼科手術, 19（臨時増刊）, 149, 2006.）
増田明子, 早川
村

徹, 細谷友雅, 神野早苗, 関

治, 関

徹,

る手術効果. 第29回日本眼科手術学会総会, 1.27-29, 東

真（2006）ラットの角膜と上眼瞼に分布す

第111回日本解剖学会総会・全国学術集会, 3.29-31, 相模
原.（解剖学雑誌, 81（Suppl.）, 188, 2006.）
石川裕人, 久瀬真奈美, 宇治幸隆, 三村 治（2006）視神経
挫滅モデルへの骨髄間質細胞由来シュワン細胞移植の組

真, 三

織学的, 電気生理学的検討. 第110回日本眼科学会総会,

治（2006）ラットの角膜支配三叉神経節細胞におけ

4.13-16, 大阪.（日本眼科学会雑誌, 110（臨時増刊）, 115,

る痛覚関連神経伝達物質の分析. 第30回角膜カンファラン
ス・第22回日本角膜移植学会総会, 2.9-11, 東京.（プログラ
ム・抄録集, 89, 2006.）

2006.）
田上雄一, 栗本拓治, 西村雅史, 三好智満, 三村 治（2006）
視神経挫滅モデルを用いた経角膜電気刺激による網膜

楠山元子（2006）難治性壊死性強膜炎の一例. 第81回兵庫

神経節細胞の軸策伸展効果. 第110回日本眼科学会総会,

医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵庫医

4.13-16, 大阪.（日本眼科学会雑誌, 110（臨時増刊）, 138,

科大学）.
岡本紀夫（2006）高安病の一例. 第81回兵庫医科大学眼科
オープンカンファレンス, 2.23, 西宮（兵庫医科大学）.
田 中 久子（ 2 0 0 6）緑 内 障発 作 後 の d e c o m p r e s s i o n
retinopathy. 第81回兵庫医科大学眼科オープンカンファレ
ンス, 2.23, 西宮（兵庫医科大学）.

2006.）
西村雅史, 栗本拓治, 田上雄一, 三村 治（2006）α2アドレ
ナリン作動薬による網膜神経節細胞の軸策伸展効果. 第
110回日本眼科学会総会, 4.13-16, 大阪.（日本眼科学会雑
誌, 110（臨時増刊）, 140, 2006.）
石川裕人, 久瀬真奈美, 宇治幸隆, 三村 治（2006）視神経
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挫滅モデルへの骨髄間質細胞由来シュワン細胞移植の組
織学的,電気生理学的検討. 第110回日本眼科学会総会, 第
11回眼創傷治癒研究会, 4.13-16, 大阪.（日本眼科学会雑

第109回兵庫県眼科医会学術集談会, 5.13, 西宮（兵庫医
科大学）.
内海 隆 生 , 池 田誠 宏 , 松 葉 沙織 , 池 田尚弘 , 三 村

治

（2006）眼虚血症候群に伴った血管新生緑内障. 第109回

誌, 110（臨時増刊）, 283, 2006.）
木村亜紀子, 鈴木克彦, 三村 治（2006）甲状腺眼症の上眼

兵庫県眼科医会学術集談会, 5.13, 西宮（兵庫医科大学）.

瞼後退に対するボツリヌス治療効果. 第110回日本眼科学

松葉沙織, 池田誠宏, 坂本淳之, 宮浦 卓, 木村直樹, 池田尚

会総会, バセドウ眼症研究会, 4.13-16, 大阪.（日本眼科学

弘, 三村 治（2006）増殖糖尿病網膜症に合併した血管新

会雑誌, 110（臨時増刊）, 287, 2006.）

生緑内障に対する毛様体扁平部光凝固術の中期成績. 第

石川裕人（2006）網膜新生血管を生じたトキソプラズマ網脈
絡膜炎. 第82回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス,

109回兵庫県眼科医会学術集談会, 5.13, 西宮（兵庫医科
大学）.
神野早苗, 鈴木克彦, 三村

4.20, 西宮（兵庫医科大学）.
濵田 文（2006）シスプラチン網膜症. 第82回兵庫医科大学
眼科オープンカンファレンス, 4.20, 西宮（兵庫医科大学）.

治（2006）慢性閉塞隅角緑内

障の治療. 第109回兵庫県眼科医会学術集談会, 5.13, 西宮
（兵庫医科大学）.

増田明子（2006）局所性糖尿病黄斑浮腫の光干渉断層像.

濵田 文, 周 允元, 田上雄一, 西村雅史, 栗本拓治, 岡本紀

第82回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 4.20, 西

夫, 三村 治（2006）Birdshot chorioretinopathyの一例.
第112回京都眼科学会, 6.4, 京都.

宮（兵庫医科大学）.
Ishikawa,H.（2006）Effect of GDNF gene transfer into
axotomized retinal

ganglion cells using in vivo

細谷友雅（2006）角膜フリクテンの1例. 第83回兵庫医科大学
眼科オープンカンファレンス, 6.29, 西宮（兵庫医科大学）.

electroporation with a contact lens-type electrode.

鈴木克彦（2006）新生児膿漏眼の一例. 第83回兵庫医科大

A R VO 2 0 0 6 A n n u a l M e e t i n g, 4 . 3 0 - 5 .4 , Fo r t

学眼科オープンカンファレンス, 6.29, 西宮（兵庫医科大

Lauderdale, Florida, U.S.A.（Program Summary Book,

学）.
神野早苗（2006）シェーグレン症候群の診断と治療法. 第

39, 2006.）
Hosotani, Y., Ikeda, T., Kanno, S., Ueda, H., Kashiwamura,
S., Ishii, Y.,Okamura, H. a nd M imura, O.（ 2006）

83回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 6.29, 西宮
（兵庫医科大学）.

Structural features of the cornea of new diabetic model

西村雅史, 細谷友雅, 神野早苗, 三村 治（2006）両眼の角

rats, SDT. an electron microscopy study. ARVO 2006

膜潰瘍をきたした成人淋菌性角結膜炎の1例. スリーサム・

Annual Meeting, 4.30-5.4, Fort Lauderdale, Florida,

イン米子, 第43回日本眼感染症学会, 7.7-9, 米子.（プログラ

U.S.A.（Program Summary Book, 64, 2006.）

ム・講演抄録集, 36, 2006.）

Masuda, A., Hayakawa, T., Kawahara, S., Kanno, S., Seki,
M. a nd Mimura, O.（2006）I mmu nohistochemica l
characterization of the trigeminal ganglion neurons

松 葉 沙織 , 池 田誠 宏 , 木 村 直 樹 , 池 田尚弘 , 三 村

治

（2006）糖尿病網膜症の管理における蛍光眼底造影の必
要性. 第122回内眼糖のつどい, 7.10, 大阪.

innervating the cornea. ARVO 2006 Annual Meeting,

石井昌明, 三村 治, 塚本吉彦（2006）mGluR6とmGluR7の

4.30-5.4, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.（Program

足場タンパクPICK1, synteninのマウス網膜における分布.

Summary Book, 237, 2006.）

第29回日本神経科学大会, 7.19-21, 京都.（プログラム, 108,

栗本拓治, 田上雄一, 西村雅史, 大野新一郎, 三村

治

2006.）

（2006）難治性視神経疾患に対する経角膜電気刺激治療.

内海隆生（2006）眼動脈閉塞による眼虚血症候群に伴った

第109回兵庫県眼科医会学術集談会, 5.13, 西宮（兵庫医

血管新生緑内障の1例. 第15回兵庫臨床眼科研究会, 7.29,
西宮（兵庫医科大学）.

科大学）.
石川裕人, 神野早苗, 西村雅史, 大出健太, 細谷友雅, 樋
口智子, 三村 治（2006）Conjunctival intraepithelial
neoplasia－結膜上皮内新生物の2例－. 第109回兵庫県眼
科医会学術集談会, 5.13, 西宮（兵庫医科大学）.
橋本綾子, 大出健太, 木村直樹, 保科幸次, 三村 治（2006）
Ⅱ型未熟児網膜症の1症例. 第109回兵庫県眼科医会学術
集談会, 5.13, 西宮（兵庫医科大学）.
周 允元, 木村直樹, 池田誠宏, 濵田 文, 松葉沙織, 井上貴
美子, 池田尚弘, 三村 治（2006）白内障術中核落下例に
対する硝子体手術. 第109回兵庫県眼科医会学術集談会,
5.13, 西宮（兵庫医科大学）.
坂本淳之, 池田誠宏, 木村直樹, 松葉沙織, 内海隆生, 池田
尚弘, 三村

治（2006）硝子体内脱臼眼内レンズの整復.

鈴木克彦（2006）強膜炎に伴う続発緑内障の検討. 第4回兵
庫県東部緑内障を考える会, 8.26, 尼崎.
樫本良亮, 栗本拓治, 岡本紀夫, 西村雅史, 田上雄一, 田片
将士, 三村

治（2006）塩酸ピロカルピン内服投与による

涙液分泌と虹彩毛様体への影響. 第3回兵庫県オキュラー
サーフェス研究会, 9.2, 神戸.
神野早苗, 鈴木 温, 鈴木克彦, 三村 治（2006）ハンフリー
の中心視野が悪化する症例の検討. 第17回日本緑内障学
会, 9.8-10, 神戸.（緑内障, 16（臨時増刊）, 99, 2006.）
鈴木克彦, 神野早苗, 鈴木

温, 三村

治（2006）若年者

の緑内障患者の検討. 第17回日本緑内障学会, 9.8-10, 神
戸.（緑内障, 16（臨時増刊）, 159, 2006.）
鈴木克彦, 山縣祥隆, 三村

治（2006）兵庫県におけるロー
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ビジョンケアの実態とロービジョン・マップの製作：ロービ

村

ジョン・マップの製作. 第7回日本ロービジョン学会学術総

筋前後転術の早期術後成績. 第47回日本視能矯正学会,

会・第15回視覚障害リハビリテーション研究発表大会合同

11.4-5, 宮崎.（プログラム・抄録集, 79, 2006.）
鈴木克彦（2006）当院の緑内障診断機器. 阪神地区緑内障

会議, 9.16-18, 東京.（プログラム・抄録集, 108, 2006.）
大野新一郎, 栗本拓治, 西村雅史, 三村

治（2006）外斜視に対する両外直筋後転術と内外直

治, 深澤啓二郎

アップデートの会, 11.16, 芦屋.

（2006）Wegener肉芽腫症に併発した副鼻腔嚢胞による鼻

Kurimoto, T., Kondo, M., Nishimura, M., Oono, S., Tagami,

性視神経症の1例. 第96回佐賀大学眼科臨床懇話会, 9.16,

Y. and Mimura, O.（2006）Acute zonal occult outer

佐賀.

retinopathy with selective impairment of peripheral

目黒千章（2006）簡単にできる視能訓練－間欠性外斜視に

cones. 16 t h I nter nat iona l Neu ro-O pht ha l molog y

対して－. 第84回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス,

Society（INOS）Congress, 11.29-12.2, Tokyo.（Neuro-

9.28, 西宮（兵庫医科大学）.

Ophthalmology, 30（Abstracts）, 88, 2006.）

内海隆生（2006）固定内斜視の病態. 第84回兵庫医科大学

Oono, S., Kurimoto, T., Nishimura, M., Fukazawa,K. and

眼科オープンカンファレンス, 9.28, 西宮（兵庫医科大学）.

M imura, O.（ 2006）R h i nogen ic opt ic neu ropat hy

木村亜紀子（2006）眼位・眼球運動－ちょっとおかしいなと

caused by paranasal sinus cyst as a complication of

思ったら－. 第84回兵庫医科大学眼科オープンカンファレン

Wegener’s granulomatosis. 16th International Neuro-

ス, 9.28, 西宮（兵庫医科大学）.

Ophthalmology Society（INOS）Congress, 11.29-12.2,

細谷友雅, 外園千恵, 稲富

勉, 上田真由美, 福岡秀記, 内

海隆生, 保科幸次, 神野早苗, 三村 治, 木下 茂（2006）

Tokyo.（Neuro-Ophthalmology, 30（Abstracts）, 111,
2006.）

抗癌剤TS-1の全身投与が原因と考えられた角膜上皮障害.

Chuma n, H., Fukushima, M., Fuwa, I., Hasegawa,

第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8, 京都.（プログラム・抄録

S., Sakamoto, A. and Mimura, O.（2006）Four cases

集, 84, 2006.）

of

石川裕人, 神野早苗, 西村雅史, 樋口智子, 細谷友雅, 池田
誠宏, 三村

治（20 0 6）レーザー共焦点顕微鏡が診断

に有用であったconjunctival intraepithelial neoplasia
（CIN）の1例. 第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8, 東京.（プ
ログラム・抄録集, 133, 2006.）

chronic subdural hematoma presenting with

papilledema. 16th International Neuro-Ophthalmology
Society（INOS）Congress, 11.29-12.2, Tokyo.（NeuroOphthalmology, 30（Abstracts）, 134, 2006.）
Nishimura, M., Kurimoto, T., Tagami, Y., Oono, S. and
Mimura, O.（2006）α2-adrenergic agonists activate

田上 雄一, 栗本拓治, 田片将士, 安藤久美子, 三村

治

endogenous neurotrophic factors via Müller cells

（2006）網膜中心動脈閉塞症に続発したCharles Bonnet

after rat optic nerve crush. 16th International Neuro-

syndromeの一例. 第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8, 京

Ophthalmology Society（INOS）Congress, 11.29-12.2,

都.（プログラム・抄録集, 144, 2006.）

Tokyo.（Neuro-Ophthalmology, 30（Abstracts）, 157,

大野新一郎, 栗本拓治, 西村雅史, 深澤啓二郎, 三村

治

2006.）

（2006）Wegener肉芽腫症に併発した副鼻腔嚢胞による

Kashimoto, R., Kurimoto, T., Okamoto, N., Nishimura, M.,

鼻性視神経症の1例. 第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8, 東

Tagami, Y., Takata, M., Oono, S. and Mimura, O.（2006）

京.（プログラム・抄録集, 146, 2006.）

Effects of oral pilocarpine hydrochloride on lacrimal

周 允元, 池田誠宏, 木村直樹, 坂本淳之, 濵田 文, 松葉沙
織, 井上貴美子, 池田尚弘, 三村

secretion and the iris-ciliary body. 16th International

治（2006）白内障術中

Neuro-Ophthalmology Society（INOS）
Congress, 11.29-

核落下, 水晶体脱臼, 眼内レンズ脱臼に対する経毛様体扁

12.2, Tokyo.（Neuro-Ophthalmology, 30
（Abstracts）, 158,

平部硝子体手術の検討. 第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8,
東京.（プログラム・抄録集, 172, 2006.）

2006.）
Tagami, Y., Kurimoto, T., Nishimura, M., Oono, S., Miyoshi,

田片将士, 岡本紀夫, 栗本拓治, 三村 治（2006）若年者に

T. and Mimura, O.（2006）Transcorneal electrical

みられたクリオフィブリノーゲン血症が原因と考えられた

stimulation promotes axonal regeneration of retinal

CRAOの1例. 第60回日本臨床眼科学会, 10.5-8, 京都.（プ

ganglion cells in adult rats. 16th International Neuro-

ログラム・抄録集, 200, 2006.）

Ophthalmology Society（INOS）Congress, 11.29-12.2,

井上貴美子, 西村雅史, 池田尚弘, 池田誠宏, 三村 治, 深澤
啓二郎（2006）トリアムシノロン鼻注射に合併した網膜中
心動脈閉塞症の1例. 第110回兵庫県眼科医会学術集談会,
10.14, 神戸.

Tokyo.（Neuro-Ophthalmology, 30（Abstracts）, 159,
2006.）
Kimura-Shimmyo, A., Kimura, N., Inoue, K. and Mimura,O.
（2006）Ext raocu la r muscle surger y to correct

大野新一郎, 栗本拓治, 深澤啓二郎, 三村 治（2006）副鼻

c onjug at e dev i at ion. 16 t h I nt er n at ion a l Neu ro-

腔嚢胞を形成したWegener肉芽腫症による視神経症の1

Ophthalmology Society（INOS）Congress, 11.29-12.2,

例. 第110回兵庫県眼科医会学術集談会, 10.14, 神戸.

Tokyo.（Neuro-Ophthalmology, 30（Abstracts）, 190,

高井絵美, 木村亜紀子, 内海隆生, 間原千草, 窪田真実, 三

2006.）

119

兵庫医大業績録（2006）
濵田

文 , 西 村 雅 史 , 鈴 木 克 彦, 池 田尚弘 , 池 田誠 宏

（2006）悪性中皮腫に対する化学療法により嚢胞様黄斑浮
腫を生じた1例. 第45回日本網膜硝子体学会総会, 12.1-3,
東京.（プログラム・講演抄録集, 87, 2006.）
井上貴美子（2006）夜間眼圧の上昇をみた視野の悪化する
緑内障の一例. 第85回兵庫医科大学眼科オープンカンファ

阪上雅史（2006）耳鼻咽喉科の手術に関連した味覚障害. 味
覚障害診療の手引き,（池田

稔

編）, 金原出版, 東京,

42-43.
深澤啓二郎（2006）診断に苦慮した上顎洞肉芽腫症. 耳鼻咽
喉科･頭頚部外科診療のコツと落とし穴2 鼻・副鼻腔疾患,
（神崎 仁 編）, 中山書店, 東京, 36-37.
■ 学術論文 ■

レンス, 12.7, 西宮（兵庫医科大学）.
鈴木克彦（2006）兵庫医科大学における若年者緑内障患者
の検討. 第85回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス,

［総説］
阪上雅史（2006）冷凍保存自家組織の鼓室形成術への利用.
JOHNS, 22, 251-253.

12.7, 西宮（兵庫医科大学）.
神野早苗（2006）中心視野の悪化する緑内障患者の検討. 第

阪上雅史（2006）嗅覚障害の概要. 脳21, 9, 152-155.

85回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 12.7, 西宮

阪上雅史（2006）味覚障害の概要. 脳21, 9, 192-195.
阪上雅史（2006）耳鼻咽喉科手術侵襲と味覚障害. 脳21, 9,

（兵庫医科大学）.
鈴木克彦（2006）ステロイド精神病を伴ったステロイド緑内
障の一例. 第30回関西緑内障セミナー, 12.17, 大阪.
■ その他 ■

臨床, 医学のあゆみ（別冊）, 50-54.

三村 治, 平岡満里, 渋谷英敏（2006）コメント：新しい眼筋
機能測定装置「Diplomet」. あたらしい眼科, 23, 59-62.
三村 治（2006）序説：視神経疾患と乳頭所見－異常所見の
三村 治（2006）専門医に必要な法知識. 眼科医マルチファ
治（2006）生活上の不安を聴き込むことが

学校側にも強く理解を求めた中学男児の例. 銀

671-677.
法. 救急医学, 30（臨時増刊号）, 1462-1468.
三代康雄（2006）真珠腫性中耳炎の手術－Canal wall down
法の立場から. Otology Japan, 16, 107-110.

海, 197（特別）, 14-15.
三村

44, 819-824.
阪上雅史（2006）嗅覚障害の種々相. ENTONI, 64, 1-3.

竹林宏記, 阪上雅史（2006）正しい救急処置, 鼻出血の止血

インダー, 10, 9-10.
第一歩

阪上雅史（2006）高齢者の味覚障害. Geriatric Medicine,

阪上雅史（2006）味覚障害. 耳鼻咽喉科・頭頚部外科, 78,

鑑別法. あたらしい眼科, 23, 563-564.

鈴木克彦, 三村

211-216.
阪上雅史（2006）味覚障害と亜鉛欠乏. 五感の生理・病理・

治（2006）眼瞼痙攣・片側顔面痙攣. 眼科医マルチ

三代康雄（2006）慢性中耳炎の耳漏. ENTONI, 62, 34-39.
三代康雄（2006）中耳伝音再建. ENTONI, 66, 56-61.

ファインダー, 11, 9-10.
栗本拓治（2006）第19回近畿神経眼科セミナー印象記. 神経

深澤啓二郎（2006）嗅覚障害の治療. 脳21, 9, 171-176.
深澤啓二郎（2006）慢性副鼻腔炎による嗅覚障害に対する

眼科, 23, 503-504.
神野早苗（2006）緑内障. 読売ライフ, 12月号, 29.

ESSの効果－気管支喘息合併例について－. ENTONI, 64,

神野早苗（2006）兵庫医大眼科の紹介. 第1回東部眼科勤務

29-33.
深澤啓二郎（2006）慢性副鼻腔炎の治療戦略－手術的治 療

医レディース（E.E.L）の会, 2.17, 大阪.
細谷友雅（2006）角膜. 第3回京都府民講座, 10.21, 京都.

－. JOHNS, 22, 27-31.
［原著］
Nin, T., Sakagami, M., Sone-Okuna ka, M., Muto, T.,

耳鼻咽喉科学

Mishiro, Y. and Fukazawa, K.（2006）Taste function
after section of chorda tympani nerve in middle ear

■ 著書 ■

surgery. Auris Nasus Larynx, 33, 13-17.

阪上雅史（2006）老化にともなう耳・鼻・のどの変化と病気.

Katsura, H., Obata, K., Mizushima, T., Yamanaka, H.,

老年病・認知症－長寿の秘訣－,（萩原俊男 監修）, メディ

Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, T., Tokunaga, A.,

カルレビュー社, 東京, 177-178.

Sakagami, M. and Noguchi, K.（2006）Antisense knock

阪上雅史（2006）味覚嗅覚の障害

耳・鼻・のどの変化と病

down of TR PA1, but not TR PM8, alleviates cold

気. 老年病・認知症－長寿の秘訣－,（萩原俊男 監修）, メ

hyperalgesia after spinal nerve ligation in rats. Exp.

ディカルレビュー社, 東京, 180.

Neurol., 200, 112-123.

阪上雅史（2006）両側性鼓膜穿孔に対する両側同日手術の

Tsuzuki, K., Yanagihara, N., Hinohira, Y. and Sakagami,

有用性と注意点. 耳鼻咽喉科･頭頸部外科診療のコツと落

M.（2006）Tympanosclerosis involving the ossicular

とし穴2 鼻・副鼻腔疾患,（神崎 仁 編）, 中山書店, 東

chain: mobility of the stapes in association with
hearing results. Acta Otolaryngol., 126, 1046-1025.

京, 132-133.
阪上雅史（2006）Only hearing earの手術. 耳鼻咽喉科・
頭頚部外科診療のコツと落とし穴2

鼻・副鼻腔疾患,（神

崎 仁 編）, 中山書店, 東京, 148-149.

Katsura, H., Tsuzuki, K., Noguchi, K. and Sakagami,
M.（ 2006）D i f ferent ia l ex pres sion of c apsa ici n-,
menthol-, and mustard oil-sensitive receptors in naive
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rat geniculate ganglion neurons. Chem. Senses, 31, 681-

て. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 109, 736-741.
北原

688.

糺, 久保

武, 土井勝美, 三代康雄, 近藤千雅, 堀

Katsura, H., Obata, K., M i z ush i ma, T., Yamanaka,

井 新, 奥村新一, 宮原 裕（2006）耳科手術後に発症し

H., Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, T., Sakurai, J.,

た遅発性顔面神経麻痺. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 109,

Sakagami, M. and Noguchi, K.（2006）Activation of
Src-family kinases in spinal microglia contributes
to mechanical hypersensitivity after nerve injury. J.
Neurosci., 26, 8680-8690.
Sakagami, M., Muto, T., Adachi, O., Mishiro, Y. a nd
Fukazawa, K.（2006）Surgical management of only
hearing ears with positive indications. J. Laryngol.

600-605.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
阪上雅史（2006）味覚障害の診断・治療と最近の話題.（特別
講演）第170回日耳鼻長野県地方部会ランチョンセミナー,
3.19, 松本.
阪上雅史（2006）両側・片側性疾患からみた中耳手術.（特別
講演）第136回日耳鼻神奈川県地方部会特別講演, 7.22, 横

Otol., 120, 972-975.
Miyamoto, A., S eo, T., Node, M., Sakagami, M. a nd

浜.

Hashimoto, M.（2006）Preliminary study on vestibular

阪上雅史（2006）当科における中耳手術－エビデンスを求め

evoked myogenic potential induced by bone-conducted

て－.（特別講演）日耳鼻宮崎県地方部会特別講演, 8.26, 宮

stimuli. Otol. Neurotol., 27, 1110-1114.
Kamakura, T., Horii, A., Mishiro, Y., Takashima, S.
and Kubo, T.（2006）Magnetic resonance imaging
of syringocystadenoma papilliferum of the external
auditory canal. Auris Nasus Larynx, 33, 53-56.
Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,
Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory of
long-term cold acclimation in deacclimated Wistar rats.
J. Therm. Biol., 31, 124-130.
深澤啓二郎, 藤井恵美, 八木澤瑞穂, 竹林宏記, 橋本喜輝, 阪
上雅史（2006）生活臭アンケ－トによる嗅覚機能評価につ
いて. 日本味と匂学会誌 13, 609-612.

崎.
阪上雅史（2006）実技講習－味覚検査－.（招待講演）第20
回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会, 11.18, 福岡.
深澤啓二郎（2006）I n fer ior t urbi nate surger ies for
allergic rhinitis with electro -coagulators.（招待講演）
第
1回ENTネットセミナ－, 9.29, 名古屋.
深澤啓二郎（2006）嗅覚障害の基礎と臨床.（特別講演）第
46回岐阜耳鼻咽喉科医会研究会, 7.21, 岐阜.
三代康雄（2006）聴力改善手術の進歩と適応の変化－手術
すべきかせざるべきか？今日の耳鼻咽喉科診療12.（特別
講演）大阪府保険医協会主催, 5.27, 大阪.
S a k a g a m i, M.（ 2 0 0 6）R e c e n t t o p i c s o n s u r g i c a l

任 智美, 梅本匡則, 根来 篤, 美内慎也, 阪上雅史（2006）

management of chronic otitis media in Japan.（Invited

当科における味覚障害321例の臨床的検討. 日本耳鼻咽喉

lecture）Monday Evening Conference in Dept. of

科学会会報, 109, 440-446.

Otola r y ngolog y, Un iversit y of M i n nesot a, 5.22,

都築建三, 比野平恭之, 柳原尚明, 山田和臣, 阪上雅史
（2006）術後性副鼻腔嚢胞における三次元ＣTによる術前
診断の有用性. 耳鼻咽喉科臨床, 99, 381-386.

Minneapolis, U.S.A.
Sakagami, M., Yuasa, R. and Yuasa, Y.（2006）Simple
underlay myringoplasty with fibrin glue which is

根来 篤, 梅本匡則, 任 智美, 美内慎也, 阪上雅史（2006）

widely performed in Japa n.（I nvited lecture）77t h

塩酸セビメリンの口腔乾燥症への使用経験. 口腔・咽頭科,

Annual Meeting of the Germa n Society of Oto-

18, 491-496.

Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, 5.26-28,

城戸仁博, 島津

薫, 毛利大介, 阪上雅史（2006）下顎骨骨

切り術の術後に生る耳管機能障害について. 口腔・咽頭科,
18, 477-489.

of chronic otitis media in Japan.（Invited lecture）

竹林宏記, 仙波 治, 長原昌萬, 宮崎信雄, 阪上雅史（2006）
抗癌剤併用放射線療法が著効した外耳道癌例. 耳鼻咽喉
科臨床, 99, 473-479.
武藤俊彦, 足達

Mannheim, Germany.
Sakagami, M.（2006）Recent advances in the management

治, 辻

Conference at Shantou University Medical College,
10.27, Shantou, China.
Mishiro, Y.（2006）Simple underlay myringoplasty –

恒二郎, 奥中美恵子, 阪上雅史

widely performed surgical prodedure in Japan.（Invited

（2006）当科における聴力正常真珠腫性中耳炎の手術症例

lecture）Joint Meeting of Japan and Korea Medical

の検討. Otology Japan, 16, 165-170.
足達亜貴子, 瀬尾 徹, 宮本篤志, 行政暁子, 野出美知子, 阪

Association of ENT, 9.17, Seoul, Korea.
［シンポジウム等］

上雅史（2006）めまいと顔面神経麻痺で発症した急性リン

阪上雅史（2006）Present status of management of taste

パ性白血病の後頭蓋窩浸潤例. 耳鼻咽喉科臨床, 99, 731-

disorders.（シンポジウム）大阪大学大学院歯学研究科21

735.

世紀COEオープンシンポジウム2006

串田京子, 梅本匡則, 根来 篤, 任 智美, 阪上雅史（2006）
味覚障害の診断・治療における心理テストの有用性につい

口腔感覚－痛覚と

味覚－, 12.15, 吹田.
Sakagami, M.（2006）Taste function in Sjogren’s syndrome
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with special reference to clinical tests.
（Symposium）

Tsuzuki, K., Hinohira, Y., Yanagihara, N. and Sakagami,

Oral Health Symposium Session. 40 Annual Meeting

M.（2006）Preoperative surgical diagnosis of sinus

of the Japanese Association for the study of Taste and

cysts using 3D-C T. 110 t h America n Academy of

Smell, 7.11-13, Fukuoka.

Otolaryngolog y-Head a nd Neck Surgery, 9.17-20,

th

Sakagami, M.（2006）Recent advances in the management
of ch ron ic ot it is med ia i n Japa n.（Sy mposiu m）

Toronto, Canada.
Katsura, H., Obata, K., M izushima, T., Sakurai, J.,

Conference on Otologic Microsurgery and Skull-base
Surgery, 10.28, Guangzhou, China.
［一般講演］

Sakagami, M. a nd Nog uchi, K.（ 2006）Act ivat ion
of extracellular signal-regulated protein kinases 5
（ERK5）in primary afferent neurons contributes to

Hori, K., Ishigaki, T., Koyama, K., Otani, H., Kanoh, N.,

heat and cold hyperalgesia after inflammation. 36th

Tsujimura, T., Terada, N. and Hori, S.（2006）Memory

Annaal Meeting Socienty for Neuroscience, 10.14-18,

of long-term cold acclimation in deacclimated Wister

Atlanta, U.S.A.

rats. Second International Meeting on Physiology
and Pharmacology of Temperature Regulation, 3.3-6,
Phoenix, Arizona, U.S.A.（Program and Abstracts, 136,
2006.）
Sakagami, M., Muto, T., Adachi, O., Mishiro, Y. a nd
Fukazawa, K.（2006）Efficacy of mastoidectomy on

藤

久仁親, 寺田友紀, 宇和伸浩, 佐伯暢生, 阪上雅史

（2006）舌小唾液腺原発と思われる粘液性腺癌の1例. 第
16回日本頭頸部外科学会, 1.26-27, 福岡.
阪上雅史, 武藤俊彦, 足達 治, 三代康雄（2006）鼓室形成
術における冷凍保存自家組織の利用. 第16回日本頭頸部
外科学会, 1.26-27, 福岡.

perforated chronic otitis media with MRSA infection.

佐伯暢生, 寺田友紀, 藤 久仁親, 宇和伸浩（2006）上顎癌

The 11th Korea-Japan Joint Meeting of Otolaryngology-

（malignant fibrous histiocyoma）の一症例 卵巣腫瘍と

Head and Neck Surgery, 4.6-8, Busan, Korea.
Uwa, N., Sakagami, M., Terada, T., Toh, K. and Saeki,
N.（2006）Cl i n ica l feat u res of 55 cases of acute
epiglotitis and their indications of tracheotomy. The 11th
Korea-Japan Joint Meeting of Otolaryngology- Head
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夫－Modified Sandwich Technique－. 第14回日本大動脈

心臓血管外科学

外科研究会, 3.29, 東京.
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吉岡良晃, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

田中宏衞, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 良本政

衞, 良本政章（2006）巨大腎動静脈瘻にて心不全をきたし

章, 吉岡良晃, 辻家紀子（2006）心筋梗塞後左室瘤に合併

た一例. 第20回日本血管外科学会近畿地方会, 3.11, 京都.

した急性心室中隔穿孔の一手術例. 第49回関西胸部外科

大畑俊裕, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 良本政
章, 吉岡良晃（2006）A型急性大動脈解離術後慢性期に

学会学術集会, 6.29-30, 浜松.（抄録, 128, 2006.）
田中宏衞, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 良本政

上行弓部大動脈に再手術を要した症例の検討. 第36回日

章, 吉岡良晃, 辻家紀子（2006）AVR後に特発性胸膜外

本心臓血管外科学会学術総会, 4.12-14, 盛岡.（日本心臓

血腫を合併した1例. 第49回関西胸部外科学会学術集会,

血管外科学会雑誌, 35（Suppl.）, 221, 2006.）
良本政章, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

6.29-30, 浜松.（抄録, 143, 2006.）
吉岡良晃, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

衞, 吉岡良晃（2006）高齢者に対する小口径弁によるAVR

衞, 良本政章, 辻家紀子（2006）Porcelain Aortaおよび低

の遠隔成績（patient prosthesis mismatchの視点から）.

左心機能症例における二弁置換術の経験. 第49回関西胸

第36回日本心臓血管外科学会学術総会, 4.12-14, 盛岡.（日

部外科学会学術集会, 6.29-30, 浜松.（抄録, 174, 2006.）

本心臓血管外科学会雑誌, 35（Suppl.）, 238, 2006.）

辻家紀子, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

Ohata, T., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Yamamura, M.,

衞, 良本政章, 吉岡良晃（2006）若年者におけるステロイド

Tanaka, H., Kobayashi, Y., Ryomoto, M. and Yoshioka,

長期投与例に発症した遠位弓部大動脈瘤の1手術例. 第49

Y.（2006）Reoperation for pseudoaneurysm after acute

回関西胸部外科学会学術集会, 6.29-30, 浜松.（抄録, 128,

type A aortic dissection. The 14th Annual Meeting of

2006.）

the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 6.1-3,
Osaka.

大畑俊裕, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 吉岡良晃（2006）低侵襲体外循環system

Ryomoto, M., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Ohata, T.,

（mini-CPB）下冠動脈バイパス術における抗炎症効果に

Yamamura, M., Tanaka, H., Kobayashi, Y. and Yoshioka,

ついての検討. 第11回日本冠動脈外科学会学術総会, 7.13-

Y.（2006）Effect of patient-prosthesis mismatch on midterm survival and left ventricular mass regression

14, 福岡.
吉岡良晃, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

after aortic valve replacement in the elderly. The

衞, 小林靖彦, 良本政章（2006）馬蹄腎を合併した腹部大

14t h A n nua l Meet i ng of t he Asia n S ociet y for

動脈瘤の1手術例. 第56回兵庫県血管外科研究会, 7.15, 神

Cardiovascular Surgery, 6.1-3, Osaka.

戸.

Ohata, T., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Yamamura, M.,

宮本裕治, 田中宏衞, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 小林

Tanaka, H., Kobayashi, Y., Ryomoto, M. and Yoshioka,

靖彦, 良本政章, 吉岡良晃（2006）低侵襲を目指したlong

Y.（2006）Mini-cardiopulmonary bypass attenuates

elephant trunk挿入法の工夫. 第17回関西心臓手術手技

neutrophil activation and Cytokine release in coronary

研究会, 7.22, 大阪.

artery bypass grafting. The 52th Annual Meeting of

Yamamura, M., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Ohata, T., Tanaka,

the American Society for Artificial Internal Organs,

H., Ryomoto, M. and Yoshioka, Y.（2006）Edaravone

6.8-10, Chicago, U.S.A.

Suppresses postoperative reperfusion injury in rat

田中宏衞, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 小林

lower ext remity. 48t h A n nua l World C ong ress,

靖彦, 良本政章, 吉岡良晃（2006）急性A型大動脈解離の

International College of Angiology, 7.22-26, North

遠隔期再手術症例の検討. 第51回近畿心臓外科研究会,

Carolina, U.S.A.

6.10, 大阪.

Yamamura, M., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Ohata, T.,

光野正孝, 宮本裕治, 良本政章, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

Tanaka, H., Ryomoto, M. and Yoshioka, Y.（2006）
Surgical

衞, 吉岡良晃, 辻家紀子（2006）超高齢者（80歳以上）に

repair for abdominal aortic aneurysm in hemodialysis

対する人工心肺下手術症例の検討－EuroSCOREによる

patients. 7th International Congress of Asian Society

術前リスクの解析－. 第49回関西胸部外科学会学術集会,

for Vascular Surgery, 8.16-19, Kuala Lumpur, Malaysia.

6.29-30, 浜松.（抄録, 145, 2006.）

大畑俊裕, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖

光野正孝, 宮本裕治, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 良本政

彦, 良本政章, 吉岡良晃（2006）急性A型大動脈解離にお

章, 吉岡良晃, 辻家紀子（2006）完全房室ブロック, 僧帽弁

ける吻合法の工夫－Modified Sandwich Technique－. 第

閉鎖不全症, 心室瘤を呈し, その形態から心サルコイドーシ

59回日本胸部外科学会定期学術集会, 10.1-4, 東京.（Jpn.

スが考えられた一手術例. 第49回関西胸部外科学会学術
集会, 6.29-30, 浜松.（抄録, 164, 2006.）

J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 54（Suppl.）, 489, 2006.）
小林靖彦, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏

大畑俊裕, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 良本政

衞, 良本政章, 吉岡良晃（2006）体外循環後急性肺障害に

章, 吉岡良晃, 辻家紀子（2006）急性前壁心室中隔穿孔
（90

対するシベレスタットナトリウムの有効性に関する検討. 第

歳女性）の一救命例. 第49回関西胸部外科学会学術集会,

59回日本胸部外科学会定期学術集会, 10.1-4, 東京.（Jpn.

6.29-30, 浜松.（抄録, 121, 2006.）

J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 54（Suppl.）, 300, 2006.）
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良本政章, 宮本裕治, 光野正孝, 大畑俊裕, 山村光弘, 田中
宏衞, 小林靖彦, 吉岡良晃（2006）60歳以上の症例に対す
る機械弁によるAVRの有用性. 第59回日本胸部外科学会
定期学術集会, 10.1-4, 東京.（Jpn. J. Thorac. Cardiovasc.
Surg., 54（Suppl.）, 415, 2006.）
良本政章, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖

トーシスの重要性. 呼吸と循環, 54, 27-33.
田中文啓, 和田洋巳（2006）Evidenceに基づく非小細胞肺癌
術後補助療法の有用性. 癌と化学療法, 33, 300-306.
長谷川誠紀（2006）アスベスト関連疾患における呼吸器外
科の役割－VATSと胸膜肺全摘術－. 医学のあゆみ, 219,
843-846.

彦, 吉岡良晃, 宮本裕治（2006）Mini-CPBによる心停止下

田中文啓, 奥 村好邦, 長谷川誠紀（2 0 0 6）I n d u c t i o n－

CABGの有用性－blood conservationの視点から－. 第52

I ndu c t i o n t h e r a py後の外科療法の問題点と工夫－.

回近畿心臓外科研究会, 10.28, 大阪.

MOOK肺癌の臨床2005-2006, 281-289.

山村光弘, 宮本裕治, 光野正孝, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖
彦, 良本政章, 吉岡良晃, 大平順之（2006）血液透析症例
の大動脈弁置換術における治療戦略－術後持続血液透
析濾過CHDFの有用性－. 第44回日本人工臓器学会大会,
10.31-11.2, 横浜.（人工臓器, 35, S135, 2006.）
大畑俊裕, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 吉岡良晃（2006）選択的脳分離体外循
環における下半身への側副血行路の検討. 第44回日本人
工臓器学会大会, 10.31-11.2, 横浜.（人工臓器, 35, S151,

豊史, 長谷川誠紀（2006）臓器・細胞移植の進歩, 死体

陳

臓器移植の現状. Medicina, 43, 987-989.
奥村好邦（2006）呼吸器合併症対策. Expert Nurse, 22,
48-51.
長谷川誠紀（2006）アスベスト関連疾患における呼吸器外科
の役割－VATSと胸膜肺全摘術. 医学のあゆみ, 219, 843849.
［症例報告］
多久和輝尚, 長谷川誠紀, 佐藤寿彦, 奥村好邦（2006）横隔
膜に多発性小孔を認め, Polyglactin Mesh で横隔膜被覆

2006.）
大平順之, 武西友幸, 亀井理生, 高山 舞, 大畑俊裕, 宮本裕
治（2006）mini-CPB Systemを用いた心停止下CABGの有
用性. 第44回日本人工臓器学会大会, 10.31-11.2, 横浜.（人
工臓器, 35, S145, 2006.）
吉岡良晃, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖
彦, 良本政章, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2006）左心
室瘤と冠動脈瘤の合併症例に対する手術経験, 11.24, 神

を行った月経随伴性気胸の1例. 日本呼吸器外科学会雑
誌, 20, 152-155.
石川浩之, 福瀬達郎, 松本成司, 李
乾

美於, 長谷川誠紀,

健二, 和田洋巳（2006）繰り返す肺炎, 喀血を契機に

診断された先天性右肺動脈欠損症の1手術例. 日本呼吸
器外科学会雑誌, 20, 667-671.
青山晃博, 福瀬達郎, 陳

豊史, 浜川博司, 藤永卓司, 大

政 貢, 阪井宏彰, 花岡伸治, 板東 徹, 長谷川誠紀, 和田

戸.
■ その他 ■

洋巳（2006）Rituximabが奏功した脳死肺移植後リンパ増

宮本裕治（2006）心臓血管外科領域における透析患者の手

殖性疾患の1例. 日本呼吸器外科学会雑誌, 20, 870-874.

術戦略と成績. 第23回武庫川カンファランス, 1.21, 神戸.

多久和輝尚, 長谷川誠紀, 田中文啓, 和田洋巳（2006）ソマト

宮本裕治（2006）心臓血管外科領域における手術適応の変

スタチン受容体・核医学検査により術前に確定診断した異

遷と当院での成績. 第350回阪神循環器談話会, 1.26, 西宮.

所性ACTH産生気管支カルチノイドの1例. 肺癌, 46, 375-

宮本裕治（2006）当科における手術内容とその成績. 第4回
西宮市循環器病診勉強会, 2.17, 西宮.
光野正孝（2006）人工弁について－医師, 検査技師に知って
おいてほしい知識－. 第9回阪神心エコー図カンファレンス,

378.
坂巻 靖, 城戸哲夫, 安川元章, 小牟田清, 長谷川誠紀, 中 野
孝司（2006）孤立性の縦隔リンパ節転移として発見された
胸膜中皮腫の1例. 肺癌, 46, 727-731.
多久和輝尚, 長谷川誠紀, 奥村好邦, 松本成司（2006）喉頭

7.15, 西宮.
宮本裕治（2006）心臓血管外科領域で低侵襲はどこまで可
能か？「人工心肺」. CCT 2006 Surgical, 9.22, 神戸.

全摘術, 気管食道瘻作成, プロボックスボイスプロテーゼ
留置後に発生した気管気管支軟化症の1例. 気管支学, 28,
107-110.
Sonobe, M., Manabe, T., Wada, H. and Tanaka, F.（2006）

呼吸器外科学
■ 学術論文 ■
［総説］
田中文啓, 奥村好邦, 長谷川誠紀（2006）非小細胞肺がんの
術後補助 化学療法. 呼吸器科, 9, 117-123.
奥 村好邦, 田中文啓, 長谷川誠紀, 福岡和也, 中野孝司
（2006）悪性胸膜中皮腫の術前評価と手術適応. 胸部外
科, 60, 25-29.
田中文啓, 和田洋巳（2006）肺癌の進展・治療におけるアポ

Lung adenocarcinoma harboring mutations in the
ERBB2 kinase domain. J. Mol. Diagn, 8, 351-356.
Chen, F., Hasegawa, S., Bando, T., Kitaichi, M., Hiratsuka,
T., Kawashima, M., Hanaoka, N., Yoshimura, T., Tanaka,
F., Trulock, E. P. and Wada, H.（2006）Recurrence of
bilateral diffuse bronchiectasis after bilateral lung
transplantation. Respirology, 11, 666-668.
Nakagawa, M., Katakura, H., Adachi, M., Takenaka,
K., Yanagihara, K., Otake, Y., Wada, H. and Tanaka,
F.（ 2 0 0 6）M a s p i n e x p r e s s i o n a n d i t s c l i n i c a l
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significance in non-small cell lung cancer. Ann. Surg.

博司, 庄司

Oncol., 13, 1517-1523.

博, 松本いずみ, 中村隆之, 平田敏樹, 米田正始, 長谷川

Katakura, H., Takenaka, K., Nakagawa, M., Sonobe, M.,

剛, 藤永卓司, 近藤展行, 陳

豊史, 青山晃

誠紀, 和田洋巳（2006）Lung transplantation at Kyoto

Adachi, M., Ito, S., Wada, H. and Tanaka, F.（2006）

University.（シンポジウム）第23回日本呼吸器外科学会

Maspin gene expression is a significant prognostic

総会, 5.25-27, 東京.（日本呼吸器外科学会雑誌, 20, 748,

factor in resected non-small cell lung cancer（NSCLC）.

2006.）
福岡和也, 上坂亜由子, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯田

Maspin in NSCLC. Lung Cancer, 51, 323-328.
Katakura, H., Sato, M., Tanaka, F., Sakai, H., Bando, T.,

慎一郎, 延山誠一, 中島泰典, 栗林康造, 宮田 茂, 三宅光

Hasegawa, S., Nakashima, Y. and Wada, H.（2006）

富, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓,

Pulmonary sclerosing hemangioma with metastasis to

長谷川誠紀（2006）アスベスト検診受診者に対する呼吸器

the mediastinal lymph node. Ann. Thorac. Surg., 80,

内視鏡検査の適応と有用性に関する検討.（シンポジウム）

2351-2353.

第29回日本呼吸器内視鏡学会学術集会, 6.8-9, つくば.（気

Ito, S., Kawano, Y., Katakura, H., Takenaka, K., Adachi,

管支学, 28, 156, 2006.）

M., Sakai, M., Shimizu, K., Ikenaka, K., Wada, H. and

上坂亜由子, 三宅光富, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯田

Tanaka, F.（2006）Expression of MAGE-D4, a novel

慎一郎, 延山誠一, 中嶋泰典, 栗林康造, 宮田 茂, 福岡

MAGE family antigen, is correlated with tumor-

和也, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文

cell proliferation of non-small cell lung cancer. Lung

啓, 長谷川誠紀（2006）中皮腫に対する蛍光及びNarrow

Cancer, 51, 79-88.

Band Imagingをもちいた胸腔鏡検査の試み.（シンポジウ

■ 学会発表 ■

ム）第29回日本呼吸器内視鏡学会学術集会, 6.8-9, つく

［指定講演］

ば.（気管支学, 28, 157, 2006.）

Ｈasegawa, S.（2006）Endobronchial ultrasound.（Invited
lecture）Workshop of Interventional Pulmonology in

［一般講演］
田中文啓（2006）呼吸器系腫瘍におけるRECKの発現と予後
との関連性について. 京都大学大学院医学研究科21世紀

Guangzhou, 9. 20, Guangzhou, China.
［シンポジウム等］

COEコロキウム, 1.21, 京都.
豊史, 青山晃弘, 藤永卓司, 浜川

奥村好邦, 多久和輝尚, 松本成司, 田中文啓, 長谷川誠紀, 佐

博司, 大政 貢, 阪井宏彰, 花岡伸治, 和田洋巳, 松本いず

藤寿彦（2006）3D-CTによる術前評価が術式決定に有用

み, 長谷川誠紀, 米田正始, 島本 健（2006）肺高血圧症

であったSuperior Sulcus Tumor2例より. 第83回日本肺癌

の治療の現状と移植適応 PPHに対する脳死肺移植術後

学会関西支部会, 2.4, 神戸.（肺癌, 46, 178, 2006.）

板東

徹, 福瀬達郎, 陳

死亡の1例.（シンポジウム）第22回日肺および心肺移植研究

飯田慎一郎, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 延山誠一, 田
村邦宣, 栗林康造, 宮田 茂, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝

会, 1.28, 京都.（移植, 41, 57, 2006.）
豊史, 岡本俊宏, 青山晃博, 藤永卓司, 浜川博司, 近藤

司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川誠

展行, 庄司 剛, 大政 貢, 阪井宏彰, 花岡伸治, 板東 徹,

紀（2006）アスベスト検診にて発見された悪性胸膜中皮腫

福瀬達郎, 松本いずみ, 長谷川誠紀, 和田洋巳（2006）肺

の1例. 第83回日本肺癌学会関西支部会, 2.4, 神戸.（肺癌,

陳

高血圧症の治療の現状と移植適応, 両側生体肺葉移植後

46, 185, 2006.）

に再発したlymphangioleiomyomatosis（LAM）の1例.（シ

奥村好邦, 田中文啓, 松本成司, 多久和輝尚, 長谷川誠紀

ンポジウム）第22回日肺および心肺移植研究会, 1.28, 京

（2006）Superion sulcus tumor の2例－術式を中心に－.
第34回兵庫呼吸器外科研究会, 3.2, 明石.

都.（移植, 41, 58, 2006.）
貢, 陳

豊史, 浜川

多久和輝尚（2006）スピリーバ吸入により呼吸器症状に改善

博司, 藤永卓司, 阪井宏彰, 花岡伸治, 板東

徹, 福瀬達

がみられた症例の検討. スピリーバ発売1周年記念講演会,

青山晃博, 近藤展行, 庄司

剛, 大政

郎, 松本いずみ, 長谷川誠紀, 和田洋巳（2006）肺高血圧

3.25, 尼崎.

当科における脳死肺移植後

Tanaka, F., Ogawa, E., Shanker, M., Arlen, E., Garcia-Soto,

P TLDの2例.（シンポジウム）第22回日肺および心肺移植

A. E., Branch, C. D., Wada, H., Wistuba, I. and Ramesh,

研究会, 1.28, 京都.（移植, 41, 58, 2006.）

R.（2006）Expression of HuR, a mR NA – binding

症の治療の現状と移植適応

板東

徹, 福瀬達郎, 青山晃博, 陳

展行, 庄司

剛, 浜川博司, 大政

豊史, 藤永卓司, 近藤

protein in non – small cell lung cancer（NSCLC）

貢, 阪井宏彰, 中村隆

correlates with COX-2, MVD and tumor progression.

之, 花岡伸治, 長谷川誠紀, 米田正始, 和田洋巳（2006）

AACR 97th Annual Meeting 2006, 4.4, Washington

Clinical application of ET-Kyoto solution for lung

D.C., U.S.A.

transplantation.（国際シンポジウム）第106回日本外科学

奥村好邦, 多久和輝尚, 松本成司, 田中文啓, 栗林康造, 福

会定期学術集会, 3.29-31, 東京.（日本外科学会雑誌, 107

岡和也, 中野孝司, 長谷川誠紀（2006）悪性胸膜中皮腫の
術前評価と手術適応について. 第23回日本呼吸器外科学

（臨時増刊2）, 67, 2006.）
板東

徹, 福瀬達郎, 花岡伸治, 阪井宏彰, 大政

貢, 浜川

会総会, 5.25-27, 東京.（日本呼吸器外科学会雑誌, 20, 817,
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多久和輝尚, 田中文啓, 奥村好邦, 松本成司, 長谷川誠紀

2006.）
園部

誠, 岩切章太郎, 三野暢哉, 長井信二郎, 伊東真哉,

（2006）COPD合併肺癌肺葉切除例における術前術後チオ

亮 , 和田洋巳 , 足立匡司, 田中文啓

トロピウム吸入の有用性. 第49回関西胸部外科学会学術

竹中一正, 宮原

（2006）肺原発粘表皮癌におけるMECT1-MAML2融合遺
伝子の検出. 第23回日本呼吸器外科学会総会, 5.25-27, 東
京.（日本呼吸器外科学会雑誌, 20, 841, 2006.）
陳

豊史, 岡本俊宏, 青山晃博, 藤永卓司, 浜川博司, 近藤
展行, 庄司
治, 板東

剛, 大政

貢, 阪井宏彰, 宮原

亮, 花岡伸

徹, 平田敏樹, 福瀬達郎, 長谷川誠紀, 和田洋

巳（2006）移植肺に再発したlymphangioleiomyomatosis
（LAM）の経験. 第23回日本呼吸器外科学会総会, 5.2527, 東京.（日本呼吸器外科学会雑誌, 20, 888, 2006.）
松本成司, 多久和輝尚, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川誠紀
（2006）当院における降下性縦隔炎の2手術例. 第23回日
本呼吸器外科学会総会, 5.25-27, 東京.（日本呼吸器外科

集会, 6.29-30, 浜松.
田中文啓（2006）超音波気管支鏡生検による肺癌患者の縦
隔リンパ節転移の診断, プロトコル概要. 平成18年度有限
責任中間法人

日本・多国間臨床試験機構臨床試験ワー

クショップ, 7.1, 愛知.
江坂直樹, 岡本珠紀, 高橋鮎子, 宮原
洋巳, 宮川

亮, 田中文啓, 和田

文（2006）病理学的診断が困難な組織像を

呈しxanthohistiocytic tumorが疑われた肺腫瘍の1例. 第
84回日本肺癌学会関西支部会, 7.1, 京都.（肺癌, 46, 391,
2006.）
田中文啓（2006）ゲフィニチブの効果と安全性を考える. 第9
回日本医薬品情報学会総会・学術集会, 7.8, 京都.
小川栄治, 戸田好信, 小谷泰一, 真鍋俊明, 竹中一正, 田中文

学会雑誌, 20, 906, 2006.）
多久和輝尚, 長谷川誠紀, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓

啓, 和田洋巳（2006）非小細胞肺癌におけるAurora-Aの

（2006）赤芽球癆を合併した胸腺腫の1例. 第23回日本呼

発現とその臨床的意義－腫瘍細胞の膜周辺における発現

吸器外科学会総会, 5.25-27, 東京.（日本呼吸器外科学会

の重要性－. 第59回日本胸部外科学会定期学術集会, 10.1-

雑誌, 20, 912, 2006.）

4, 東京.（Jpn. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 54（Suppl.）,

田中文啓, 長谷川誠紀（2006）これからの非小細胞肺癌にお
ける術前術後化学療法, 術後U F T化学療法の今後の展

314, 2006.）
田中文啓, 長谷川誠紀（20 06）N2（+）肺癌

I nduct ion

望. 第46回日本呼吸器学会学術講演会, 6.2, 東京.（日本呼

therapyは必要か N2（+）肺癌 Induction chemotherapy

吸器学会雑誌, 44（増刊）, 70, 2006.）

は必要か. 第59回日本胸部外科学会定期学術集会, 10.1-

Tanaka, F., Ogawa, E., Wada, H., Shanker, M., GarciaSoto, A. E., Branch, C. D., Wistuba, I., Roth, J. A.

4, 東京.（Jpn. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 54（Suppl.）,
243, 2006.）

and Ramesh, R.（2006）Clinical significance of HuR

中野孝司, 福岡和也, 長谷川誠紀, 田中文啓, 岡田守人, 三

expression, an mRNA – binding protein in non – small

村剛史, 西本 寛（2006）中皮腫の登録制度の構築と標準

cell lung cancer（NSCLC）. 42nd Annual Meeting of

的治療法の確立に向けた多施設臨床試験の取り組み. 第

the American Society of Clinical Oncology, 6.5, Atlanta,

54回日本職業・災害医学会学術大会, 11.9-10, 横浜.（日本

U.S.A.

職業・災害医学会会誌, 54（臨時増刊）, 119, 2006.）
茂, 中嶋泰典, 田

中野孝司, 福岡和也, 長谷川誠紀, 田中文啓（2006）悪性胸

村邦宣, 延山誠一, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 福岡

膜中皮腫に対する多施設共同臨床試験の提案. 第47回日

栗林康造, 上坂亜由子, 三宅光富, 宮田

和也, 中野孝司, 奥村好邦, 多久和輝尚, 松本成司, 田中文

本肺癌学会総会, 12.14, 京都.（肺癌, 46, 483, 2006.）

啓, 長谷川誠紀（2006）診断目的にて外科的呼吸器内視鏡

佐藤寿彦, 中村達雄, 荒木政人, 田尾裕之, 多久和輝尚, 奥

を要したアスベスト関連胸部疾患の検討. 第29回日本呼吸

村好邦, 田中文啓, 長谷川誠紀（2006）新しい内視鏡用縫

器内視鏡学会学術集会, 6.8-9, つくば.（気管支学, 28, 171,

合支援器具の開発. 第47回日本肺癌学会総会, 12.14-15,

2006.）
多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川誠紀

京都.（肺癌, 46, 469, 2006.）
上坂亜由子, 三宅光富, 福岡和也, 宮田 茂, 栗林康造, 中嶋

（2006）気管切開後の長期人工呼吸管理中に気管軟化症,

泰典, 延山誠一, 飯田慎一郎, 田村邦宣, 山田秀哉, 村上亜

気管食道瘻が併発し, 気管, 食道ステント治療が著効した

紀, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓,

1例. 第79回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会, 6.17, 大

長谷川誠紀（2006）中皮腫に対する蛍光観察
（A FI）及び

阪.（気管支学, 28, 394, 2006.）

狭帯域観察（NBI）を用いた胸腔鏡検査の試み. 第47回日

中嶋泰典, 福岡和也, 栗林康造, 宮田 茂, 飯田慎一郎, 延
山誠一, 田村邦宣, 上坂亜由子, 山田秀哉, 村上亜紀, 三宅

本肺癌学会総会, 12.14-15, 京都.（肺癌, 46, 537, 2006.）
祝千佳子, 田中文啓, 矢野育子, 桂 敏也, 園部 誠, 阪井 宏

光富, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文

彰, 宮原

啓, 長谷川誠紀, 新長真由美, 伊藤 敬, 廣田誠一
（2006）

フィチニブの臨床効果と副作用の背景因子に関する解析.

気管支喘息として治療されていたが, 血痰を契機に発見さ

第47回日本肺癌学会総会, 12.14-15, 京都.（肺癌, 46, 559,

れた有茎性気管支内腫瘍の1切除例. 第79回日本呼吸器

2006.）

内視鏡学会近畿支部会, 6.17, 大阪.（気管支学, 28, 396,
2006.）

亮, 板東

徹, 和田洋巳, 乾

賢一（2006）ゲ

上坂亜由子, 福岡和也, 栗林康造, 村上亜紀, 山田秀哉, 田
村邦宣, 飯田慎一郎, 延山誠一, 中嶋泰典, 三宅光富, 宮
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田 茂, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中
文啓, 長谷川誠紀（2006）当科におけるアスベスト検診に
て発見された肺癌・中皮腫症例に関する検討. 第47回日本
肺癌学会総会, 12.14-15, 京都.（肺癌, 46, 633, 2006.）
長井信二郎, 高橋剛士, 毛受暁史, 高橋鮎子, 岩切章太郎,

■ 学術論文 ■
［総説］
上農喜朗（2006）Difficult Airwayの教育と訓練. 麻酔, 55,
33-43.
［原著］

三野暢哉, 小川栄治, 中川正嗣, 園部 誠, 宮原 亮, 田中

Watanabe, K., Yaguchi, T., Yang, D., Kanno, T., Nagai, K.,

文啓, 和田洋巳（2006）肺癌および悪性胸膜中皮腫細胞株

Yamamoto, S., Fujikawa, H., Yamamoto, H., Nagata, T.,

に対するPemetrexedの抗腫瘍効果および効果予測因子

Tashiro, C. and Nishizaki, T.（2006）Beneficial effect of

の検討. 第47回日本肺癌学会総会, 12.14-15, 京都.（肺癌,

intracellular free high-mannose oligosaccharides on

46, 640, 2006.）

cryopreservation of mammalian cells and proteins.
Cryobiology, 53, 330-335.

■ その他 ■
田中文啓（2006）肺癌手術の中でPETをどのように利用する
か？. 臨床PET講演会, 3.11, 岡山.
田中文啓（2006）肺癌術後化学療法の最新情報. 第7回群馬
肺癌治療法講演会, 3.17, 群馬.
長谷川誠紀（2006）肺癌の話･･･外科医の立場から. 第2回県
民医療公開講座, 5.20, 神戸.
長谷川誠紀（2006）当科における肺癌と胸膜中皮腫の治療.
兵庫医大病診連携の会, 2.22, 西宮.
長谷川誠紀（2006）EBUS-TBNA 超音波ガイド下穿刺細胞
診. 第6回近畿呼吸器内視鏡懇談会, 3.4, 大阪.
長谷川誠紀（2006）肺癌の外科治療. 兵庫医科大学公開市

木下雅晴, 谷本賢明, 植木隆介, 平島佳奈, 吉田史絵, 太城
力良（2006）プロポフォール血管痛の軽減－メトクロプラミ
ドとフェンタニル前処置の比較－. 臨床麻酔, 30, 27-31.
平島佳奈, 太城力良, 吉田史絵, 大平順之, 木村政義, 作久本
哲郎（2006）蘇生用バッグによる気胸, 気道裂傷のメカニ
ズム. 臨床麻酔, 30, 1101-1104.
上 農喜朗, 青木

彰, 藤本陽子, 丸山美津子, 太城力良

（2006）病院オーダリングのWEB機能を利用した手術申し
込み・スケジューリングシステムの導入. 日本手術医学会誌,
27, 52-55.
青木

彰, 藤本陽子, 木村幸子, 上農喜朗（2006）JR西日本

脱線事故現場より手術場まで. 日本手術医学会誌, 27, 165-

民講座, 4.5, 西宮.
長谷川誠紀（2006）胸腔鏡ハンズオンセミナー. 第1回関西近
畿地区胸腔鏡セミナー, 3.18, 大阪.
長谷川誠紀（2006）私の胸腔鏡手術. 第7回呼吸器外科胸腔
鏡セミナー, 5.28, 富士宮.
長谷川誠紀（2006）胸腔鏡ハンズオンセミナー. 第2回関西近
畿地区胸腔鏡セミナー, 9.16, 大阪.
長谷川誠紀（2006）私の胸腔鏡手術. 第9回呼吸器外科胸腔
鏡セミナー, 10.28, 福島.
白日高歩, 石井芳樹, 小泉 潔, 長谷川誠紀（2006）胸腔鏡の
呼吸器疾患診断と治療への応用.（座談会）呼吸, 24, 666-

167.
［症例報告］
Simode, N., Yasuoka, H., Kinoshita, M., Hirashima, K.,
Tsujimoto, S., Tashiro, C. and Kokubunji, A.（2006）
Severe anaphylaxis after albumin infusion in a patient
with ahaptoglobinemia. Anesthesiology, 105, 425-426.
渡辺佳菜子, 宮本善一, 木内恵子, 香河清和, 松田陽一, 北
村征治（2006）腹腔鏡下先天性十二指腸閉鎖根治術の周
術期管理－開腹根治術との比較－. 麻酔, 55, 65-68.
植木隆介, 森山萬秀, 野間秀樹, 保岡宏彰, 柳本富士雄, 村川
和重（2006）神経因性疼痛に対するフレカイニドの鎮痛作

681.

用に関する検討－メキシレチン内服効果が不十分な症例
に対するフレカイニドの鎮痛効果－. 日本臨床麻酔学会誌,

麻酔科学
■ 著書 ■
上農喜朗（2 0 0 6）手術室における危機管理. 麻酔科学レ
ビュー2006,（天羽敬祐 編）, 総合医学社, 東京, 109-114.
上農喜朗（2006）吸入麻酔薬の停止と回路内麻酔薬分圧の
推移. 麻酔科診療プラクティス19 麻酔器・麻酔回路,（岩
崎 寛 編）, 文光堂, 東京, 182-184.
上農喜朗（2006）実体型患者シミュレータ環境を用いた更新

26, 266-271.
吉田史絵, 下出典子, 植木隆介, 長尾嘉晃, 平島佳奈, 太城力
良（2006）妊娠21週の脳腫瘍手術の麻酔. 臨床麻酔, 30,
1539-1541.
平島佳奈, 木下雅晴, 多田羅恒雄, 太城力良（2006）肝切除
術後に硬膜外血腫による重篤な下肢麻痺を生じた1症例
（会議録）. 日本臨床麻酔学会誌, 26, S187.
■ 学会発表 ■
［一般講演］

医療機器の選定に関する試み. 麻酔・集中治療とテクノロ
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歯科口腔外科学
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科学会近畿地方会, 6.17, 西宮.

J. Oral Maxillofac. Surg., 18, 292-295.
■ 学会発表 ■

Nagata, Y., Higashi, M., Ishii, Y., Nagata, K., Noguchi,
K. a nd Ur a de, M.（ 20 0 6）T he pre s e nc e of h ig h

［シンポジウム等］

concentrations of free D-amino acids in human saliva.

高岡一樹, 岸本裕充, 瀬川英美, 頭司雄介, 萬野幸代, 橋
谷 進, 野口一馬, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）COX-2高

20th IUBMB International Congress of Biochemistry
and Molecular Biology, 6.18-23, Kyoto.

発現ヒトKB癌細胞の増殖および浸潤能にける一酸化窒素

Shimizu, A., Hasegawa, M., Kinoshita, N. and Honda,

の影響.（ミニシンポジウム）第60回日本口腔科学会総会,

K.（2006）A new method for detecting the hardness of

5.11-12, 名古屋.

carious dentin. 84th General Session & Exhibition of the

田中徳昭, 占部一彦, 橋谷 進, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）

IADR, 6.28-7.1, Brisbane, Australia.

3次元培養可能な腺様嚢胞癌細胞株の樹立とその細胞特

高岡一樹, 浦出雅裕（2006）広範な白板症から生じた口腔多

性について．
（ミニシンポジウム）第60回日本口腔科学会総

発癌に対するDocetaxel, CDDP, 5-FU併用化学療法. 第16

会, 5.12, 名古屋.
橋谷

進, 野口一馬, 奥井

回日本口腔粘膜学会総会, 6.30-7.1, 新潟.
森, 瀬川英美, 頭司雄介, 櫻井

橋谷 進, 前田常成, 奥井 森, 高岡一樹, 本田公亮, 浦出雅

一成 , 浦出雅裕（2006）ヌードマウス可移植性ヒト腺様嚢

裕（2006）顎間固定材料に金属アレルギーを示した下顎骨

胞癌の移植継代による転移モデルの樹立.（ミニシンポジウ

骨折患者の1例. 第8回日本口腔顎顔面外傷学会総会, 7.22,

ム）第60回日本口腔科学会総会, 5.11-12, 名古屋.

鹿児島.

野口一馬, 高岡一樹, 豊原幸代, 奥井 森, 橋谷 進, 田中徳

高岡一樹, 橋谷 進, 奥井 森, 本田公亮, 浦出雅裕（2006）

昭, 岸本裕充, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）超選択的動注

J R福知山線脱線事故による受傷患者の治療経験

化学療法併用放射線治療を用いた口腔癌の治療.（ミニシ

医療の考察を含めて. 第8回日本口腔顎顔面外傷学会総

ンポジウム）第18回日本口腔科学会近畿地方部会, 11.18,

災害

会, 7.22, 鹿児島.

和歌山.

櫻井一成, 橋谷 進, 高岡一樹, 野口一馬, 浦出雅裕（2006）

［一般講演］

口腔癌におけるH PV16/18型蛋白発現動向の推移とp53

野口一馬, 萬野幸代, 名取

淳, 頭司雄介, 高岡一樹, 橋

谷 進, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）咬筋内に発生した悪
性黒色腫の1例. 第24回日本口腔腫瘍学会総会, 1.26-27, 小
倉.

発現の関連性. 第17回（特非）日本口腔病理学会総会・学
術大会, 8.17-19, 新潟.
浦出雅裕（2006）顎骨壊死（ONJ）の予防, 診断および治療
ガイドライン. 第9回癌と骨病変研究会, 9.8, 淡路.
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橋谷 進, 野口一馬, 豊原幸代, 高岡一樹, 岸本裕充, 櫻井一
成, 浦出雅裕（2006）ヒト口底腺様嚢胞癌のヌードマウス
における転移モデルの樹立とその細胞生物学的特性. 第

田中徳昭, 橋谷

進, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）3次元培

養可能な上顎腺様嚢胞癌由来細胞株の細胞特性．第43
回日本口腔組織培養学会, 11.11, 大阪．
浦出雅裕（2 0 0 6）ビスホスホネートに関連した顎骨壊死

65回日本癌学会学術総会, 9.28-30, 横浜．
高岡一樹, 浦出雅裕, 岸本裕充, 橋谷 進, 豊原幸代, 野口一

（ONJ）の予防, 診断および治療ガイドライン. 第15回日本

馬, 櫻井一成（2006）COX-2遺伝子導入によるヒトKB癌細

口腔感染症学会総会, 11.11, 大阪.

胞の細胞増殖と浸潤能の亢進. 第65回日本癌学会学術総

荻澤良治, 田中徳昭, 岸本裕充, 奥井

森, 櫻井一成, 浦出

雅裕（2006）頬粘膜に生じた神経鞘粘液腫の1例. 第18回

会, 9.28-30, 横浜．
長谷川誠実（2006）抜髄後異常痛を再考する. 第7回口腔顔

日本口腔科学会近畿地方部会, 11.18, 和歌山.
浦出雅裕（2006）Bisphosphonatesに関連した顎骨壊死

面痛懇談会, 10.7, 神奈川.
頭司雄介, 橋谷 進, 野口一馬, 高岡一樹, 伊地知麻紀子, 会

（ON J）の予防, 診断および治療ガイドライン. 第10回日

坂郁代, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）下顎に発生した悪

本顎顔面インプラント学会総会・学術大会モーニングセミ

性線維性組織球腫の1例．第51回日本口腔外科学会総会,

ナー, 12.7-8, 東京.
■ その他 ■

10.12-13, 小倉．
田中徳昭, 高岡一樹, 橋谷 進, 岸本裕充, 頭司雄介, 瀬川英
美, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）ビスホスホネートに起因す
ると考えられる顎骨壊死の2例．第51回日本口腔外科学会

岸本裕充（2006）口腔乾燥対策. 西宮市歯科医師会・兵庫
医科大学歯科口腔外科症例検討会, 2.4, 西宮.
広本孝史, 橋谷

進（2006）歯根嚢胞2次感染症例および

当科における1年間の歯性感染症の臨床統計. 兵庫医科大

総会, 10.12-13, 小倉．
野口一馬, 高岡一樹, 豊原幸代, 田中徳昭, 奥井 森, 頭司雄
介, 橋谷 進, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）超選択的動注
化学療法併用放射線治療における腫瘍組織内Pt濃度の

学歯科口腔外科学講座・西宮市歯科医師会症例検討会,
2.4,西宮.
岸本裕充（2006）健康長寿に歯は大切！. 兵庫医科大学市
民健康講座, 2.22, 西宮.

検討. 第51回日本口腔外科学会総会, 10.12-13, 小倉．
野口一馬, 豊原幸代, 頭司雄介, 高岡一樹, 橋谷 進, 田中徳

長谷川誠実（2006）根管治療難症例へのアプローチ

基礎

昭, 奥井 森, 岸本裕充, 櫻井一成, 浦出雅裕（2006）
咬筋

編. 医療法人博悠会オープンカンファレンス, 6.17, 大阪.

内に発生した悪性黒色腫の1例. 第10回阪神地区病院歯科

長谷川誠実, 木下直人（2006）歯髄炎様の関連痛, 歯髄炎
由来の関連痛および歯髄炎様と歯髄炎由来の混在した関

勤務医会, 10.18, 尼崎.
野口一馬, 浦出雅裕, 高岡一樹, 豊原幸代, 田中徳昭, 奥
井 森, 橋谷 進, 櫻井一成（2006）頭頚部癌に対する超
選択的動注化学療法併用放射線治療の抗腫瘍効果の検

連痛.（教育講演）第18回日本歯内療法学会関西支部研修
会, 6.25, 大阪.
長谷川誠実,（2006）根管治療難症例へのアプローチ

実践

編. 医療法人博悠会オープンカンファレンス, 7.15, 大阪.

討. 第24回顎・口腔腫瘍研究会, 10.21, 神戸.
Takaoka, K., Urade, M., Kishimoto, H., Hashitani, S.,

橋谷

進（20 06）急性歯性感染症における対応と注意点.

S eg awa, E., Zushi, Y., Nog uchi, K. a nd Sa kurai,

福岡歯科大学同窓会兵庫県支部会学術講演, 9.30, 姫路.

K.（2006）Influence of nitric oxide on invasiveness of

長谷川誠実（2006）歯内療法に伴う偶発症.（教育講演）日

human KB carcinoma cells overexpressing COX-2. 7th
Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery,

本歯内療法学会中部支部第2回学術大会, 10.1, 岐阜.
野口一馬（2006）新しい頭頸部癌治療について. 兵庫医科大
学市民健康講座, 10.18, 西宮.

11.5-9, Hong Kong, China.
Hashitani, S., Noguchi, K., Zushi, Y., Okui, S., Takaoka,
K., Sakurai, K. and Urade, M.（2006）Establishment

岸本裕充（2006）口腔ケア10の鉄則を臨床に活かす. 松下記
念病院NST委員会研修会, 10.20, 門真.

of nude mouse transplantable model of a human

浦出雅裕（2006）骨転移早期発見の意義. パネルデイスカッ

adenoid cystic carcinoma showing metastases to the

ションアドバイザー, 第2回乳癌骨転移コンセンサスセミ

lymph node and lung. 7th Asian Congress on Oral and

ナー, 10.27, 名古屋.
岸本裕充（2006）ドライマウス対策. 大阪府歯科医師会

Maxillofacial Surgery, 11.5-9, Hong Kong, China.
長谷川誠実, 木下直人, 阿部徹也, 清水明彦, 秦

順一

老

人歯科保健対策推進室員研修会, 11.16, 大阪.

（2006）エトドラクはラット歯髄刺激による海馬血流増加

岸本裕充（2 0 0 6）急性 期における口腔ケア習得セミナー.

反応を抑制する. 第125回日本歯科保存学会秋季学術大

オーラルケア社主催看護師のための口腔ケアセミナー,

会, 11.9-10, 鹿児島.
本田公亮, 木下直人, 夏見淑子, 清水明彦（2006）エアーア
ブレーシブシステムを用いたう蝕軟化象牙質除去装置の
試作

第2報噴射ノズル孔の形状, 口径と研削能の関係.

第125回日本歯科保存学会秋季学術大会, 11.9-10, 鹿児
島.

11.19, 東京.
岸本裕充（2006）看護に活かす口腔ケアについて（第1回）.
兵庫医科大学篠山病院看護職員研修会, 11.30, 篠山.
岸本裕充（2006）看護に活かす口腔ケアについて（第2回）.
兵庫医科大学篠山病院看護職員研修会, 12.14, 篠山.
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〔臨床医学系学科目〕

丸川征四郎（2006）どうする？大規模災害対応.（特別講演）
第6回Cardio-Renal & Metabolism Conference, 2.11, 大

救急・災害医学／救命救急センター

阪.
丸川征四郎（2006）J R福知山線列車事故における災害拠

■ 著書 ■

点病院の対応.（特別講演）第16回広島救急初療研究会,

久保山一敏（2006）コラム

日本版救急蘇生ガイドライン

2005における脳卒中の取り扱い. ISL Sコースガイドブック,
（日本救急医学会, 日本神経救急学会

監修）, へるす出

演）第2回岡山県北臓器障害フォーラム, 2.24, 津山.
丸川征四郎（2006）震災から学んだ鉄道災害への対応.（特

版, 東京, 14.
吉永和正（2006）フグ中毒は集団発生する. 食中毒検査・
診療のコツと落とし穴,（渡辺治雄

編）, 中山書店, 東京,

別講演）第33回日本集中治療医学会学術集会（市民公開
講座）, 3.11, 枚方.
久保山一敏（2006）わが国の新しい心肺蘇生法ガイドライン

118.
■ 学術論文 ■

への取り組み.（特別講演）第5回兵庫県救急医療フォーラ

［総説］

ム, 3.19, 神戸.（兵庫県救急医療フォーラムプログラム集,

宇佐美眞, 大畑

淳, 三好真琴, 青山倫子, 布江田友理, 谷

出晶子, 小谷穣治, 寒原芳浩（2 0 0 5）侵襲下における
microbial translocation のup-to-date腸内細菌コントロー
松平宗典, 切田

学, 丸 川征四郎（2 0 0 6）パルスオキシ

メーター. EMERGENCY CARE, 2006年（新春増刊）,

小谷穣治（2006）もう一度NSTってどんなしごと？.（教育講
演）第9回阪神病態栄養研究会, 3.23, 西宮.
育講演）第9回日本臨床救 急医学会総会, 5 .11-12 , 盛
岡.（日本臨床救急医学会雑誌, 9, 101, 2006.）
丸川征四郎（2006）人工呼吸と呼吸理学療法.（特別講演）

84-93.
卓, 石井

司, 桟

1, 2006.）

丸川征四郎（2006）上手な人工呼吸管理とその考え方.（教

ル（2）. 外科と代謝・栄養, 39, 211-222.

鵜飼

2.23, 広島.
丸川征四郎（2006）人工呼吸療法のアップデート.（特別講

昇, 吉永和正, 甲斐達朗, 中山晋一, 池内尚

裕子, 中村通子, 早川一隆, 松山雅洋, 長崎

靖,

小澤修一（2006）JR福知山線脱線事故. EMERGENCY

育講演）第12回阪神病態栄養研究会, 5.24, 西宮.
小谷穣治（2006）LP S誘発炎症ラットの骨髄幼弱好中球と

CARE, 19, 383-388.
小谷穣治, 美田良保, 上野公彦, 田中賢一, 金丸太一, 井上和
則, 山本正博, 宇佐美眞（2006）周術期における早期経腸
栄養管理のストレス反応と骨格筋アミノ酸代謝に及ぼす
影響. 機能性食品と薬理栄養, 3, 395-401.
丸川征四郎, 安井大雅, 山内順子（2006）人工呼吸器からの
離脱. MEDICAL REHABILITATION, 68, 34-38.
上田敬博, 松平宗典, 丸川征四郎（2006）混合静脈血酸素
飽和度モニタ. 救急・集中治療, 18, 323-327.
松平宗典, 安井大雅, 丸川征四郎（2006）呼吸不全患者の
症状と徴候. 救急医学, 30, 817-820.
丸川征四郎, 山内順子, 安井大雅（2006）明日の人工呼吸器.

成熟好中球アポトーシスにたいするn-3系脂肪酸投与の影
響.（教育講演）第4回n-3系脂肪酸研究会, 7.6, 新潟.
小谷穣治（2006）TNT. C第一章主観的包括的評価（SGA）.
（教育講演）第17回阪神病態栄養研究会, 9.13, 西宮.
丸川征四郎（2006）JR福知山線列車事故に学ぶ大規模災害
への準備.（特別講演）東邦大学医療センター大森病院地
域連携学術集会集中治療セミナーIN大森, 10.14, 東京.
丸川征四郎（2006）人工呼吸管理の話題.（特別講演）但馬
呼吸管理セミナー, 11.22, 豊岡.
丸川征四郎（2006）日本版救急蘇生ガイドラインとの救急活
動.（特別講演）第110回近畿救急医学研究会, 12.15, 姫路.
山田真理子（2006）慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の栄

呼吸器科, 9, 509-515.
小谷穣治（2006）侵襲下における骨髄細胞アポトーシスと
T N Fレセプターの役割－好中球への成熟に伴う変化－.

養療法.（教育講演）第4回TNTカリキュラム教育セミナー,
12.6, 西宮.
［シンポジウム等］

侵襲と免疫, 15, 37-40.
吉永和正, 久保山一敏, 切田

第28回日本呼吸療法医学会学術総会, 5.12-13, 高知.
小谷穣治（2006）栄養障害－誰にどんな相談をする？－.（教

学, 丸川征四郎（2006）JR列

宮脇淳志, 久保山一敏, 切田

学, 吉永和正, 丸川征四郎,

車事故における兵庫医科大学病院の対応. 第4回兵庫県

清野大輔, 福西成男, 吉矢晋一, 小倉宏之（2006）JR福知

救急医療フォーラム報告集, 1-3.

山線事故における当院での対応.（シンポジウム）第12回

山田真理子, 切田

学, 小谷穣治, 平田淳一, 吉永和正, 丸川

征四郎（2006）フリーザーバック（ZIPLOC）を用いた高度
腹腔内感染例の術後感染対策の工夫. 日本腹部救急医学
会雑誌, 26, 708.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
小谷穣治（2006）急性期の栄養療法.（教育講演）第6回阪
神病態栄養研究会, 2.8, 西宮.

救急整形外傷シンポジウム, 1.20-21, 沖縄.（抄録集, 102,
2006.）
小谷穣治, 宇佐美眞, 土師誠二, 平田淳一, 上田敬博, 山田
真理子, 切田

学, 大柳治正, 丸川征四郎（2006）消化器

術後の内因性脂肪の燃焼と外投与脂肪製剤の燃焼効率
－特にLCTとMCTの比較.（シンポジウム）第10回CCM輸
液・栄養研究会, 2.18, 東京.（プログラム・演題抄録集, 38,
2006.）
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小谷穣治, 切田

学, 山田真理子, 上田敬博, 平田淳一, 安

トーシス（Ap）抑制の免疫修飾栄養素材によるコントロー

井大雅, 松平宗典, 大家宗彦, 吉永和正, 丸川征四郎

ルの試み.（シンポジウム）第34回日本救急医学会総会・学

（2006）当センターにおける重症急性膵炎治療の現況.（パ

術集会, 10.30-11.1, 福岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 345,

ネルディスカッション）第33回日本集中治療医学会学術集
会, 3.2-4, 大阪.（日本集中治療医学会雑誌, 13（Suppl.）,

2006.）
切田

学, 小谷穣治, 松平宗典, 上田敬博, 大家宗彦, 久

保山一敏, 平田淳一, 橋本篤徳, 吉永和正, 丸川征四郎

142, 2006.）
松平宗典, 橋口順康, 小谷穣治, 切田

学, 丸川征四郎

（2006）精神疾患を有する外傷患者の在院日数長期化の

（2006）敗血症性ショックに対する白血球除去療法の可

検討－ISSと在院日数の関係から－.（パネルディスカッショ

能性.（パネルディスカッション）第33回日本集中治療医

ン）第34回日本救急医学会総会・学術集会, 10.30-11.1, 福

学会学術集会, 3.2-4, 大阪.（日本集中治療医学会雑誌, 13

岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 356, 2006.）
松平宗典, 切田

（Suppl.）, 149, 2006.）

学, 大家宗彦, 小谷穣治, 吉永和正, 丸川

学, 大家宗彦, 山田真理子, 上田敬博, 平

征四郎（2006）現状の救命救急センターにpediatric ICU

田淳一, 吉永和正, 丸川征四郎（2006）重症急性膵炎の

は必要か？.（パネルディスカッション）第34回日本救急医

輸液管理.（パネルディスカッション）第42回日本腹部救急

学会総会・学術集会, 10.30-11.1, 福岡.（日本救急医学会

医学会総会, 3.9-10, 東京.（日本腹部救急医学会雑誌, 26,

雑誌, 17, 361, 2006.）

小谷穣治, 切田

切田

234, 2006.）
小谷穣治, 久保山一敏, 吉永和正, 切田
木崇, 森田

学, 小谷穣治, 山田真理子, 橋本篤徳, 久保山一敏,

学, 大家宗彦, 佐々

松平宗典, 上田敬博, 平田淳一, 吉永和正, 丸川征四郎

毅, 山田真理子, 平田淳一, 米田雅洋, 安井

（2006）多発外傷 Preventable Trauma Death例の検討

大雅, 井上真一, 丸川征四郎（2006）JR福知山線脱線事

－非多発外傷との比較から－.（パネルディスカッション）

故による多数傷病者の受け入れ経験から見た過去の災害

第34回日本救急医学会総会・学術集会, 10.30 -11.1, 福

医療訓練の有用性と今後の課題.（パネルディスカッショ
ン）第93回日本救急医学会近畿地方会, 3.11, 栗東.（プロ
グラム・抄録集, 14-15, 2006.）
小谷穣治, 切田

学, 宮脇淳志, 山田真理子, 久保山一敏,

吉永和正, 丸川征四郎（2006）JR福知山線脱線事故にお

岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 364, 2006.）
久保山一敏, 丸川征四郎（2006）日本版救急蘇生ガイドライ
ン2005における脳卒中の取り扱い.（パネルディスカッショ
ン）第34回日本救急医学会総会・学術集会, 10.30-11.1, 福
岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 366, 2006.）

ける傷病者損傷形態から見た災害時に求められる医師

Ukai, T., Ishii, N., Kozawa, S., Nakayama, S., Yoshinaga,

の傾向.（パネルディスカッション）第20回日本外傷学会,

K., Kai, T., Ikeuchi, H., Nagasaki, Y., Nakamura, M.

5.25-26, 名古屋.（日本外傷学会雑誌, 20, 139, 2006.）

and Kakehashi, Y.（2006）Prehospital and hospital

切田

学, 小谷穣治, 山田真理子, 平田淳一, 久保山一敏, 吉

emergency medical care provided at the time of JR

永和正, 丸川征四郎（2006）研修医にJATECを遵守した

Fukuchiyama-Line Train accident.（Panel discussion）

外傷診療を教育できるか？.（ワークショップ）第20回日本

T he 8t h A s i a Paci f ic C on ferenc e on D is a st er

外傷学会, 5.25-26, 名古屋.（日本外傷学会雑誌, 20, 151,

Medicine, 11.20-22, Tokyo.（The 8th Asia Pacific

2006.）

Conference on Disaster Medicine Prog ra m a nd

吉永和正（2006）集団災害時の医療記録－トリアージタグの
視点より.（シンポジウム）第89回近畿病歴管理セミナー,
5.26, 宝塚.

Abstract Book, 31, 2006.）
Kuboyama, K., Yoshinaga, K., Marukawa, S., Kirita, K.,
Ohya, M., Kotani, J., Yamada, M., Ueda, T., Hirata, J.,

小谷穣治, 切田

学, 山田真理子, 平田淳一, 吉永和正, 丸

Komeda, M. and Yasui, T.（2006）Hospital triage in

川征四郎（2006）当施設における精神疾患関連腹部刺創

the major train crash by west Japan Railways of

症例の傾向.（シンポジウム）第15回近畿外傷フォーラム,

April, 2005: Lessons Learned.（Panel discussion）The

6.24, 枚方.

8th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine,

小谷穣治, 矢吹浩子, 荒木一恵, 入江俊彦, 宮本純子, 和田恭

11.20-22, Tokyo.（The 8th Asia Pacific Conference on

直, 野口一馬, 福田能啓（2006）大学病院NST立ち上げに

Disaster Medicine Program and Abstract Book, 32,

おける看護部組織力の重要性－兵庫医科大学での経験か
ら.（シンポジウム）第15回H IT研究会学術集会, 8.25-27,
神戸.（プログラム・抄録集, 28, 2006.）
大家宗彦, 橋本篤徳, 松平宗典, 上田敬博, 山田真理子, 切
田

学, 丸川征四郎（2006）急性期DICの鑑別と治療.（シ

ンポジウム）第21回日本救命医療学会総会, 9.29-30, 盛
岡.（プログラム抄録集, 33, 2006.）

2006.）
小谷穣治, 山田真理子, 青山倫子, 萩
田淳一, 切田

彰文, 河野裕一, 平

学, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2006）全身性

炎症下の好中球アポトーシス抑制に対するｎ－3系長鎖脂
肪酸投与の効果.（シンポジウム）第19回日本外科感染症
学会総会, 11.30-12.1, 東京.（日本外科感染症学会雑誌, 3
（Suppl.）, 385, 2006.）

小谷穣治, 萩

彰文, 青山倫子, 山田真理子, 平田淳一, 五島

大家宗彦（2006）人工呼吸器関連肺炎（VA P）の診断と治

正裕, 切田

学, 丸川征四郎（2006）侵襲下の好中球アポ

療の考え方.（シンポジウム）第54回日本化学療法学会西日

135

兵庫医大業績録（2006）

損傷を伴う多発外傷例の治療戦略. 第42回日本腹部救急

本支部総会, 12.2-3, 福岡.
Kotani, J.（2006）The role of tumor necrosis factor
receptor p55 and p75 in bone marrow cell apoptosis
during endotoxin-induced systemic inflammation.
（Sy mposiu m）10 t h Wester n Paci f ic C ong ress on

医学会総会, 3.9-10, 東京.（日本腹部救急医学会雑誌, 26,
312, 2006.）
小谷穣治, 上野直子, 柏村信一郎, 上田晴康, 平田淳一, 青山
倫子, 山田真理子, 切田

学, 宇佐美眞, 岡村春樹, 丸川征

Chemot herapy a nd I n fecitous Diseases, 12.3-6,

四郎（2006）急性膵炎下のIL-18誘導 nitric oxide（NO）

Fukuoka.

産生が膵腺房細胞損傷に果たす役割.第106回日本外科

Kot ani, J.（ 2006）Tu mor necro sis f actor receptor
reg u lat ion of bone ma rrow cel l apoptosis
during endotoxin-induced systemic inflammation.

学会定期学術集会, 3.29-31, 東京.（日本外科学会雑誌,
107（臨増2）, 447, 2006.）
小谷穣治, 上田敬博, 平田淳一, 切田

学, 丸川征四郎

（Workshop）The 3rd World Shock Forum, 12.24-25,

（2006）生体肝移植ドナー選定を巡って親族間に亀裂が

Tokyo.（WORLD SHOCK FORUM PROGRAM, 17,

残ったB型慢性肝炎急性増悪による亜急性劇症肝炎の一

2006.）

症例. 第9回日本臨床救急医学会総会, 5.11-12, 盛岡.（日

［一般講演］

本臨床救急医学会雑誌, 9, 179, 2006.）

大家宗彦（2006）VA P多施設共同調査の結果報告. 第8回

山田真理子, 小谷穣治, 切田

学, 佐々木崇, 浜中美衣, 吉永

近畿救命救急医学領域感染症懇話会・学術講演会, 1.14,

和正, 丸川征四郎（2006）出血性ショックに陥った開放性

大阪.

骨盤骨折の一救命例. 第20回日本外傷学会, 5.25-26, 名古

千頭寛子, 松平宗典, 高尾真紀, 安井大雅, 小谷穣治, 切
田

屋.（日本外傷学会雑誌, 20, 172, 2006.）

学, 吉永和正, 丸川征四郎（2006）心肺停止蘇生後,

Aoyama, M., Kotani, J., Hirata, J., Miyoshi, M., Fueda,

血液浄化療法を施行し救命した偶発性低体温の1例. 第8

Y., Tanide, A. and Usami, M.（2006）The mechanisms
（s）o f b u t y r a t e -i n d u c e d a p o p t o s i s i n h u m a n

回神戸急性血液浄化研究会, 1.14, 神戸.
鵜飼

卓, 石井

昇, 和藤幸弘, 吉永和正, 甲斐達朗, 池内

尚司, 中山伸一, 桟
洋, 長崎

裕子, 中村通子, 早川一隆, 松山雅

靖, 尼崎JR脱線事故調査特別委員会（2006）

尼崎J R脱線事故調査特別委員会報告. 第11回日本集団

neutrophil. Twenty-Ninth Annual Conference on
Shock Broomfield, 6.3-6, Colorado, U.S.A.（SHOCK, 25
（Suppl.）, 28, 2006.）
Hirata, J., Kotani, J., Kirita, M., Ueda, H., Kashiwamura, S.,

災害医学会総会, 2.10-11, 仙台.（プログラム・抄録集, 148,

Okamura, H. and Marukawa, S.（2006）The similarity

2006.）

and difference of the role（s）in human neutrophil

吉永和正, 久保山一敏, 切田

学, 丸川征四郎（2006）JR列

apoptosis between il-18 a nd lipopolysaccha ride

車事故におけるトリアージタッグはどうなったか？. 第11回

（LPS）. Twenty-Ninth Annual Conference on Shock

日本集団災害医学会総会, 2.10-11, 仙台.（プログラム・抄

Bro om f ield, 6.3-6, C olorado, U.S.A.（S HO CK, 25

録集, 151, 2006.）

（Suppl. 1）, 67, 2006.）

中村通子, 鵜飼

卓, 石井

昇, 和藤幸弘, 吉永和正, 甲斐

達朗, 池内尚司, 中山伸一, 桟

裕子, 早川一隆, 松山雅洋,

尼崎J R脱線事故調査特別委員会（2006）2005年4月J R

松平宗典（2006）当院救命救急センターにおける15歳以下
の小児症例について. 第20回日本小児救急医学会, 6.1617, つくば.（日本小児救急医学会雑誌, 5, 78, 2006.）

宝塚線脱線事故での, 市民による救助活動. 第11回日本

松平宗典（2006）けいれん・意識障害が先行したインフルエ

集団災害医学会総会, 2.10-11, 仙台.（プログラム・抄録集,

ンザ脳症の一例. 第20回日本小児救急医学会, 6.16-17, つ
くば.（日本小児救急医学会雑誌, 5, 101, 2006.）

153, 2006.）
久保山一敏, 丸川征四郎, 吉永和正, 切田

学（2006）JR福

橋本篤徳, 松平宗典, 石田恵子, 大家宗彦, 小谷穣治, 切

知山線脱線事故における病院トリアージ経験：トリアージ

田

技法の再検討の提案. 第11回日本集団災害医学会総会,

したインフルエンザ罹患後多臓器不全の一救命例. 第51

2.10-11, 仙台.（プログラム・抄録集, 167, 2006.）

回日本集中治療医学会近畿地方会, 6.17, 大阪.（プログラ

大家宗彦, 平田淳一, 丸川征四郎（2006）敗血症性低血圧
でのNOとカテコルアミンの役割. 第33回日本集中治療医
学会学術集会, 3.2-4, 大阪.（日本集中治療医学会雑誌, 13
（Suppl.）, 194, 2006.）
安井大雅, 丸川征四郎, 松平宗典, 平田淳一, 大家宗彦, 切
田

学（2006）非侵襲的PAVシステムに係わる基礎的解

析. 第33回日本集中治療医学会学術集会, 3.2-4, 大阪.（日
本集中治療医学会雑誌, 13（Suppl.）, 203, 2006.）

学, 吉永和正, 丸川征四郎（2006）PMX-DHPが著効

ム･抄録集, 53, 2006.）
小谷穣治, 宇佐美眞, 土師誠二, 山田真理子, 切田

学, 丸

川征 四郎（2 0 0 6）周 術期における早 期経 腸 栄養 投与
（E N）の侵襲反応と骨格筋アミノ酸代謝に及ぼす影響.
第43回日本外科代謝栄養学会, 7.5-6, 新潟.（日本外科代
謝栄養学会プログラム・抄録集, 117, 2006.）
切田

学（2006）症例報告：重症感染疾患の栄養管理. 第

14回阪神病態栄養研究会, 7.12, 西宮.

学, 山田真理子, 小谷穣治, 平田淳一, 上田敬博, 大

上田敬博（2006）稀な中毒物質によって発症した上部消化

家宗彦, 吉永和正, 丸川征四郎（2006）AIS3以上の腹部

管腐食3例の検討. 第28回日本中毒学会総会・学術集会,

切田
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7.7-8, 松山.（プログラム抄録集, 51, 2006.）

（2006）多発外傷の死亡率は非多発外傷より悪いか？－各

Yoshinaga, K., Ueno, N., Muraoka, Y., Kirita, M. and

IS Sレベルにおける死亡率の比較から－. 第34回日本救急

Marukawa, S.（2006）Logistic regression analysis of

医学会総会・学術集会, 10.30-11.1, 福岡.（日本救急医学

out-of-hospital cardiac arrest to prevent the futile

会雑誌, 17, 522, 2006.）

CPR effort. 19

th

Annual Congress European Society

of Intensive Care Medicine, 9.24-27, Barcelona, Spain.
（19th ESICM Annual Congress Final Program, S51,

真理子, 切田

学, 吉永和正, 丸川征四郎（2006）MRSA

感染症によるtoxic shock syndrome（TSS）にPMX-DHP
が著効したと思われた一症例. 日本蘇生学会第25回大会,

2006.）
安井大雅（2006）N PPV管理下でエラスポールが著効した3
症例. 周術期管理研究会, 9.12, 西宮.
小谷穣治（2006）兵庫医大NST活動中間報告. 第18回阪神

12.1-2, 浜松.（蘇生, 25, 210, 2006.）
橋本篤徳（2006）手術を要した感染性壊死性膵炎2例のAT
Ⅲの推移. 第17回バイオメディカルフォーラム, 12.2, 東京.
谷出晶子, 小谷穣治, 青山倫子, 不動翔子, 赤松加奈子, 八木

病態栄養研究会, 9.27, 西宮.
橋本篤徳, 松平宗典, 石田恵子, 大家宗彦, 小谷穣治, 切
田

橋本篤徳, 松平宗典, 石田恵子, 大家宗彦, 小谷穣治, 山田

三保, 秀野克仁, 丸川征四郎, 宇佐美眞（2006）エンドトキ

学, 吉永和正, 丸川征四郎, 近藤昌平（2006）活性炭

シン血症（Etx）下腸管のapoptosis（Ap）誘導とtoll-like

注入とSDD（selective digestive decontamination）が

receptor（TLR）4発現におけるIL-18の役割. 第13回外科

奏効したと考えられたseptic shock症例. 第21回日本救

侵襲とサイトカイン研究会, 12.16, 宇部.（プログラム・抄録

命医療学会総会, 9.29-30, 盛岡.（プログラム抄録集, 45,

集, 16, 2006.）
山田真理子, 小谷穣治, 萩

2006.）
Aoyama, M., Kotani, J., Miyoshi, M., Fueda, Y., Tanide,

田

彰文, 青山倫子, 平田淳一, 切

学, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2006）侵襲下の好中球

A., Sakaki, H., Matukawa, S. and Usami, M.（2006）

アポトーシス（Ap）抑制におけるn-6とn-3系長鎖脂肪酸

The role
（s）of G-Protein receptors in short chain fatty

の影響. 第13回外科侵襲とサイトカイン研究会, 12.16, 宇

acids-induced apoptosis in human neutrophils. 28th
ESPEN Congress, 10.19-22, Istanbul, Turkey.

部.（プログラム・抄録集, 17, 2006.）
■ その他 ■

久保山一敏, 丸川征四郎, 平田淳一, 安井大雅, 上田敬博,

吉永和正（2006）大災害における大学病院のあり方. 山梨大

山田真理子（2006）病院前環境におけるTelemedici ne

学医学部附属病院講演会, 1.11, 甲府（山梨大学医学部附

の新たな試み：救急現場と後方病院とのリアルタイム情
報通信システムの構築. 第34回日本救急医学会総会・学
術集会, 10.30-11.1, 福岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 553,
学, 橋本篤徳, 大家宗彦, 小谷穣治, 吉永

和正, 丸川征四郎（2006）Surviving sepsis campaign
guideline に準じた敗血症性ショックの治療は治療成績を
向上させるか？. 第34回日本救急医学会総会・学術集会,
10.30-11.1, 福岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 385, 2006.）
山田真理子, 切田

学, 大家宗彦, 柴野貴之, 小谷穣治, 吉

永和正, 丸川征四郎（2006）当センターにおける下部消化
管穿孔例腹膜炎手術症例の予後因子の検討. 第34回日本
救急医学会総会・学術集会, 10.30-11.1, 福岡.（日本救急
吉永和正, 久保山一敏, 切田

1.20, 京都（京都市立旭丘中学校）.
丸川征四郎（2006）人工呼吸療法のアップデート. 岩手医科
大学学術講演会, 1.27, 盛岡（岩手医科大学）.
丸川征四郎（2006）新ガイドライン2005（新ガイドラインか
ら学ぶ心肺蘇生法）. 兵庫県下救急救命士会第50回研修
会, 4.26, 宝塚（兵庫県下救急救命士会）.
丸川征四郎（2006）人工呼吸療法のアップデート. 救急治療
セミナー, 5.18, 神戸（兵庫県災害医療センター）.
吉永和正（2006）兵庫医科大学での災害医療訓練について.
但馬救急フォーラム2006, 5.20, 但馬.

医学会雑誌, 17, 403, 2006.）
長崎

学（2006）J R福知山線事故の現場活動からの教訓.

加古川臨床診療懇話会, 1.18, 加古川.
吉永和正（2 0 0 6）これが私の生きる道. ヒューマンタイム,

2006.）
松平宗典, 切田

属病院）.
切田

学, 小谷穣治, 丸川征四郎,

靖, 上野易弘（20 06）J R福知山線列車事故にお

ける黒タッグの分析. 第34回日本救急医学会総会・学術
集会, 10.30-11.1, 福岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 444,

吉永和正（2006）集団災害と診療録

集団災害時の医療記

録－トリアージタグの視点より. 第89回近畿病歴管理セミ
ナー, 5.26, 宝塚.
切田

学（2006）緊急時における輸血対応. 平成18年度認

定輸血検査技師試験合同研修会, 7.2, 西宮.

2006.）
学, 小谷穣治, 大家宗彦, 久保山一敏, 松平宗典, 吉

丸川征四郎（2006）どうあるべきか？－私たちの災害医療.第

永和正, 丸川征四郎（20 06）研修医は救急医療の実践

42回姫路市医師会夏季大学, 7.23, 姫路（姫路市医師会生

の場に何を求めているか？－救急医療教育の側面から－.

涯教育委員会）.

切田

第34回日本救急医学会総会・学術集会, 10.30 -11.1, 福
岡.（日本救急医学会雑誌, 17, 488, 2006.）
山田真理子, 切田

学, 小谷穣治, 橋本篤徳, 久保山一敏,

松平宗典, 上田敬博, 平田淳一, 吉永和正, 丸川征四郎

吉永和正（2006）JR福知山線脱線事故による多数負傷者受
け入れ時のトリアージ経験と今後の課題. 災害医療研究発
表会, 7.28, 西宮（兵庫医科大学）.
久保山一敏（2006）脳卒中患者の標準治療と最新治療. 平

137

兵庫医大業績録（2006）
PDGFRαの遺伝子検索

成18年度医師救急医療業務実地修練, 9.13, 東京.
久保山一敏（2006）脳卒中患者の標準治療と最新治療. 医
師救急医療業務実地修練, 9.13, 東京（（財）日本救急医

検査, 50, 767-772.
廣田誠一（2006）K ITを介するシグナル伝達. 分子消化器
病, 3, 182-185.

療財団, 日本救急医学会）.
丸川征四郎（2006）急性期治療における末期医療のあり方.

羽尾裕之, 伊藤

敬, 廣田誠一, 植田初江（2006）大動脈

瘤・大動脈解離, 大動脈瘤. 新しい診断と治療のABC 42,

医療事故･紛争対応関西セミナー, 9.16, 西宮.
吉永和正（2006）家庭における救急処置について. 兵庫県芦
屋市健康大学一般公開講座, 9.20, 芦屋（芦屋市医師会）.
切田

免疫組織化学との比較. 臨床

学（2006）心肺蘇生法についての講演. 心肺蘇生法

最新医学（別冊）, 45-54.
中井紀博, 藤元治朗, 廣田誠一（2006）GISTに対する分子
標的治療. 綜合臨牀, 55, 1695-1702.
礒崎耕次, 廣田誠一（2006）Gast roi ntest i na l st roma l

講習会, 9.25, 三田（三田学園中学高等学校）.
丸川征四郎（2006）災害医療：JR福知山線脱線事故時の医
療現場の対応について. 茅ヶ崎市立病院災害医療研修会,

tumor と遺伝子異常. 最新医学, 61, 1768-1775.
［原著］
Kashiwagi, N., Hirabuki, N., Andou, K., Yoshifumi, N.,

9.8, 茅ヶ崎（茅ヶ崎市立病院）.
Kotani, J.（2006）The mechanisms of neutrophil and

Tanaka, H., Morino, H., Taki, T., Ishikura, R., Hirota,

b one ma r row cel ls ap opto sis du r i ng system ic

S., Onishi, H. and Nakamura, H.（2006）MRI and CT

i n f la mma iton. Ludwig B oltzma n n I nst it ute for

findings of the giant cell tumors of the skull; five

experimentnal and Clinical Traumatology, 10.24,

cases and a review of the literature. Eur. J. Radiol., 58,
435-443.

Vienna, Austria.
吉永和正（2006）災害医療における地方中核病院の役割～
トリアージ, トリアージオフィサーの役割を中心にして～. 災

［症例報告］
Yamamot o, S., Hashimot o, T., Nojima, M., Mori, Y.,
Hirota, S. and Shima, H.（2006）Testicular seminoma

害医療訓練, 10.26, 宝塚（宝塚市立病院）.
丸川征四郎（2006）JR福知山線列車事故の医学的側面. 外

associated with massive necrosis. Int. J.Urol., 13, 12621263.

科・整形外科セミナー, 11.15, 小樽（小樽市医師会）.
吉永和正（2006）トリアージタッグ～命のメッセージ～. Gift

Inokuchi, T., Shincho, M., Moriwaki, Y., Ka, T., Takahashi,
S., Tsutsumi, Z., Lin, Y., Hirota, S. and Yamamoto,

of Live 兵庫腎疾患対策協会会報, 6月.
小谷穣治（20 06）骨髄細胞の成熟に伴う全身性炎症下ア
ポトーシス感受性の変化. 細胞機能, 侵襲反応セミナー,

T.（2006）Coexistent B-cell lymphoma and cutaneous
T-cell lymphoma. Intern. Med., 45, 641-647.
Fujie, Y., Ikeda, M., Seshimo, I., Ezumi, K., Hata, T.,

12.2, 大阪.

Shingai, T., Yasui, M., Takayama, O., Fukunaga, H.,
Ikenaga, M., Takemasa, I., Yamamoto, H., Ohue, M.,

病院病理学／病院病理部

Sekimoto, M., Hirota, S. a nd

Monden, M.（2006）

Complete response of highly advanced colon cancer

■ 著書 ■

with multiple lymph node metastases to irinotecan

廣田誠一（2006）遺伝子変異の検索意義および治療効果等

combined with UFT : report of a case. Surg. Today,

との関連. GISTの診断と治療実践マニュアル,（GIST研究
会

編）, エルゼビアジャパン, 東京, 40-44.

廣田誠一（2006）遺伝子変異の検索方法. GISTの診断と治
療実践マニュアル,（GIST研究会

編）, エルゼビアジャパ

廣田誠一（2006）幹細胞のシグナル伝達. 再生医療の基礎
再生医療のための分子生物学,（仲野

S., Tsutsumi, Z., Shima, H., Hirota, S. and Yamamoto,
T.（ 2006）Ret rop er itonea l a ncient s chwa n nom a
presenting as an adrenal incidentaloma:CT and MR

ン, 東京, 46-49.
シリーズ3

36, 1133-1138.
Inokuchi, T., Takiuchi, H., Moriwaki, Y., Ka, T., Takahashi,

徹

編）, コロナ社, 東京, 146-158.
■ 学術論文 ■
［総説］
H i r o t a, S. a n d I s o z a k i , K （
. 2 0 0 6）P a t h o l o g y o f
gastrointestinal stromal tumors. Pathol. Int., 56, 1-9.
礒崎耕次, 廣田誠一（2006）GISTの定義と診断. 臨床外科,
61, 17-23.
廣田誠一（2006）消化管間質腫瘍（GIST）. 日本医師会雑
誌, 135, 299.
廣田誠一（2 0 0 6）G I S Tの病理 組 織 検体を用いたc-k i t ,

findings. Magn. Reson. Imaging, 24, 1389-1393.
Miyahara, Y., Nagaya, N., Kataoka, M., Yanagawa, B.,
Tanaka, K., Hao, H., Ishino, K., Ishida, H., Shimizu,
T., Kangawa, K., Sano, S., Okano, T., Kitamura, S.
and Mori, H.（2006）Monolayered mesenchymal stem
cells repair scarred myocardium after myocardial
infarction. Nat. Med., 12, 459-465.
Hao, H., Gabbiani, G., Camenzind, Z., Bacchetta, M.,
V i r m a n i, R. a nd B o c h at o n-P i a l l at, M.L.（ 20 06）
Phenotypic modulation of intima and media smooth
muscle cells in fatal cases of coronary artery lesion.
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 26, 326-332.
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黒岩孝則, 松井
田

聖, 黒田麻衣, 関口昌弘, 久野英樹, 寺

信, 橋本尚明, 岩崎

剛, 佐野

統, 廣田誠一（2006）

杉原綾子, 廣田誠一, 中正恵二, 生田真一, 安井智明, 坂
東俊 宏, 吉 江秀 範 , 相原

司, 光信正夫 , 片岡保 朗 ,

清彦, 岡林一夫, 山中若樹, 寺田信行（2006）von

胸膜炎を合併し, インフルエンザ肺炎を契機に間質性肺

岸

炎が急性増悪した関節リウマチの1剖検例. 臨床リウマチ,

Recklinghausen病に合併した十二指腸・空腸多発GIST
の1例. 第95回日本病理学会総会, 4.30, 東京.

18, 63-71.

肥塚明日香, 飯島尋子, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧原佐知

■ 学会発表 ■

子, 山中潤一, 安藤久美子, 中尾宣夫, 廣田誠一, 藤元治

［指定講演］
Hirota, S.（2006）Review of Pathophysiology on GIST:

朗（20 0 6）典型的な画像を呈した肝限局性結節性過形

the role of immunohistochemical staining and c-kit

成（F N H）の一例. 日本超音波医学会第79回学術集会,

mutational analysis.（Lunchtime Session）The second
Scientific Meeting of the Japan-Hungarian Surgical

5.26-28, 大阪.
齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 廣田誠一, 前山史朗, 西口
修平（2006）慢性肝疾患におけるレボビスト造影実質遅

Meeting, 9.23, Tokyo.
廣田誠一（2006）GISTの診断と治療.（特別講演）日本消化

延相の有用性の検討. 日本超音波医学会第79回学術集会,
5.26-28, 大阪.

器病学会近畿支部 例会, 2.25, 神戸.
廣田誠一（2006）GISTの基礎と臨床.（教育講演）第12回日

池本純子, 国分寺晃, 前田和宏, 郡谷哲男, 鳥居良貴, 田仲
真 樹子（2 0 0 6）血清中溶性インターロイキン2受容体測

本家族性腫瘍学会学術集会, 6.16, 大阪.
［シンポジウム等］

定の臨床的意義. 第55回日本医学検査学会, 5.19-20, 島

廣田誠一（2006）GISTの診断と治療.（パネルディスカッショ

根.（医学検査, 55, 532, 2006.）
Hao, H., Nagaya, N., Ishibashi-Ueda, H., Ka ngawa,

ン）第78回日本胃癌学会総会, 3.10, 大阪.
Hirota, S.（2006）Analysis of c-kit and PDGFRA gene

K., Gabbiani, G., Bochaton-Piallat, M.L. and Hirota,

mutations in gastrointestinal stromal tumors for

S.（2006）Growth inhibitory effects of adrenomedullin

their diagnosis and imatinib therapy.（Symposium）

on distinct smooth muscle cell subpopulations isolated

I nt racel lu la r sig na l t ra nsduct ion – a na lysis of

from rat aorta. XIVth International Vascular Biology

potential surrogate markers for its inhibitors, 7 Joint

Meeting, 6.6-10, Amsterdam, Holland.（Abstracts, 143,

Meeting of The Histochemical Societ & The Japan

2006.）

th

Society of Histochemistry and Cytochemistry, 8.25,

中嶋泰典, 福岡和也, 栗林康造, 宮田

茂, 飯田慎一郎, 延

山誠一, 田村邦宣, 上坂亜由子, 山田秀哉, 村上亜紀, 三

Hawaii, U.S.A.
羽 尾裕之 , 植田初江 , 廣田誠 一（2 0 0 6）動脈硬化 進 展
における中膜平滑筋細胞の重要性－S m o ot h mu s c l e

宅光富, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田
中文啓, 長谷川誠紀, 新長真由美, 伊藤

敬, 廣田誠一

cell heterogeneity, from animal model to human

（2006）気管支喘息として治療されていたが, 血痰を契機

atherosclerosis－.（シンポジウム）第47回日本脈管学会総

に発見された有茎性気管支内腫瘍の1切除例. 弟79回日本

会, 10.20-22, 神戸.（脈管学, 46（Suppl.）, S71, 2006.）

呼吸器内視鏡学会近畿支部会, 6.17, 大阪.（気管支学, 28,

羽尾裕之, 植田初江, 飯原弘二, 廣田誠一（2006）頸部動脈

396, 2006.）

狭窄症における不安定プラークの病理組織学的特徴.（パ

Hatakeyama, K., Azuma, Y., Hao, H., Imamura, T.,

ネルディスカッション）第47回日本脈管学会総会, 10.20-

Nishihira, K., Shira i, M., Ogawa, H. a nd Asada,

22, 神戸.（脈管学, 46（Suppl.）, S95, 2006.）

Y.（2006）Lack of association between Chlamydia

飯原弘二, 山田直明, 長束一行, 植田初江, 羽尾裕之, 永

pneumoniae in fect ion a nd plaque instability or

亨（2006）著しい不安定プラークを有する

restenosis i n corona r y at herosclerot ic lesions.

内頚動脈狭窄症に対する急性期CEA.（パネルディスカッ

International Symposium on Atherosclerosis, 6.18-22,

田

泉, 宮本

ション）第47回日本脈管学会総会, 10.20-22, 神戸.（脈管
明石雅史, 羽尾裕之, 岡田健一郎, 南野哲男, 金
沼

智隆, 浅

博, 朝倉正紀, 渡辺弘毅, 植田初江, 北風政史（2006）

血管不全・動脈硬化 進 展における小胞体ストレスの検
討.（パネルディスカッション）第54回日本心臓病学会学術
集会, 9.25-27, 鹿児島.（Jounal of Cardiology, 48（Suppl.
I）, 162, 2006.）
羽尾裕之（2006）頸動脈における不安定プラークの病理学
的特徴.（シンポジウム）第14回日本MRAngiography研究
会, 6.17, 大阪.
［一般講演］

Rome, Italy.（Abstract, 246, 2006.）
延山誠一, 宮田

学, 46（Suppl.）, S92, 2006.）

茂, 三宅光富, 中嶋泰典, 山下博美, 飯田

慎一郎, 栗林康造, 上坂亜由子, 山田秀哉, 村上亜紀, 福
岡和也, 中野孝司, 新長真由美, 廣田誠一（2006）, 化学
療法中にATLを発症したアスベスト関連肺癌の一例. 第
67回日本呼吸器学会近畿地方会, 6.24, 奈良.
柿田直人, 栗林康造, 三宅光富, 宮田

茂, 中嶋泰典, 田村

邦宣, 福岡和也, 中野孝司, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）ア
スベスト肺癌の1剖検例. 第180回日本内科学会近畿地方
会, 9.2, 京都.
久住利香, 中村純子, 西川律子, 糸山雅子, 織田みほ, 針山
良二, 岡村義弘, 鳥居良貴, 山本格士, 新長真由美, 伊
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敬, 松田育雄, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）肺の異型

紀, 福岡和也, 中野孝司, 松田育雄, 廣田誠一, 大林千穂

腺腫様過形成の1例. 第32回日本臨床細胞学会近畿連合

（2006）胸膜原発と考えられたsmall cell carcinomaの1

会学術集会, 9.10, 兵庫.（第32回日本臨床細胞学会近畿

例. 第80回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会, 11.11, 大

連合会学術集会プログラム, 13, 2006.）

阪.

藤

西川律子, 中村純子, 久住利香, 糸山雅子, 岡村義弘, 針山
良二, 織田みほ, 鳥居良貴, 山本格士, 新長真由美, 伊
藤

村瀬 慶子, 藤本泰久, 柳生隆一郎, 山村武平, 伊藤

敬

（2006）対側に非浸潤性乳管癌を伴った浸潤性乳腺神経

敬, 松田育雄, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）胞巣状軟

内分泌癌の一例. 第4回日本乳癌学会近畿地方会, 12.9,

部肉腫の2例. 第32回日本臨床細胞学会近畿連合会学術

和歌山.（ 第 4回日本 乳癌学会近畿地方会抄 録 集 , 6 2 ,

集会, 9.10, 兵庫.（第32回日本臨床細胞学会近畿連合会

2006.）
柳井亜矢子, 山田秀哉, 福岡和也, 村上亜紀, 上坂亜由子,

学術集会プログラム, 16, 2006.）
松田育雄, 今井幸宏, 富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人, 廣田

栗林康造, 飯田慎一郎, 延山誠一, 田村邦宣, 中嶋泰典,

誠一（2006）Whipple’s diseaseが疑われた一症例. 第11

宮田

茂, 三宅光富, 中野孝司, 多久和輝尚, 田中文啓,

回日本外科病理学会学術総会, 9.30-10.1, 大阪.

長谷川誠紀, 新長真由美, 廣田誠一（2006）検診で発見さ

佐藤

元, 鳥居良貴, 岡村義弘, 織田みほ, 山本格士, 伊

れた同時性多発肺癌の一切除例. 第68回日本呼吸器学会

藤

敬, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）Gastrointestina l

近畿地方会, 12.9, 神戸.

stromal tumor（GIST）の術中捺印標本の細胞学的検

山田秀哉, 田村邦宣, 村上亜紀, 上坂亜由子, 栗林康造, 飯

討.第46回近畿医学検査学会, 10.21-22, 福井.（第46回近

田慎一郎, 延山誠一, 中嶋泰典, 宮田

畿医学検査学会抄録集, 95, 2006.）

岡和也, 中野孝司, 新長真由美, 廣田誠一（2006）頚部リ

織田みほ, 鳥居良貴, 岡村義弘, 針山良二, 糸山雅子, 久住
利香, 西川律子, 中村純子, 佐藤
二, 伊藤

元, 山本格士, 中正恵

敬, 廣田誠一（2006）肺の Adenocarcinoma

with Neuroendocrine Differentiation の一例.第46回近
畿医学検査学会, 10.21-22, 福井.（第46回近畿医学検査

敬, 新長真由美, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）低分化

扁平上皮癌が疑われた外耳道腫瘍の1例. 第45回日本臨
床細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会
敬, 鳥居良貴, 山本格士, 新長真由美, 松田育雄, 羽

尾裕之, 廣田誠一（2006）穿刺吸引細胞診にて腺癌細胞
のみを認めた多形性腺腫由来癌の一例. 第45回日本臨床
細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会雑

■ その他 ■
廣田誠一（2 0 0 6）G I S Tにおける遺伝子異常. 第6回仙台
GISTカンファレンス, 2.4, 仙台.
告, 病理・細胞検査研修会. 兵庫県臨床衛生検査技師会,
2.4, 神戸.
鳥居良貴（2006）細胞診スライドカンファレンス, 病理・細胞
検査研修会. 兵庫県臨床衛生検査技師会, 2.4, 神戸.
サーベイ報告, 病理・細胞検査研修会. 兵庫県臨床衛生
検査技師会, 3.5, 神戸.
廣田誠一（2 0 0 6）G I S Tにおける遺伝子異常. 第3回岩手
GIST研究会, 5. 20, 盛岡.
廣田誠一（2 0 0 6）G I S T N ow! . 第21回C M 2（C l i n i c a l

誌, 45（Suppl.2）, 460, 2006.）
岡村義弘, 久住利香, 針山良二, 鳥居良貴, 山本格士, 新長
真由美, 伊藤

会近畿地方会, 12.9, 神戸.

鳥居良貴, 上岡英樹（2006）平成17年度兵臨技・病理検査

雑誌, 45（Suppl.2）, 457, 2006.）
伊藤

ンパ節結核を合併した肺癌の一例. 第68回日本呼吸器学

鳥居良貴（2006）平成17年度兵臨技・細胞検査サーベイ報

学会抄録集, 96, 2006.）
針山良二, 中村純子, 糸山雅子, 織田みほ, 山本格士, 伊
藤

茂, 三宅光富, 福

敬, 小笠原利忠, 廣田誠一（2006）再発を

来たした低悪性度子宮内膜間質肉腫の二例. 第45回日本

Molecular0biology and Chemotherapy Meeting）, 7.1,
東京.
鳥居良貴, 上岡英樹, 川嶋雅也, 東

誠二, 藤木寿乃, 松本敏

臨床細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学

夫（2006）病理検査・細胞検査サーベイ報告. 平成17年

会雑誌, 45（Suppl.2）, 514, 2006.）

度第25回兵臨技精度管理調査（コントロールサーベイ）

新長真由美, 伊藤

敬, 松田育雄, 羽尾裕之, 鳥居良貴, 山

本格士, 土井玲子, 中正恵二, 廣田誠一（2006）外耳道腫

解析資料集, 183-203.
山本格士（2006）標本道場・初心者編－脱水・脱脂パラフィ

瘍として提出され診断が困難であった間葉系腫瘍の一例.

ン浸透－. サクラファインテックジャパン・ホームページ, 7.

第45回日本臨床細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本

山本格士（2006）標本道場・初心者編－脱灰－. サクラファ

臨床細胞学会雑誌, 45（Suppl.2）, 525, 2006.）
糸山雅子, 西川律子, 岡村義弘, 鳥居良貴, 山本格士, 新長
真由美, 伊藤

敬, 松田育雄, 廣田誠一（2006）グルカ

ゴン産生性膵内分泌腫瘍の1例. 第45回日本臨床細胞学
会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会雑誌, 45
（Suppl.2）, 533, 2006.）
南

高正, 栗林康造, 三宅光富, 宮田

インテックジャパン・ホームページ, 9.
中村純子（2006）一次模擬試験（筆記模試①）, 細胞診定
期講習会（ジュニアコース）. 兵庫県臨床衛生検査技師会,
9.27, 神戸.
中村純子（2006）一次模擬試験（筆記模試②）, 細胞診定
期講習会（ジュニアコース）. 兵庫県臨床衛生検査技師会,

茂, 中嶋泰典, 田

村邦宣, 飯田慎一郎, 上坂亜由子, 山田秀哉, 村上亜

10.25, 神戸.
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の対応について. 第55回日本医学検査学会, 5.19-20, 島

輸血学／輸血部

真樹子（2006）血清中可溶性インターロイキン2受容体測

■ 著書 ■
甲斐 俊 朗 , 三澤眞人（2 0 0 6）臍 帯血移植 . 臍 帯血移植 ,
宏

（原

根.（医学検査, 55, 536, 2006.）
池本純子, 国分寺晃, 前田和宏, 郡谷哲男, 鳥居良貴, 田仲

編著）, 新興医学出版社, 東京, 100-109.

Kai, S.（2006）Banco de sangre del cordon umbilical y

定の臨床的意義. 第55回日本医学検査学会, 5.19-20, 島
根.（医学検査, 55, 532, 2006.）
下野珠実, 辻

培心, 池本純子, 甲斐俊朗（2006）臍帯血出

transplante de sangre del cordon umbilical en Japon.

庫時の確認検査における検討. 第54回日本輸血学会総会,

In:Fisiologia Celular de las Células Madre,（Morales,

6.9-11, 大阪.（日本輸血学会雑誌, 52, 232, 2006.）

O. M. ed.）, UCIMED, San Jose, 84-88.
■ 学術論文 ■

培心, 下野珠実, 村田理恵, 甲斐俊朗（2006）兵庫さい

辻

帯血バンクにおける2次元コード管理システム. 第54回日本

［原著］

輸血学会総会, 6.9-11, 大阪.（日本輸血学会雑誌, 52, 232,

Kokubunji, A., Natsuaki, M., Kano, K., Kai, S., Hara,

2006.）

H., Nishio, H. and Sato, S.（2006）Antigenicity and

Kokubunji, A., Ikemoto, J., Murata, R., Otani, Y., Imoto,

irritancy tests of leukocyte- reduction filters using

S. a nd Kai, S.（ 2006）Et hylene ox ide（E T O）a nd

animal models. Kobe J. Med. Sci., 52, 17-26.

transfusion-induced adverse reactions in a patient on

［症例報告］

maintenance hemodialysis.29th International Congress

Shimode, N., Yasuoka, H., Kinoshita, M., Hirashima, K.,

of the International Society of Blood Transfusion,

Tsujimoto, S., Tashiro, C. and Kokubunji, A.（2006）

9.2-7, Cape Town, South Africa.（Vox Sang., 91, 228,

Severe anaphylaxis after albumin infusion in a patient

2006.）

with ahaptoglobinemia. Anesthesiology, 105, 425-426.
■ 学会発表 ■

大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）
ヒト間葉系幹細胞との共培養によるヒト臍帯血由来巨核

［指定講演］

球系前駆細胞の体外増幅：NOD/S CI Dマウスでの検討.

甲斐俊朗（2006）造血幹細胞移植−ミニ移植と臍帯血移植
−.（教育講演）第54回日本輸血・細胞治療学会総会, 6.11,

第68回日本血液学会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1078,
2006.）
奥田典子, 井上玲子, 村田理恵, 池本純子, 前田和宏, 郡谷

大阪.
国分寺晃（2006）輸血業務に関する関係法規･指針への対

哲男, 国分寺晃（2006）抗c抗体による新生児溶血性疾患

応.（イブニングセミナー）第54回日本輸血・細胞治療学会

（H DN）の1例. 第46回近畿医学検査学会, 10.21-22, 福

総会, 6.9, 大阪.

井.（第46回近畿医学検査学会抄録集, 105, 2006.）

［シンポジウム等］

井上玲子, 奥田典子, 下野珠実, 村田理恵, 池本純子, 前田

甲斐俊朗（2006）非血縁者間臍帯血移植の現況.（シンポジ

和宏, 郡谷哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2006）IgM抗体の

ウム）平成17年度厚生労働科学研究ヒトゲノム･再生医療

不活性化により, 反応が増強されたFy-b抗体について. 第

研究事業, 6研究班合同公開シンポジウム, 1.28, 東京.

50回日本輸血学会近畿支部総会, 12.2, 大阪.（日本輸血学

甲斐俊朗, 三澤眞人, 高橋隆幸, 小阪嘉之, 大塚欣敏, 村
山

徹, 原

宏（2006）悪性疾患に対する臍帯血ミニ

会近畿支部総会プログラム, 17, 2006.）
荒木延夫, 西村千恵, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
壽, 甲斐俊朗, 原

宏（2006）兵庫さい帯血バンク

移植の成績−兵庫さい帯血バンクからの報告−.（ワーク

戸

ショップ）第28回日本造血細胞移植学会, 2.24, 東京.

へのH LA検査の現状. 第50回日本輸血学会近畿支部総

荒木延夫, 河村久美子, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
戸

壽, 甲斐俊朗（2006）Luminex法を用いたKIRリガン

ドであるH LA-Cの日本人遺伝子頻度.（ワークショップ）
第28回日本造血細胞移植学会, 2.24, 東京.

会, 12.2, 大阪.（日本輸血学会近畿支部総会プログラム,
22, 2006.）
荒木延夫, 西村千恵, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
戸

壽, 甲斐俊朗, 原

宏（2006）臍帯血移植のレシピ

甲斐俊朗（2006）G-C SF動員アフェレーシスドナーの安全

エントHLA抗体の検出と臨床成績. 第50回日本輸血学会

性.（シンポジウム）第13回日本輸血・細胞治療学会･秋季

近畿支部総会, 12.2, 大阪.（日本輸血学会近畿支部総会

シンポジウム, 10.4, 札幌.

プログラム, 23, 2006.）

［一般講演］

池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 下野珠実, 村田理恵, 前田

荒木延夫, 河村久美子, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
壽, 甲斐俊朗, 原

和宏, 郡谷哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗, 藤岡龍哉, 池亀和

宏（2006）KIRリガンドHLA-C

博, 岡田昌也, 小川啓恭（2006）顆粒球採取についての

の日本人遺伝子頻度とそのタイピングの重要性. 第4回日

現状報告. 第50回日本輸血学会近畿支部総会, 12.2, 大

本組織適合性学会近畿地方会, 2.4, 大阪.

阪.（日本輸血学会近畿支部総会プログラム, 23, 2006.）

戸

国分寺晃, 池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 村田理恵, 前田

M at s u m ot o, M., K aw a, K., Ya g i, H., P a rk, Y.D.,

和宏, 郡谷哲男（2 0 0 6）輸血前後における感染症検 査

Ta k e s h i m a , Y., K o s a k a , Y., H a r a, H., K a i, S.,
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Yamamoto, M., Kanamaru, A., Fukuhara, S., Himo,
M., Sako, M., Hiraoka, A., Ogawa, H., Hara, J. and
Fujimura, Y.（2006）Infusions of fresh frozen plasma
to the patients with a high-risk group for hepatic
VOD associated with stem cell transplantation reduce
its occurrence. 48th annual meeting of the American
Society of Hematology, 12.9-12, Orlando, U.S.A.（Blood,

池本純子（2006）輸血療法に関わる保険点数について. 第
11回近畿輸血検査研修会, 9.9-10, 京都.
甲斐俊朗（2006）複数臍帯血移植.（特別講演）第2回北海
道血液内科学フォーラム学術講演会, 10.13, 札幌.
国分寺晃（2006）輸血療法に求められる体制と診療報酬.
学術部･組織部合同研修会, 12.9-10, 豊岡.
甲斐俊朗（2006）多様化する造血幹細胞移植−さい帯血バ
ンクと臍帯血移植−. 兵庫県技師研修会, 12.16, 西宮（兵

108（Suppl.）, 433a, 2006.）
Isoya ma, K., Kato, K., Ta ka nashi, M., A zuma, H.,

庫医科大学）.

Naga mura-I noue, T., Kai, S. a nd Kato, S.（2006）
Cord blood transplantation from unrelated donor for
treatment of childhood acute myeloid leukemia :A
Japan cord blood bank network analysis. 48th annual

リハビリテーション医学 / リハビリテーション部

meeting of the American Society of Hematology, 12.9-

■ 著書 ■

12, Orlando, U.S.A.（Blood, 108（Suppl.）, 897a, 2006.）

児玉典彦, 西村裕之, 芳川浩男, 立花久大（2006）兵庫医科

Nagamura-Inoue, T., Kai, S., Takanashi, M., Kato, K.,
Isoyama, K., Kohsaki, M., Azuma, H., Taniguchi, S.,
Nakabayashi, M. and Kato, S.（2006）Unrelated cord
blood transplantation for the patients with CML, a
Japan cord blood bank network analysis. 48th annual
meeting of the American Society of Hematology, 12.912, Orlando, U.S.A.（Blood, 108（Suppl.）, 888-889a,

大学病院における脳梗塞軽症用クリニカルパス. 脳卒中ク
リニカルパス実例集

大学病院編,（橋本洋一郎

編）, メ

ディカルレビュー社, 東京, 183-193.
眞渕

敏（2 0 0 6）術前術後 患者の呼吸リハビリテーショ

ン. 外科領域リハビリテーション最新マニュアル,（宇佐見
眞

編）, 協同医書出版社, 東京, 11-26.

■ 学術論文 ■
［総説］

2006.）

玉置由子, 道免和久（2006）脳卒中患者のリハビリテーショ

■ その他 ■
甲斐俊朗（2006）複数臍帯血同時移植法の確立に関する研
究（臨床第II相試験）. 厚生労働科学研究費補助金（ヒト
ゲノム･再生医療等研究事業）
「臍帯血を用いる造血幹細

ンはいつから始めればいいのですか？. 看護 技術, 52 ,
564-565.
小山哲男, 道免和久（2006）脳卒中片麻痺患者はリハビリ

平

テーションでどこまで回復しますか？. 看護技術, 52, 652-

甲斐俊朗（2006）複数臍帯血移植. 第7回造血幹細胞移植

涌波淳子, 道免和久（2006）自己抜管する患者にはどのよう

胞移植技術の高度化と安全性確保に関する研究」班
成17年度第2回班会議, 1.27, 東京.
勉強会, 2.2, 福岡.

甲斐俊朗（2006）日本さい帯血バンクネットワークよりの報
告. 臍帯血バンク採取従事者･ボランティア合同研修会,
2.10, 神戸.
辻

培心（2006）臍帯血受入側の体制と二次元コード管理
システムの導入について. 臍帯血バンク採取従事者･ボラン
ティア合同研修会, 2.10, 神戸.

甲斐俊朗（2006）さい帯血バンクと臍帯血移植−兵庫さい
帯血バンクの現況−. ロータリークラブ例会卓話, 2.13, 神戸
（神戸ポートピアホテル）.
甲斐俊朗（2006）兵庫さい帯血バンク活動状況と移植成績.
骨髄移植・さい帯血移植推進合同フォーラム, 2.21, 兵庫
（兵庫県農業共済会館）.
甲斐俊朗（2006）成人臍帯血移植. 第20回福井造血幹細胞
移植研究会, 3.8, 福井.
甲斐俊朗（2 0 0 6）さい帯血バンクの現状と課題 , 移植成
績（
. 基調講 演）骨髄バンク・さい帯血バンク合同公 開
フォーラム 空想的近未来2009年春, 3.12, 東京（日本赤十
字社）.
甲斐俊朗（2006）造血幹細胞移植. 日本輸血学会認定技師
研修会, 7.1-2, 西宮（兵庫医科大学）.

653.
に対応すればいいですか. 看護技術, 52, 740-741.
信岡尚子, 道免和久（2006）拘縮を予防するための訓練につ
いて教えてください. 看護技術, 52, 828-829.
宮内貴志子, 道免和久（2006）脳卒中発症後の良肢位の取り
方のコツを教えてください. 看護技術, 52, 916-917.
島田真一, 道免和久（2006）脳血管撮影ってどんな検査な
の？. 看護技術, 52, 1004-1005.
寺山修史, 道免和久（2006）脳卒中を予防するための日常生
活支援のコツはありますか？. 看護技術, 52, 1224-1225.
宮崎博子, 道免和久（2006）リハビリの効果があがらないと
き, 患者さんと家族にどう接し, どう援助すればよいです
か？. 看護技術, 52, 1308-1309.
川上寿一, 道免和久（2006）脳の機能局在と障害. Bra i n
Nursing, 22, 72-77.
松本憲二, 道免和久（2006）不動の悪循環と廃用症候群の
理解. 介護リーダー, 11, 84-89.
當山まゆみ, 道免和久（2006）深部静脈血栓症とその合併
症の予防ガイドライン. 介護リーダー, 11, 121-126.
宮越浩一, 道免和久（2006）関節拘縮による問題とその対
策. 介護リーダー, 11, 122-128.
佐藤健一, 道免和久（2006）骨萎縮のメカニズムと予防プロ
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渕

グラム. 介護リーダー, 11, 111-114.
安藤久美子, 石蔵礼一, 中尾宣夫, 児玉典彦（2006）内分泌
症候群1, Klüver-Bucy症候群. 新領域別症候群シリーズ1,
明子, 眞渕

敏（2006）運動麻痺と筋萎縮・

森下慎一郎, 畠山由架利, 眞渕

敏（2006）循環障害. Brain

敏（2006）脳障害患者の呼吸

障害と急性期からのアプローチ. Brain Nursing, 22, 743-

名にA DLが改善した重症ギラン・バレー症候群の経験.
藤原

潔, 澤 秀樹, 島田真一（2006）三木市民病院20年に

おける後頭蓋窩動脈瘤の検討. 兵庫県全外科医会会誌,
40, 35.

748.
敏（2006）五感を使えばコツがわかる呼吸理学療法.

運動療法中の換気補助目的にN PPVを用いて奏功した慢
性閉塞性肺疾患患者. 理学療法ジャーナル, 40, 289-293.
道免和久（2006）リハビリテーション上肢機能障害. 総合リ
ＣＩ

査. Pharma Medica, 24, 66.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
眞渕

敏（2006）急性期の呼吸リハビリテーション.（招待講

療法研究会, 1.22, 松江.
眞渕

療法とその周辺. 現代思想, 34, 76-87.
香川真二（2006）不自由さから生まれる創造性. 現代思想,

敏（2006）急性呼吸不全に立ち向かうノウハウ.（教育

講演）静岡県理学療法士会呼吸理学療法専門部会研究
会, 1.22, 静岡.

34, 199-205.
満（2006）呼吸機能検査

歩行負荷テス

眞渕

敏（2006）呼吸理学療法について.（招待講演）山陰

運動療法研究会, 2.18, 米子.

6MWTとSWT. 呼吸, 25, 284-288.

道免和久（2006）リハビリマインド.（教育講演）第3回地域リ

［原著］
大濱慎一郎, 江里口杏平, 髻谷 満（2006）リハビリテーショ
ンの利用形態および健康状態が主観的Q OLに与える影

ハビリテーション講演, 2.25, 徳島.
眞渕

敏（2006）看護における呼吸理学療法.（招待講演）

山梨県看護協会講演会, 2.28, 山梨.

響. 理学療法探求, 8, 6-9.
森下慎一郎, 眞渕

満（2006）日本の地方都市における慢性閉塞性肺疾

演）日本理学療法士協会島根県士会平成18年度肺理学

ハビリテーション, 34, 1145-1151.
道免和久（2006）リハビリテーションによる脳の再生

千住秀明, 髻谷

髻谷

患の疫学調査と呼吸リハビリテーションにかかわる知識調

ナースビーンズ, 8, 1010-1028.
野添匡史, 間瀬教史, 永井絵理, 笹沼里味, 眞渕 敏（2006）

ト

小林慶子, 川上寿一, 土肥真意子, 奥野太嗣, 蒔田浩子, 道

Journal of Clinical Rehabilitation, 15, 873-877.

Nursing, 22, 635-639.

眞渕

学会誌, 23, 67-70.

免和久（2006）長期にわたるリハビリテーションにより著

関節拘縮. Brain Nursing, 22, 510-516.

上村洋充, 梅田幸嗣, 眞渕

期間運動療法効果について. 日本私立医科大学理学療法
［症例報告］

日本臨牀（別冊）, 23-26.
笹沼直樹, 森

敏, 道免和久（2006）慢性皮膚筋炎患者に対する短

敏, 笹沼直樹, 畠山由架利, 山崎

允,

上村洋充, 道免和久, 浅野由美（2006）高度肥満児に対す

眞渕

敏（2006）ICUの理学療法.（教育講演）沖縄県理学

療法士会県外講師研修会, 3.4, 沖縄.

る運動療法影響について（第2報）−短期間の集中的訓練

道免和久（2006）高次脳機能障害への理解のポイント.（教

と退院後の持ち越し効果について−. 日本私立医科大学理

育講演）高次脳機能障害を有する人への生活支援研修会,

学療法学会誌, 23, 15-18.

3.11, 明石.

宮越浩一, 道免和久, 小山哲男, 古荘純次, 小柳健一（2006）

眞渕

敏（2006）小児科領域の呼吸理学療法.（招待講演）

脳卒中片麻痺患者に対する上肢機能訓練装置の使用経

日本理学療法士協会内部障害系理学療法研究会特別研

験. リハビリテーション医学, 43, 347-352.

修会, 4.2, 長崎.

O ku, T., Ok a, N., Ko d a m a, N., Ta ch ib a na, H. a nd

眞渕

敏（2006）慢性呼吸不全の呼吸理学療法.（会長講

Yoshikawa, H.（2006）Clinical and pathological findings

演）日本呼吸器学会第3回呼吸ケアカンファレンス, 6.1, 東

in microscopic polya ngiitis. Hyogo Ika Daigaku

京.
道 免和久（2 0 0 6）医療としてのリハビリテーションとプロ

Igakkai Zasshi（Acta Med. Hyogo.）, 31, 51-58.
小山哲男, 道免和久（2006）脳卒中患者の転帰と急性期入
院日数. Journal of Clinical Rehabilitation, 15, 869-872.

フェッショナリズム.（教育講演）平成18年度熊本県理学療
法士協会公開学術研修会, 6.18, 熊本.

Koyama, T., Matsumoto, K., Okuno, T. and Domen,

道免和久（2006）脳科学とリハビリテーション～CI療法の期

K.（2006）Relationships between independence level

待～.（教育講演）平成18年度熊本県理学療法士協会公

of single motor-FIM items and FIM-motor scores
in patients with hemiplegia after stroke: an ordinal
logistic modeling study. J. Rehabil. Med., 38, 280-286.
山下真 理子, 小林敏子, 藤本直規 , 松本一生, 古河慶子
（2006）一般病院における認知症高齢者のBPSDとその対
明子, 上村洋充, 笹沼直樹, 梅本静香, 竹林

かたと治療方針の立て方.（教育講演）日本高次脳機能障
害学会2006年夏期教育研修講座, 7.15, 東京.
眞渕

敏（2006）新生児・小児に対する呼吸理学療法.（特

別講演）日本理学療法士協会内部障害系理学療法研究

応. 老年精神医学雑誌, 17, 75-85.
森

開学術研修会, 6.18, 熊本.
田中春美（2006）語健忘･錯語･ジャーゴンと理解障害の診

崇, 眞

会

2006呼吸理学療法セミナー, 7.18, 札幌.
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眞渕

敏（2006）重度・重複障害児の呼吸への支援.（教育

講演）福岡県教育委員会教育センター研修会, 8.4, 福岡.
道免和久（2006）リハビリ打ち切り制度の理不尽と国民の反
宮本純子（2006）摂食嚥下障害への対応.（招待講演）兵庫
敏（2 0 0 6）慢性閉塞性 肺疾患の呼吸リハビリテー

ション.（招待講演）神戸市医師会第32回神戸生活習慣病
宮本純子（2006）障害者歯科診療における留意点.（招待講
道免和久（2006）脳卒中リハビリテーションにおける運動療
法の新たなる挑戦.（教育講演）第40回日本理学療法士
協会全国研修会, 10.7, 名古屋.（理学療法学, 33, 147-154,
敏（2006）ナースのための呼吸理学療法 慢性閉塞性

肺疾患の呼吸リハビリテーション.（特別講演）秋田県在宅

（2006）総合内科の初診外来患者に対する病名・病状ア
屋.
上 村 洋 充 , 梅田幸嗣 , 眞 渕

敏 , 川上 寿 一, 道 免 和 久

（2006）有機リン中毒患者の運動療法に対する指標の検
学療法学術大会, 5.26, 群馬.
森下慎一郎, 眞渕

敏, 山崎

允, 笹沼直樹, 花田恵介, 安

東直之, 道免和久, 岡山カナコ（2006）対麻痺症例におけ

呼吸理学療法研究会, 10.7, 秋田.
道免和久（2006）嚥下障害総論.（教育講演）すぐに役立つ
嚥下リハビリテーション, 第2回CRASEEDナーシング・セ

る褥瘡発生とADLの関係について. 第41回日本理学療法
学術大会, 5.26, 群馬.
笹沼直樹, 西田淳子, 梅田幸嗣, 北林

ミナー, 10.22, 西宮.
敏（2 0 0 6）摂食・嚥下障害に対する理学療法.（教

育講演）すぐに役 立つ嚥下リハビリテーション, 第2回

崎

允, 畠山由架利, 眞渕

豊, 森下慎一郎, 山

敏, 川上寿一, 道免和久

（2006）完全側臥位と呼吸介助手技が急性心不全患者の
循環動態に及ぼす影響. 第41回日本理学療法学術大会,

CRASEEDナーシング・セミナー, 10.22, 西宮.
宮本純子（2006）摂食嚥下訓練の実際.（教育講演）すぐに
役立つ嚥下リハビリテーション, 第2回CRASEEDナーシン

5.27, 群馬.
香川真二, 千田
星

グ・セミナー, 10.22, 西宮.
敏（2006）訪問看護における呼吸リハビリテーショ

廉, 木 村愛子, 前田真依子, 米田稔彦,

信彦, 岡田安弘（2006）三次元加速度変量の可視化

による変形性股関節症の定量的歩行解析. 第41回日本理
学療法学術大会, 5.27, 群馬.

ン.（招待講演）鳥取県看護協会, 10.29, 鳥取.
敏（2006）呼吸不全のフィジカルアセスメントから呼

吸管理まで.（教育講演）宮崎県理学療法士協会

内部障

新井秀宜, 堀尾純子, 高橋紀代, 玉置由子, 土肥真意子, 兼
松まどか, 道免和久（2006）脳卒中片麻痺患者の機能的
予後予測法におけるはずれ値の検討. 第43回日本リハビリ

害系理学療法研究部会研究会, 11.4, 宮崎.
道免和久（2006）脳卒中片麻痺上肢の最近治療

宮.

討−機能回復と臨床データ基準の考察−. 第41回日本理

2006.）

眞渕

兵庫県理学療法士会阪神南ブロック新人発表会, 1.22, 西

ンケート. 第21回日本家庭医療学会学術集会, 5.13, 名古

演）宇治歯科医師会, 9.30, 京都.

眞渕

［一般講演］

當山まゆみ, 三原華子, 富成伸次郎, 井関太美, 酒見英太

セミナー, 9.21, 神戸.

眞渕

ジウム）第30回日本高次脳機能障害学会総会, 11.18, 福

森下慎一郎（2006）褥瘡に対して理学療法士ができること.

県医師会, 8.20, 兵庫.

眞渕

田中春美（2006）意味の障害とその治療.（サテライトシンポ
岡.

発.（教育講演）全国医学生ゼミナール, 8.6, 三重.

眞渕

ム）第7回日本認知運動療法学術集会, 7.15-16, 福岡.

CI療法の

すべて.（教育講演）第7回岩手脳卒中リハビリテーション
研究会, 11.11, 盛岡.

テーション医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーショ
ン医学, 43（Suppl.）, S142, 2006.）
堀尾純子, 高橋紀代, 玉置由子, 土肥真意子, 新井秀宜, 兼

道免和久（2006）リハビリテーション診療報酬制度改定の

松まどか, 道免和久（2006）リハビリテーション単科病院

背景.（教育講演）変わりゆく医療介護保険におけるリハビ

から急性期病院に転院となった患者の検討. 第43回日本

リテーション, 第10回京都地域リハビリテーション研究会,

リハビリテーション医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリ

11.26, 京都.

テーション医学, 43（Suppl.）, S245, 2006.）

道免和久（20 06）リハビリテーション日数制限問題につい
て.（教育講演）第613回社会保険研究会, 11.30, 京都.

小林慶子, 川上寿一, 道免和久, 安東直之, 蒔田浩子, 後
藤

健 , 玉置由子, 土 肥真意子, 堀尾 純子, 新井 秀宜

道免和久（2006）先端工学とリハビリテーションによる脳の

（2006）
「一口量」についての検討. 第43回日本リハビリ

再生.（教育講演）運動機能の再生と維持を目指して, 第4

テーション医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーショ

回神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターシンポジ

ン医学, 43（Suppl.）, S249, 2006.）

ウム, 12.9, 神戸.

藤井健司, 宮越浩一, 井合茂夫, 道免和久（2006）急性期の

宮本純子（2006）摂食・嚥下障害のアプローチ～評価を中

多発性筋炎/皮膚筋炎への早期リハビリテーション介入

心に～.（招待講演）阪神病態栄養研究会, 12.20, 兵庫.

の検討. 第43回日本リハビリテーション医学会学術集会,

［シンポジウム等］
眞渕

敏（2006）理想的な呼吸管理チームとは.（シンポジウ

ム）第41回日本呼吸療法医学会総会, 5.26, 高知.
香川真二（2006）経験の言語と認知運動療法.（シンポジウ

6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43（Suppl.）, S288,
2006.）
奥野太嗣, 松本憲二, 太田利夫, 寺山修史, 横井寛士, 吉田
直樹, 小山哲男, 道免和久（2006）急性横断性脊髄炎に
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よる対麻痺に対し, Prime Walkerの使用が予後の改善

安弘（2006）3軸加速度変量を用いた臨床に有用な歩行

に有効と考えられた1例. 第43回日本リハビリテーション

評価と説明の応用. 第19回兵庫県理学療法士学会, 7.2, 兵

医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43
（Suppl.）, S294, 2006.）
兼松まどか, 高橋紀代, 玉置由子, 土肥真意子, 堀尾純子, 新
井秀宜, 道免和久（20 0 6）フィードフォワード運動訓練
における学習の汎化. 第43回日本リハビリテーション医
学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43
（Suppl.）, S303, 2006.）
川上寿一, 道免和久, 小林慶子, 安東直之, 蒔田浩子, 後
藤

健 , 高橋紀代, 土肥真意子, 堀尾純子, 新井 秀宜

（2 0 0 6）医学部におけるリハビリテーション医学チュー
トリアル教育の実施. 第43回日本リハビリテーション医
学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43
（Suppl.）, S347, 2006.）
道免和久, 藤谷順子, 小山哲男, 松本憲二, 高橋紀代, 川上
寿一, 古河慶子, 安東直之, 蒔田浩子, 宮越浩一（2006）転

庫.
笹沼直樹, 眞渕

敏（2006）ポジショニングと呼吸介助手技

が心不全患者の呼吸循環動態に及ぼす影響. 第16回日本
呼吸管理学会学術集会, 7.28-29, 札幌.
江口瑠美, 髻谷

満, 兒玉吏弘, 河戸誠司, 平山晃介, 増田

有希子, 増山泰治, 神津

玲, 千住秀明（2006）チームアプ

ローチによって人工呼吸器からの離脱と在宅復帰が可能
となった重症COPD患者の1例. 第16回日本呼吸管理学会
学術集会, 7.28-29, 札幌.（日本呼吸管理学会誌, 16, 215,
2006.）
兒玉吏弘, 髻谷
井

満, 江口瑠美, 河戸誠司, 平山晃介, 白

亮, 増田有希子, 千住秀明（2006）慢性期頸髄損傷者

の術後肺炎に対しNPPVを使用した排痰法を試みた症例.
第16回日本呼吸管理学会学術集会, 7.28-29, 札幌.（日本
呼吸管理学会誌, 16, 193, 2006.）

科および後期研修医師に対するリハビリテーション科専門

Tabusadani, M., Kozu, R., Senjyu, H., Hanada, M., Sueta,

医育成プログラムの構築. 第43回日本リハビリテーション

H. and Kida, K.（2006）An epidemiological study of

医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43

chronic obstructive pulmonary disease（COPD）in a

（Suppl.）, S348, 2006.）
小山哲男, 松本憲二, 奥野太嗣, 横井寛士, 吉田直樹, 道
免和久（2006）Association between Motor-related
Subclasses and Total FIM Scores among Hemiplegic

rural town of Japan; Follow-up after one year. 16th
European Respiratory Society Annual Congress, 9.26, Munich, Germany.（Abstracts, 448, 2006.）
竹林

崇, 梅本静香, 花田恵介, 岸

雪枝, 川上寿一, 道

St roke Pat ient s. 第43回日本リハビリテーション医学

免和久（20 06）学童期の小児にc on st rat ion-i nduc e d

会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43

Movement Therapyを施行した1症例. 第26回近畿作業

（Suppl.）, S353, 2006.）
寺山修史, 松本憲二, 小山哲男, 奥野太嗣, 太田利夫, 吉田

療法学会, 10.22, 大阪.
立山清美, 高畑進一, 田中宏明, 岸

雪枝（2006）ICFの概

直樹, 横井寛士, 道免和久（2006）デジタルカメラの動画

念に基づく, 探索的評価と分析的評価を取り入れた臨床

機能を視覚的フィードバックとして日常生活動作のリハビ

実習の試み. 第11回日本作業療法教育学術集会, 10.8-9,

リテーションに使用した経験. 第43回日本リハビリテー

神戸.

ション医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション
医学, 43
（Suppl.）, S356, 2006.）
吉田直樹, 小山哲男, 高橋守正, 横井寛士, 松本憲二, 奥野

原早恵子, 平川千佳, 村田

章, 分野正貴, 岸

雪枝（2006）

総合失調症に虚血性低酸素脳症を呈したケースの経験～
精神科作業療法を通して～. 第26回近畿作業療法学会,

太嗣, 寺山修史, 道免和久（2006）医療者と家族による患

10.22, 大阪.

者の日常生活動作能力の認識について. 第43回日本リハビ

香川真二, 眞渕

敏, 道免和久, 木村愛子, 前田真依子, 千

リテーション医学会学術集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテー

田

ション医学, 43（Suppl.）, S357, 2006.）

験者の歩行評価. 第31回臨床歩行分析研究会 定例会,

廉（2006）無線型3軸加速度センサを用いた転倒経

松本憲二, 道免和久, 奥野太嗣, 寺山修史, 小山哲男, 吉田

11.12, 新潟.

直樹, 横井寛士（2006）視覚障害者に対するADL評価法

■ その他 ■

作成の試み（第2報）−各ADL・IADL項目自立度と視力・

道 免和久（2 0 0 6）つながるテレビ＠ヒューマン.（テレビ）

視野の相関−. 第43回日本リハビリテーション医学会学術
集会, 6.1-3, 東京.（リハビリテーション医学, 43（Suppl.）,

5.14.

S402, 2006.）
竹林

崇（2006）心臓バイパス術を施行した患者の浴槽へ

の移乗動作におけるリスクについて. 第40回日本作業療法
学会, 6.30-7.2, 京都.
梅 本 静 香（2 0 0 6）廃 用手であった片麻痺上 肢に対 する
Constraint-induced movement therapy（CI療法）. 第40
回日本作業療法学会, 6.30-7.2, 京都.
香川真二, 千田

NHK総合, 4.15.
道免和久（2006）正午ニュース（テレビ）N HK総合（大阪）,

廉, 木村愛子, 前田真依子, 米田稔彦, 岡田

道 免 和 久（ 2 0 0 6）撤 廃求め署 名開始
ら

全 国できょうか

兵庫医大教授ら. 神戸新聞, 5.14, 26.

道免和久（2006）研究進む神経リハ

動作を意識して

ま

ひした手足を訓練. 朝日新聞, 5.15, 8.
道免和久（2006）医療保険

リハビリ日数に上限. 京都新

聞, 5.30, 16.
道免和久（2006）リハビリ制限猛反発 現場「患者切り捨て
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道免和久（2006）新聞報道記事と医療現場での混乱. 私た
ちのリハビリを継続して下さい！リハビリを考えるシンポジ

ティングシステムにおけるR DFの応用. 医療情報学, 25,
421-429.
松田淳子, 進藤亜紀子, 谷

ウム, 6.11, 神戸.
道免和久（2006）リハビリ進化

常識くつがえす

治療の最

昇子, 丸上輝剛, 藤丸賢一, 川上

清和, 中尾寿成, 宮本正喜, 堀尾裕幸, 稲田 紘（2006）IC
タグの応用による医療機器安全管理システムの開発. 医療

前線. アエラ, 6.12, 52-55.
道免和久（2006）正午ニュース（テレビ）NHK総合, 6.18.
道免和久（2006）リハビリ患者に動揺. 毎日新聞, 6.26, 30.
道免和久（2006）リハビリ日数制限撤廃を

情報学, 26, 247-256.
■ 学会発表 ■

道免和久（2006）ニュース（ラジオ）NHKラジオ, 6.18.
44万人署名を

［指定講演］
玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦（2006）遺伝カウン
セリングと個人情報保護.（教育講演）第24回日本染色体

提出. 神戸新聞, 6.30, 14.
道免和久（2006）生活ほっとモーニング「シリーズ

医療難

遺伝子検査学会, 11.18-19, 天理.（The official journal of
the Japanese association for choromosome and gene

民」（テレビ）
.
NHK総合, 7.7.
道免和久（2006）リハビリ制限誰のため

最長180日

改定

analysis, 24, 15, 2006.）
［シンポジウム等］

に猛反発, 現場も混乱. 朝日新聞, 7.8, 26.
川上寿一（2006）第2回専門医試験問題と解説（3） 専門医
をめざして. Journal of Clinical Rehabilitation, 15, 760-

内藤道夫, 宮本正喜, 石川

澄, 入江真行（2006）医療情報

技師を見直す～上級医療情報技師誕生に向けて～.（口
演）第26回医療情報学連合大会, 11.1-4, 北海道.

767.
道免和久（2006）9月末, 「リハビリ難民」があふれ出す. 週

八幡勝也, 小林慎治, 宮本正喜（2006）医療情報学会論文
投稿システムにおけるオープンソースソフトウェアライセン

刊朝日, 7.21, 42-43.
道 免和久（2 0 0 6）とくダネ！特捜部「戸惑う患者・悩む医
師

勤植, 平松治彦, 宮本正喜（2006）レポー

仲野俊成, 朴

だ」. 朝日新聞, 6.5, 2.

揺れるリハビリ医療の現場を特捜せよ」（テレビ）
.
フ

ス問題の検証.（口演）第26回医療情報学連合大会, 11.14, 北海道.
Kimura, M., Miyamoto, M., Akiyama, M. and Toyoda,

ジテレビ, 8.21.
道免和久（2006）非人間的な医療制限に対する国民の反発

K.（2006）What we obtained and what were the real

が44万人余の署名に, リハビリ医療の制度変更を巡って,

barriers of CPOE and EHR- Lessons learned from

Opinion Mail-医療問題への視点－. Medical Tribune, 39

CPOE and RHIO in Japan.（Oral Session）AMIA2006,
11.11-15, Washington D.C., U.S.A.

（8.24）, 38.
道免和久（2006）朝ズバ！

ほうっておけない「医療保険制

限『リハビリ難民』発生」（テレビ）
.
東京放送, 9.20.
道免和久（2006）最新のリハビリテーションについて. 市民
講座 第5回先端医療の夕べ～最新の脳血管内治療とリハ

平松治彦, 宮本正喜, 上原邦昭（2006）部門間の関連に基
づくインシデントレポート共有システム.（口演）夏のデー
タベースワークショップ2006（DBWS2006）, 7.12-14, 新
潟.（IPSJ 2006-DBS-140（II）, 321-328, 2006.）
川上洋一, 松村泰志, 笹井浩介, 安永

ビリテーションについて～, 10.4, 神戸.
道免和久（2006）厚労省, 実態調査へ リハビリ保険打ち切

紘, 木内
博, 玉川裕

勤植, 平松治彦, 宮本正喜（2006）レ

夫, 仲野俊成, 朴

り. 毎日新聞, 10.6, 26.
道免和久, 小山哲男（2006）脳卒中片麻痺の機能予後予測.

晋, 稲田

貴弘, 黒田知宏, 坂本憲広, 竹村匡正, 田中

ポーティングシステムにおけるR DFの応用.（口演）第10回
日本医療情報学会春季学術大会, 6.30-7.1, 兵庫.

メディカル朝日10月号, 34-35.
道免和久（2006）混乱のいったんは医療提供側の説明不足

［一般講演］
松田淳子, 古田

も否めず. Japan Medicine, 11.6, 2.
道免和久（2006）診療報酬改定で日数制限「リハビリ難民」

靖, 谷

敬子, 山森由恵, 李

昇子, 丸上輝剛, 進藤亜紀子, 竹本

関吏, 松本健児, 大段怜子, 宮本正喜,

堀尾裕幸（2006）医療機器マニュアルのためのPDFファイ

悲鳴. 日本経済新聞, 11.19, 2.

ル作成システムの開発. 第26回医療情報学連合大会, 11.14, 北海道.

医療情報学／医療情報部

松田淳子, 進藤亜紀子, 谷

昇子, 丸上輝剛, 藤丸賢一, 川上

清和, 中尾寿成, 宮本正喜, 堀尾裕幸, 稲田 紘（2006）IC

■ 学術論文 ■

タグの応用による医療機器安全管理システムの開発. 第10

［原著］

回日本医療情報学会春季学術大会, 6.30-7.1, 兵庫.

平松治彦, 宮本正喜, 上原邦昭（2006）部門間の関連に基づ

絹川武俊, 上田侑奈代, 石原久美子, 上野佳子, 辰己久美子,

くインシデントレポート共有システム. 日本データベース学

後藤

会Letters, 5, 73-76.

る病歴室セキュリティの見直し. 第32回日本診療録管理学

川上洋一, 松村泰志, 笹井浩介, 安永

晋, 稲田

弘, 黒田知宏, 坂本憲広, 竹村匡正, 田中

紘, 木内貴

博, 玉川裕夫,

浩, 内藤

泰, 宮本正喜（2006）個人情報保護によ

会学術大会, 7.24-25, 福井.
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疼痛制御科学／ペインクリニック部
■ 学術論文 ■

村川和重（2 0 0 6）ペインクリニックにおけるボツリヌス治

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範（2 0 0 6）治

ペインクリニック. 綜合臨床, 55, 2310-2318.

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範（2006）ペイン

クリニックと痛みの治療. 科学, 76, 707-712.
村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範, 福永智栄, 有

村佳修（2006）疼痛度測定機器. 麻酔, 55, 1080-1086.
村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

村川和重（2006）がん疼痛に対するオピオイド療法.（セミ
ナー）日本麻酔科学会第53回学術集会, 6.1-3, 神戸.

［総説］
療

［シンポジウム等］

療.（ランチョンセミナー）日本ペインクリニック学会第40回
大会, 7.13-15, 神戸.
関本雅子, 高雄由美子, 前田成夫, 森山萬秀（2006）痛み
をがまんしていませんか？－ペインクリニック診療の実際
－.（シンポジウム）日本ペインクリニック学会第40回大会,
7.13-15, 神戸.

範, 福永智栄, 有

森山萬秀（2006）脊髄刺激療法－適応とする患者を選びだ

村佳修（2006）がん性疼痛の薬物療法－鎮痛補助薬－鎮

すには－.（シンポジウム）日本ペインクリニック学会第40回

痛補助薬が必要となる病態. ペインクリニック, 27（別冊春

大会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリニック学会誌, 13, 230-

号）, S112-S121.

231, 2006.）

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範, 福永智栄, 有

森山萬秀（2006）筋肉に由来する痛みに対しどう対応する

村佳修, 中條浩介（2006）CTガイドによるfacet block. ペ

か.（ワークショップ）日本ペインクリニック学会第40回大

インクリニック, 27, 728-735.

会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリニック学会誌, 13, 250-

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範, 福永智栄, 有

村佳修, 中條浩介（2006）腰部硬膜外ブロック. ペインクリ
ニック, 27（別冊秋号）, S360-S371.
［症例報告］
植木隆介, 森山萬秀, 野間秀樹, 保岡宏彰, 柳本富士雄, 村川

251, 2006.）
森山萬秀（2006）ボツリヌス療法における安全性（副作用）
の検討および鎮痛機序の再検討－筋弛緩以外の効果につ
いて－.（ランチョンセミナー）日本ペインクリニック学会第
40回大会, 7.13-15, 神戸.

和重（2006）神経因性疼痛に対するフレカイニドの鎮痛作

小坂義弘 , 柳本富士雄（2 0 0 6）腰仙神経叢ブロックの臨

用に関する検討－メキシレチン内服効果が不十分な症例

床.（ランチョンセミナー）日本ペインクリニック学会第40回

に対するフレカイニドの鎮痛効果－. 日本臨床麻酔学会誌,
26, 266-271.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
Murakawa, K., Moriyama, K., Yanamoto, F., Nakano, S.,
Fukunaga, T., Arimura, Y. and Chujo, K.（2006）Cancer
pain ma nagement modalities a nd positioning of

大会, 7.13-15, 神戸.
柳本富士雄（2006）がん性疼痛におけるインターベンション
治療の役割－大学病院のペインクリニックとして－.（パネ
ルディスカッション）日本ペインクリニック学会第40回大
会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリニック学会誌, 13, 243,
2006.）
中野

範（2 0 0 6）兵庫医科大学 病院におけるP a t i e n t-

oxycodone.（Invited）3rd Asia Pacific Symposium on

Controlled Analgesiaの現状.（ワークショップ）日本ペイ

Pain Control, 2.9, Singapore , Singapore.

ンクリニック学会第40回大会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインク

村川和重（2006）顎顔面領域における最新のペインコント
ロール.（特別講演）第37回（社）日本口腔外科学会近畿地
方会, 6.17, 西宮.
村川和重（2006）神経因性疼痛に対する治療戦略.（特別講
演）第9回大分県疼痛研究会, 6.29, 大分.
村川和重（2006）疼痛治療－夢の育成－.（会長講演）日本ペ
インクリニック学会第40回大会, 7.13-15, 神戸.
村川和重（2006）帯状疱疹の痛み・診療科を超えて.（特別
講演）第11回北部九州ヘルペス感染症研究会, 7.28, 福岡.
村川和 重（2 0 0 6）ペインクリニックの治療 対 象となる病

リニック学会誌, 13, 257, 2006.）
村川和 重（2 0 0 6）がん 疼 痛治療におけるオピオイドの役
割.（ランチョンセミナー）第12回近畿薬剤師学 術大会,
9.24, 神戸.
［一般講演］
柳本富士雄, 森山萬秀, 有村佳修, 福永智栄, 中野

範, 村

川和重（2006）Complex regionalpain syndromeに対す
る脊髄刺激療法. 第35回日本慢性疼痛学会, 2.24-25, 東
京.
柳本富士雄, 森山萬秀, 中野

範, 福永智栄, 有村佳修, 中

態.（特別講演）
（社）日本麻酔科学会東海・北陸支部第3

條浩介, 村川和重（2006）癌性疼痛患者におけるフェンタ

回学術集会, 9.10, 富山.

ニル濃度（脳脊髄液と血液）の影響. 日本麻酔科学会第

村川和重（2006）癌性疼痛に対する神経ブロック療法.（特
別講演）第4回ペインクリニック四国塾, 9.17, 高松.

53回学術集会, 6.1-3, 神戸.
福永智栄, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範, 中條浩介, 有

Murakawa, K.（2006）Management Strategies for the

村佳修, 村川和重（2006）がん性疼痛患者におけるブロッ

Treatment of Neuropathic Pain.（Special）The 43rd

ク療法. 第36回日本ペインクリニック学会関西地方会, 6.17,

Scientific Meeting of The Korean Pain Society, 11.25,

大阪.
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有村佳修, 森山萬秀, 福永智栄, 中條浩介, 中野

範, 柳本

富士雄, 村川和重（2006）骨髄移植後に発現する－過性
口内痛に対するPCAの使用経験. 第36回日本ペインクリ
範, 中條浩介, 有村佳修, 福永智栄, 柳本富士雄, 森

山萬秀, 村川和重（2006）眼部帯状疱疹に合併した遅発
性滑車神経麻痺の一症例. 第36回日本ペインクリニック学
範, 森山萬秀, 柳本富士雄, 福永智栄, 杉

崇史, 村

川和重（2006）種々の治療に抵抗し持続鎮静を要した癌
性疼痛の一症例. 第36回日本ペインクリニック学会関西地
崇史, 柳本富士雄, 森山萬秀, 福永智栄, 中野

範, 村

川和重（2006）サドルフェノールブロックにより大量のオピ
オイド減量に成功した2症例. 第36回日本ペインクリニック

勉強会, 10.19, 狭山.
村川和重（2006）脊髄刺激療法のポイントについて. 阪神脊
髄刺激療法検討会, 12.12, 神戸.
催するにあたって. ペインクリニック, 27, 827-828.
村川和重（2006）医療者に求められる社会的視点. A net,
10, 1.
村川和重（2006）からだの話－帯状ヘルペス－. あすの健康,

学会関西地方会, 6.17, 大阪.
福永智栄, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

の講座, 8.1, 神戸.

村川和重（2006）日本ペインクリニック学会第40回大会を主

方会, 6.17, 大阪.
杉

5.13, 神戸.
村川和重（2006）がんの痛みについて. がんをよく知るため
村川和重（2006）がん疼痛治療. 近畿大学臨床研修センター

会関西地方会, 6.17, 大阪.
中野

川西市・伊丹市デュロテップ学術講演会, 4.28, 伊丹.
村川和重（2006）痛みについて. 神戸市健康づくりセンター
「健康ライフプラザ」平成18年度土曜健康科学セミナー,

ニック学会関西地方会, 6.17, 大阪.
中野

村川和重（2006）最近の疼痛治療－がんの痛みを中心に－.

範, 有村佳修, 中

64, 2-4.

條浩介, 村川和重（2 0 0 6）ペインクリニックにおけるが
ん疼痛管理の現状. 日本ペインクリニック学会第40回大

感染制御学／感染制御部

会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリニック学会誌, 13, 339,
2006.）
有村佳修, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野

範, 福永智栄, 中

條浩介, 村川和重（2006）脊髄刺激療法の長期的効果と

■ 著書 ■
竹末芳生（2006）術後感染が疑われたとき. ベッドサイドで

問題点に関する検討. 日本ペインクリニック学会第40回大

役立つ微生物検査ガイド,（河野

会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリニック学会誌, 13, 315,

光堂, 東京, 58-64.
竹 末 芳 生 , 中嶋 一彦, 和田恭直 , 一木

2006.）
中條浩介, 柳本富士雄, 森山萬秀, 中野

茂, 平 洋一

範, 有村佳修, 福

永智栄, 村川和重（2006）腰部脊柱管狭窄症の硬膜外ブ
ロックにおける硬膜外血腫の合併について. 日本ペインク
リニック学会第40回大会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリ
ニック学会誌, 13, 355, 2006.）
和田麻子, 天野一暁, 宮野陽介, 森山萬秀（2006）直腸癌
による肛門部痛に対し, 早期よりサドルフェノールブロッ

柳

臨床・対策－,（河野

茂

編）, 医薬ジャーナル社, 大阪,

214-221.
竹末芳生（2006）手術患者の真菌症治療で注意する点は？.
深在性真菌症Q&A,（河野

茂

大阪, 102-104.
遇する感染症診療ガイド,（船田
京, 371-376.

川和重（2006）頚椎脊髄腫瘍術後難治性後頭部痛の治
療経験. 第5回難治性疼痛研究会, 9.16, 大阪.

編）, 医薬ジャーナル社,

竹末芳生（2006）術後感染症と予防抗菌薬. 日常外来で遭

会, 7.13-15, 神戸.（日本ペインクリニック学会誌, 13, 349,
有村佳修, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中條浩介, 福永智栄, 村

薫 , 倉 本美 佳 ,

秀憲, 池内浩基（2006）外科領域. M R SA－基礎・

クが著効した1症例. 日本ペインクリニック学会第40回大
2006.）

久

編）, 永井書店, 東

竹末芳生（2006）市中感染症に対する手術時の抗菌薬の使
い方－細菌性腹膜炎. 周術期感染対策マニュアル,（炭山
嘉伸

編）, 南江堂, 東京, 47-51.

竹末芳生（2006）感染を予防する周術期管理の実際－術後

■ その他 ■

の対策. 周術期感染対策マニュアル,（炭山嘉伸

村川和重（2006）がん疼痛マネジメントについて. 兵庫県病

江堂, 東京, 100-106.

院薬剤師会西宮支部学術講演会, 1.26, 西宮.
村川和重（20 0 6）がん疼痛マネジメントについて. KO BE
Pain Meeting, 2.7, 神戸.
村川和重（2 0 0 6）がん疼痛マネジメントについて. 第2回
Hanshin Pain Meeting, 2.10, 尼崎.
村川和重（2006）がんの痛み治療の最前線. 第2回市民公開
講座, 3.12, 大阪.
村川和重（2006）整形外科領域における疼痛治療－ペイン
クリニックの現状－. 第1回神戸大学整形外科開業医研修
会, 4.22, 神戸.

編）, 文

編）, 南

大久保憲, 竹末芳生（2006）付録感染関連ガイドライン一覧.
周術期感染対策マニュアル,（炭山嘉伸

編）, 南江堂, 東

京, 195-199.
竹 末 芳 生 , 大 毛 宏 喜（ 2 0 0 6）発 症のトリガーとなる要
因

bacterial translocation. 敗血症の解明と治療戦略,

（船田

久

編）, 医学ジャーナル, 大阪, 94-101.

竹末芳生（2006）高熱, 下腹部痛を主訴に来院した25歳女
性. 専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ12感染症,
第4版,（山口恵三

編）, 日本医事新報社, 東京, 214-219.

竹末芳生（2006）術後感染症の治療. 新臨床外科学, 第4
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版,（川崎誠治, 佐野俊二, 名川弘一, 野口真三郎, 平田弘
一
一木

竹末芳生（20 06）各種感染症－抗菌薬選択の根拠と投与

編）, 医学書院, 東京, 117-127.
薫（2006）手術部位感染防止. Nursing Mook35

テップアップ院内感染防止ガイド,（藤田昌久

ス

編）, 学習

薫（20 06）静脈血採血. わかる・できる

液・輸血・採血,（東口高志

注射・輸

編）, 南江堂, 東京, 180-184.

竹末芳生（2006）術後感染予防と術後感染症. 抗菌薬の使
い方, 2版,（木村

哲

編）, 三共株式会社, 東京, 101-113.

■ 学術論文 ■

徹, 竹末芳生（2006）術後の合併症対策で変わって

いること. 22, 119-121.
大毛宏喜, 竹末芳生, 末田泰二朗（2006）腹空内感染症に対

竹末芳生（2006）
「外科領域ではCandida glabrata感染は
問題となっていない」の立場から. 深在性真菌症, 2, 32-36.
竹末芳生, 大毛宏喜, 坂下

ナル, 42, 2537-2542.
竹 末 芳 生 , 中嶋 一彦, 一木

薫 , 和田恭直 , 倉 本美 佳 ,

秀憲, 池内浩基（2 0 0 6）欧 米における胆道感染に

対する抗菌薬使用法. 日本外科感染症学会雑誌, 3, 227-

充（2006）直腸粘膜抜去術. 手

術, 60, 137-141.
竹 末 芳 生（ 2 0 0 6 ）セ プ シス に お ける 抗 菌 薬 治 療：
De-escalating療法. 治療学, 40, 542-544.
竹末芳生（2006）手術部位感染予防. Medicina, 43, 660-

232.
竹末芳生, 和田恭直, 一木

薫, 柳

秀憲, 池内浩基, 中嶋

一彦, 倉本美佳, 土田敏恵（2006）消化器外科における耐
薫, 柳

秀憲, 池内

浩基（2006）術後感染治療薬PK／PDからみた抗菌薬治
療の実際. 日本外科学会雑誌, 107, 224-229.
竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木
美佳, 室

662.
竹末芳生（2006）外科領域における緑膿菌感染症. 感染と
抗菌薬, 9, 165-170.

性菌対策. 外科治療, 95, 203-210.
竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木

用

か. 医学のあゆみ（別冊）, 27-30.
尾形

刊）, 166-173.

薫 , 中嶋 一彦, 和 田 恭 直 , 倉 本 美 佳 , 竹 末 芳 生

（2006）耐性菌検出情報に基づく対応の実際. 医薬ジャー

柳

手術部位感染予防. Medicina, 43, 660-662.

する抗菌薬選択のガイドライン. 化学療法の領域, 22（増

［総説］
一木

法

竹末芳 生（2 0 0 6）輸 液・栄養 療法, 完 全 絶食下のヒトで
bacterial translocationの起こっているエビデンスはある

研究社, 東京, 112-123.
一木

シングによるMRSA対策. 化学療法の領域, 22, 210-213.

薫, 土田敏恵, 倉本

親明（2 0 0 6）耐性化防止のための抗菌薬使

抗菌薬ミキシング療法. 薬事, 48, 1529-1534.

竹 末 芳 生（ 2 0 0 6）連 載を始めるにあたって. P h a r m a
Medica, 24, 79-82.
竹末芳生（2006）操薬から抗菌薬サイクリング/ミキシングを
考える. Pharma Medica, 24, 61-65.
竹末芳生（2006）抗菌薬サイクリングのin vitro モデルによ
る評価. Pharma Medica, 24, 155-158.
［原著］
Sasa ki, M., Mura ka mi, Y., Takesue, Y., Yokoya ma,
Y., Morifuji, M., Hayashidani, Y., Koyama, M. and
Sueda, T.（2006）Double intussusceptions in the small
intestine caused by metastatic renal cell carcinoma:
report of a case. Surg. Today, 36, 85-88.
Ta ke s ue, Y., O hg e, H., S a k a s h it a, M., S udo, T.,
Murakami, Y., Uemura, K. and Sueda, T.（2006）
Effect of antibiotic heterogeneity on the development

竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木

薫, 柳

秀憲, 池内

浩基（2006）術後感染治療薬PK/PDからみた抗菌薬治
療の実際. 日本外科学会雑誌, 107, 224-229.
竹末芳生, 和田恭直, 一木

薫, 柳

秀憲, 池内浩基, 中嶋

一彦, 倉本美佳, 土田敏恵（2006）消化器外科における耐
性菌対策. 外科治療, 95, 203-210.
竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木
美佳, 室

薫, 土田敏恵, 倉本

親明（2006）抗菌薬ミキシング療法. 薬事, 48,

1529-1534.
竹 末 芳 生 , 中嶋 一彦, 一木
柳

薫 , 和田恭直 , 倉 本美 佳 ,

秀憲, 池内浩基（2 0 0 6）欧 米における胆道感染に

対する抗菌薬使用法. 日本外科感染症学会雑誌, 3, 227232.
一木

薫（2 0 0 6）擦式消毒用アルコール製剤. N u r s i n g

Today, 21, 17.
一木

薫（20 0 6）術前処置・管理. E x p e r t Nu r s e, 22 ,

30-35.
竹末芳生, 中嶋一彦, 一木

薫, 倉本美佳, 土田敏恵, 和田

恭直（2006）手術創とドレーン管理. レジデントノート, 8,
1256-1261.
一木

薫（2007）手指衛生のコンプライアンスを改善する

of infections with antibiotic-resistant gram-negative

ためのチェックポイント. IＮＦＥＣＴＩＯＮ CＯＮＴＲＯＬ, 16,

organisms in a non-intensive care unit surgical ward.

50-54.

World J. Surg., 30, 1269-1276.
Uemura, K., Murakami, Y., Hayashidani, Y., Sudo,
T., Hashimoto, Y., Ohge, H., Takesue, Y., Arihiro, K.
and Sueda, T.（2006）Invasive papillary mucinous
carcinoma arising in the small branch duct cystic
lesion of the pancreas. Pancreas, 32, 221-222.
竹末芳生（2006）外科領域における抗菌薬サイクリング/ミキ

■ 学会発表 ■
［指定講演］
竹末芳生（2006）Sepsis治療における最近の知見.（教育セミ
ナー）第80回日本感染症学会総会, 4.20-21, 東京.
竹末芳生（2006）今日におけるSurgical site infection対
策.（教育セミナー）第14回日本外科学会生涯教育セミ
ナー

第179回近畿外科学会, 5.13, 和歌山.
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竹末芳生（2006）えっ！こんなに違う欧米と日本における手
術部位感染対策.（特別講演）第65回山口県臨床外科学
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在性真菌症に対する抗真菌薬の適正使用と経済効果の
検討. 第16回日本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.
竹末芳生（2006）医学講座.（ラジオ）ラジオNIKKEI, 5.15.

会・第51回山口県労災医学会, 6.4, 山口.
竹末芳生（2006）MRSA感染症治療における抗菌薬の適正
使用とTDM.（教育講演）第23回日本TDM学会・学術大

竹末芳生（2006）周術期の院内感染対策. 3.7, 石川（金沢医
科大学）.

会, 7.16-17, 東京.

竹末芳生（2006）外科・救急領域における深在性真菌症の

［シンポジウム等］

診断と治療－新たなガイドラインの目指すところ－. 第4回

竹末芳生（2006）IC Tが知っておきたい基本的周術期感染
対策.（シンポジウム）第80回日本感染症学会総会, 4.20-

回兵庫県周術木感染症研究会, 3.16, 神戸.

21, 東京.
竹末芳生（2006）外科的感染症制御からみたクリニカルパス
の意義.（シンポジウム）第19回日本外科感染症学会総会,

竹末芳生（2006）炎症性腸疾患－我々の行ってきた少し変
わった臨床研究－. 第13回近畿大腸肛門疾患カンファレン

第106回日本外科学定期学術集会セミナー, 3.30, 東京.
竹末芳生（2006）IC Tが知っておきたい基本的周術期感染

ス, 3.25, 大阪.
竹末芳生（2006）ガイドラインからみたセプシス治療の最前

対策. 第80回日本感染症学会, 4.21, 東京.
薫（2006）擦式アルコール製剤および手洗い用液体

石鹸使用量の分析による手指衛生遵守状況評価. 第21回
日本環境感染学会学術集会, 2.24-25, 東京.（環境感染,

線. 第三回京滋外科感染症研究会, 4.8, 京都.
竹末芳生（2006）えっ！こんなに違う欧米と日本のS SI対策.
阪大病院フォーラム, 4.13, 大阪（大阪大学）.
竹末芳生（2006）えっ！こんなに違う欧米と日本のS SI対策.

21, 290, 2006.）
薫（2006）手指

衛生遵守率による手指衛生教育効果の検討. 第21回日
本環境感染学会学術集会, 2.24-25, 東京.（環境感染, 21,

第3回東広島サイジェオンの会, 4.17, 広島.
竹末芳生（2006）院内感染・抗生物質の使用法. 4.24, 北九州
（北九州総合病院）.
竹 末 芳 生（2 0 0 6）知っておきたい 抗菌薬の使 用の実 践 .

282, 2006.）
倉 本 美 佳 , 竹 末 芳 生 , 中嶋 一彦, 和 田 恭 直 , 一木

薫

（2006）感染制御部設置による院内におけるグラム陰性
菌に対する抗菌薬使用の変化. 第54回日本化学療法学会
西日本支部総会, 12.2-3, 福岡.（日本化学療法学会雑誌, 54
（Suppl.B）, 59, 2006.）
■ その他 ■
飯沼由嗣（2006）内科領域における抗菌薬サイクリング.（竹
末芳生

第4回キャンディン研究会, 3.18, 東京.
療. 第11回岐阜外科侵襲研究会, 3.23, 岐阜.

竹末芳生（2006）エビデンスに基づいた最新のSepsis治療.

園田由香子, 西田淳子, 石本麻衣子, 一木

竹末芳生（2006）領域別深在性真菌症治療指針について.
竹末芳生（2006）エビデンスに基づいた最新のセプシス治

11.29-12.1, 東京.
［一般講演］

一木

広島キャンディン研究会, 3.8, 広島.
竹末芳生（2006）創ドレッシングの迷信＆創感染治療. 第4

監修）,Pharma Medica, 24, 133-136.

竹末芳生（2006）セプシスの概念. 治療学, 40, 489-495.
竹末芳生（2006）Professional’
s Meeting 開業医が知ってお
きたい, 緊急対応が必要な外科感染症. I N FECTI ION
FRONT, 6, 29-37.
竹末芳生（2006）Sepsis治療における最近の知見.（教育セミ
ナー）第80回日本感染症学会総会, 4.20-21, 東京.
竹末芳生（2006）ニューキノロン系薬なども取り入れた偏り
のない抗菌薬選択が耐性菌対策として重要. Intravenous
Quinolones, 8, 4-5.

Meet The Specialist, 5.16, 姫路.
竹 末 芳 生（ 2 0 0 6）M R S A 感 染 の現 状とその治 療 戦 略.
Hyogo Infection Seminar, 5.26, 神戸.
竹末芳生（2006）ガイドラインからみたセプシス治療の最前
線. 第3回長崎重症感染症フォーラム, 6.9, 長崎.
竹末芳生（2006）ガイドラインからみたセプシス治療の最前
線. 第3回東京消化器外科感染症研究会, 6.10, 東京.
竹 末 芳 生（2 0 0 6）知っておきたい 抗菌薬の使 用の実 践 .
Meet The Specialist, 6.13, 尼崎.
竹末芳生（2006）創ケアの迷信＆創感染治療. 第8回近畿ID
カンファレンス, 6.14, 大阪.
竹末芳生（2006）えっ！こんなに違う欧米と日本における手
術部位感染対策. 6.21, 旭川（旭川大学）.
竹末芳生（2006）創ケアーの迷信＆抗菌薬の上手な使い方.
6.22, 広島（安芸地区医師会）.
竹 末 芳 生（2 0 0 6）抗 M R S A薬の適 正使 用. ザイボック
ス

MRSA感染症適応追加シンポジウム, 6.24, 京都.

倉本美佳, 高橋佳子, 濵口常男, 門林宗男（2006）当院にお

竹末芳生（20 06）周術期の感染対策と抗菌剤の使用法に

ける抗MRSA薬の適正使用への薬剤師の関与. 第16回日

ついて. 第1回感染症及び医療安全管理に関する講習会,

本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.
高橋佳子, 倉本美佳, 濵口常男, 門林宗男（2006）抗菌薬適
正使用へのクリニカルパス適応と薬剤師の役割. 第16回日
本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.

6.29, 篠山（兵庫医科大学篠山病院）.
竹末芳生（2006）真菌腹膜炎の現状. 7.7, 広島.
竹末芳生（2006）術後感染症における適切な抗菌薬使用と
感染予防対策. 7.25, 埼玉（埼玉医科大学）.

辰巳純代, 福村敬子, 倉本美佳, 高橋佳子, 篠原由貴, 濵口常

竹末芳生（2006）日常における耐性菌制御：アウトブレイク

男, 多河典子, 小林吉晴, 門林宗男（2006）当院における深

を未然に防ぐため. 真菌・MRSA感染症フォーラム, 8.31,
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理.（セミナー）第21回日本環境感染学会学術集会, 2.24-

三重
（三重大学）.
竹末芳生（2006）SSIサーベイランスと具体的感染対策. 9.9,

25, 東京.
一木

札幌.
竹末芳生（2006）術後重症感染症治療の実践. Meet The

一木

Specialisｔ, 9.2, 京都.
竹末芳生（2006）えっ, こんなに違う米国と日本の周術期感
染対策. 9.12, 東京（東京医科大学）.
竹末芳生（2006）創ドレッシングの迷信＆抗菌薬の適正使
用. 第11回阪神消化器病研究会, 9.16, 伊丹.
竹末芳生（2006）創ケアーの迷信＆抗菌薬の上手な使い方.
阪神病院薬剤研究会, 9.20, 尼崎.
竹末芳生（2006）ガイドラインからみるセプシス治療の最前
線. 近畿感染症研究会, 9.21, 大阪.
竹末芳生（2006）MRSA感染症の現状と抗菌薬治療. 西京
区Meet The Specialist, 10.4, 京都.
竹末芳生（2006）SSI対策における実際. 10.6, 徳島（徳島大

薫（2006）サーベイランスについて. 県立塚口病院院

内研修会, 3.6, 兵庫.
薫（2006）兵庫医科大学病院におけるICN活動につ

いて.「感染と消毒」フォーラム, 3.11, 大阪.
一木

薫（2006）感染防御とスタンダードプリコーション. 兵

庫県私立病院協会西阪神支部

三者合同研修会, 3.16,

兵庫.
一木 薫（2006）基本的な感染予防策. 訪問看護ステーショ
ンネットワーク西宮研修会, 5.21, 兵庫.
一木

薫（2006）看護ケアと感染予防. 洛和会音羽病院院

内研修会, 6.20, 京都.
一木

薫（2006）今日から始める感染対策. 第6回院内感染

防止対策に関する講演会, 8.26,鹿児島.
一木

薫（2006）感染予防の基礎知識. 昭和病院院内研修

会, 10.7, 兵庫.

学）.
竹末芳生（2006）抗菌薬の適正使用＆創ケアーの迷信. 福
井県外科医会学術講演会, 10.7, 福井.
竹末芳生（2006）日常診療における感染制御；耐性菌アウト
ブレイクを未然に防ぐために. 広島耐性菌感染症治療研

一木

薫（2006）スタンダードプリコーションについて. 西宮

協立リハビリテーション病院院内感染防止対策研修 会,
10.16, 兵庫.
一木

薫 , 土田 敏 恵 , 中嶋 一彦, 倉 本 美 佳 , 竹 末 芳 生

（2006）S SIサーベイランスを円滑にすすめる方法：外科医

究会, 10.17, 広島.
竹末芳生（2006）手術部位感染対策：手術・管理・抗菌薬.
第10回阪神地区病院歯科勤務医会, 10.18, 尼崎.
竹末芳生（2006）抗MRSA薬の適正使用を考える. 学術講

のサーベイランスに係わるモチベーションをあげる.（一般
講演）第8回S SIサーベイランス研究会
一木

演会, 10.24, 岩手.
竹末芳生（2006）感染症における治療・予防等. 第28回鹿児
島感染症研究会, 10.26, 鹿児島.
竹末芳生（2006）日常診療における感染制御（M DR Pなど

第28回日本手術

医学会総会, 11.1, 大阪.
薫（2006）感染予防の基礎知識～知っておくこと・忘

れてはいけないこと～. 全国看護セミナー

施設における

感染予防と看護ケア, 11.26, 北海道.
一木

薫（2006）感染予防の基礎知識～知っておくこと・忘

のアウトブレイクを未然に防ぐため）. 第14回東阪神院内

れてはいけないこと～. 全国看護セミナー

感染症研究会, 10.27, 尼崎.

感染予防と看護ケア, 12.17, 宮崎.

施設における

竹末芳生（2006）学術講演会. 外科終末期感染症の会, 11.8,
大阪.

臨床検査医学／臨床検査部

竹末芳生（2006）MRSA感染の現状と対策：今, 何が変わっ
ているのか. 第68回日本臨床外科学総会, 11.9, 広島.
竹末芳生（2006）抗MRSAの適正使用. 福山感染症講演会,

［総説］

11.9, 福山.
竹末芳生（2006）MRSA感染の現状と対策：今, 何が変わっ
ているか. Meet The Specialist, 11.16, 札幌.
竹末芳生（2006）手術部位感染対策の実践；手術・管理・
抗菌薬. 特別講演, 11.18, 大阪（大阪大学）.
竹末芳生（2006）抗菌薬の適正使用. 第3回岩手院内感染
対策講習会, 11.25, 岩手.
初期消火. 市立伊丹病院講演会, 11.28, 伊丹.
竹末芳生（2006）日常診療における感染制御－MDR Pなど
のアウトブレイクを未然に防ぐ為に－. 四日市院内感染防

伸英, 熊谷俊一（2006）免疫血清検査マト

リックスメタロプロテイナーゼ-3（MMP-3）. 検査と技術, 34
（増刊）, 1194-1196.
小柴賢洋, 林

伸英, 荒木智奈 美, 西村邦宏, 熊谷 俊一

（2006）関節リウマチの血清マーカー. 臨床リウマチ, 18,
竹末芳生, 中嶋一彦, 一木
1256-1261.
竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木

答えを求めるだけの感染管

薫, 土田敏恵, 倉本

親明（2006）耐性化防止のための抗菌薬使用

－抗菌薬ミキシング療法－. 月刊薬事, 48, 1529-1534.
竹末芳生, 和田恭直, 一木

12.18, 東京.

薫, 倉本美佳, 土田敏恵, 和田

恭直（2006）手術創とドレーン管理. レジデントノート, 8,

美佳, 室

止講習会, 12.14, 三重.
竹 末 芳 生（2 0 0 6）真菌治療の確 立 . 真菌症を考える会,
薫（2006）やめませんか

小柴賢洋, 林

358-362.

竹末芳生（2006）日常の抗菌薬適正使用＆耐性菌検出時の

一木

■ 学術論文 ■

薫, 柳

秀憲, 池内浩基, 中嶋

一彦, 倉本美佳, 土田敏恵（2006）消化器外科における耐
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杉山大典, 西村邦宏, 玉置健一郎, 古形芳則, 小柴賢洋, 熊

性菌対策. 外科治療, 95, 203-210.
竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木
浩基（2006）術後感染治療薬

秀憲, 池内

谷俊一（2006）関節リウマチ発症における喫煙の影響：メ

PK/PDからみた抗菌薬

薫, 柳

タ・アナリシス.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学会,
4.23-26, 長崎.

治療の実際. 日本外科学会雑誌, 107, 224-229.
竹 末 芳 生 , 中嶋 一彦, 一木
柳

薫 , 和田恭直 , 倉 本美 佳 ,

秀憲, 池内浩基（2 0 0 6）欧 米における胆道感染に

和田恭直, 山本
敏夫, 折田

剛, 幸福知巳, 吉田弘之, 藤原美樹, 高橋

環, 岡崎友美, 中上佳美, 木下承晧（2006）

対する抗菌薬使用法. 日本外科感染症学会雑誌, 3, 227-

微生物検査における新人教育プログラムと地域内ネット

232.

ワークの構築.（ワークショップ）第17回日本臨床微生物学

［原著］

会総会, 1.28-29, 横浜.

Tsuji, G., Koshiba, M., Na ka mu ra, H., Kosa ka, H.,

熊谷俊一, 大田俊行, 赤星

透, 今福裕司, 小柴賢洋（2006）

Hatachi, S., Kurimoto, C., Kurosaka, M., Hayashi, Y.,

自己抗体検査の全国サーベイと標準化.（学術推進プロ

Yodoi, J. and Kumagai, S.（2006）Thioredoxin protects

ジェクト）第53回日本臨床検査医学会学術集会, 11.9-11,

against joint destruction in a murine arthritis model.

弘前.
［一般講演］

Free Radic. Biol. Med., 40, 1721-1731.
［症例報告］

田中直美, 岡本貴隆, 赤木征宏, 津末佳奈, 茂越

Hatachi, S., Nakazawa, T., Morinobu, A., Kasagi, S.,

谷

恵, 水

哲, 黒川和男, 辻本正彦, 村谷哲郎, 松本哲朗, 稲村昌

Kogata, Y., Kageyama, G., Kawano, S., Koshiba, M. and

輝, 和田恭直（2006）Salmonella sp. とCampylobacter sp.

Kumagai, S.（2006）A pediatric patient with neuro-

の薬剤感受性について. 第17回日本臨床微生物学会総会,

Behcet's disease. Mod. Rheumatol., 16, 321-323.
■ 学会発表 ■

1.28-29, 横浜.
岡本貴隆, 田中直美, 赤木征宏, 津末佳奈, 茂越

［指定講演］

谷

恵, 水

哲, 黒川和男, 辻本正彦, 村谷哲郎, 松本哲朗, 稲

小柴賢洋（2006）分子生物学の手法（制限酵素・プラスミ

村昌輝, 和田恭直（20 0 6）C a m p ylo b a c te r s p. および

ド・ブロッティング）（教育講演）
.
日本リウマチ学会近畿支

Salmonella sp. を用いたE-testの有用性の検討. 第17回日
本臨床微生物学会総会, 1.28-29, 横浜.

部教育研修会, 3.25, 神戸.
芝田宏美（2006）臨床熱画像検査法.（教育講演）第23回日
本サーモロジー学会, 6.22, 青森.
［シンポジウム等］

末吉範行, 水谷

哲, 小松

方, 島川宏一, 西尾久明, 和田

恭直, 折田

環, 幸福知巳, 佐藤かおり, 中村竜也, 豊川

真弘, 西

功, 岡本貴隆, 赤木征宏, 相原雅典, 木下承晧

Koshiba, M.（2006）Extracellular adenosine on tumor

（2006）近畿地区における拡張型β-Lactamase産生菌検

surveillance; difference in murine and human natural

出患者の患者背景調査について. 第17回日本臨床微生物

killer cells.（Symposium）8th International Symposium
on Adenosine a nd Adenine Nucleotides, 5.24-28,

学会総会, 1.28-29, 横浜.
久保田かおり, 島川宏一, 西尾久明, 中村竜也, 小松
吉範行, 和田恭直, 折田

Ferrara, Italy.

方, 末

環, 幸福知巳, 佐藤かおり, 豊

小柴賢洋, 中町祐司, 熊谷俊一（2006）アデノシンと関節リウ

川真弘, 坂本雅子, 相原雅典, 木下承晧（2006）発色基質

マチ.（シンポジウム）第53回日本臨床検査医学会学術集

HMRZ-86を用いたExtended-spectrum-β-lactamaseお

会, 11.9-11, 弘前.

よびMetallo-β-lactamase検出試薬の有用性の検討. 第17

池田勝義, 大田俊行, 今福裕司, 吉田

浩, 赤星

透, 小柴

回日本臨床微生物学会総会, 1.28-29, 横浜.

賢洋, 西村邦宏, 熊谷俊一（2006）リウマトイド因子（RF）

西尾久明, 小松

の標準化に関する研究.（ワークショップ）第50回日本リウ

恭直, 折田

マチ学会, 4.23-26, 長崎.

弘, 西

熊谷俊一, 西村邦宏, 小柴賢洋, 今福裕司, 赤星
俊行, 吉田

方, 島川宏一, 末吉範行, 山崎勝利, 和田

環, 幸福知巳, 佐藤かおり, 中村竜也, 豊川真
功, 坂本雅子, 岡本貴隆, 赤木征宏, 小野

保,

透, 大田

野村ちづる, 相原雅典, 木下承晧（2006）近畿地区におけ

浩（2006）リウマトイド因子検査及び抗核

るメタロ-β-ラクタマーゼ産生菌の分離調査. 第17回日本

抗体 標 準 化に向けての 全 国レベル サーベイの比 較 検
討.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学会, 4.23-26, 長

臨床微生物学会総会, 1.28-29, 横浜.
幸福知巳, 折田

環, 山下知成, 坂本雅子, 小松

方, 和田恭

直, 西尾久明, 末吉範行, 佐藤かおり, 中村竜也, 豊川真弘,

崎.
西村邦宏, 杉山大典, 古形芳則, 小柴賢洋, 熊谷俊一（2006）

西

功, 島川宏一, 木下承晧（2006）淋菌に関する薬剤

抗C CP抗体およびR Fの診断特性に関するメタアナリシ

耐性菌調査成績. 第17回日本臨床微生物学会総会, 1.28-

ス.（ワークショップ）第50回日本リウマチ学会, 4.23-26,

29, 横浜.

長崎.
剛, 小柴賢洋, 栗本千代, 熊谷俊一（2006）チオレド

辻

中村竜也, 山崎勝利, 和田恭直, 折田

環, 西尾久明, 末

吉範行, 佐藤かおり, 豊川真弘, 坂本雅子, 水谷

哲, 小

キシンによる関節炎モデルマウスの抑制.（ワークショッ

松

プ）第50回日本リウマチ学会, 4.23-26, 長崎.

るEscherichia coli, K lebsiella spp. およびProteus

方, 島川宏一, 木下承 晧（2 0 0 6）近畿地区におけ
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mirabilisからのESBL産生菌の分離調査. 第80回日本感

西日本支部総会, 12.2-3, 福岡.（日本化学療法学会雑誌, 54

染症学会総会, 4.20-21, 東京.
山崎勝利, 小松

方, 阿部教行, 島川宏一, 佐藤かおり, 豊

川真弘, 西

功, 坂本雅子, 西尾久明, 末吉範行, 幸福知

巳, 折田

環, 和田恭直, 樋口武史, 山下知成, 水谷

哲,

木下承晧, 山本容正（2006）臨床分離菌株におけるプラス
ミド性AmpC β-lactamase保有状況に関する検討. 第54
稔, 小川多美子, 井垣

（Suppl. B）, 59, 2006.）
■ その他 ■
小柴賢洋（2006）有害事象判断②エビデンスに基づく臨床
検査値の判断. 技術情報協会講習会, 3.31, 東京
和田恭直（2006）微生物検査室の今後の役割. 第4回山陰
細菌検査勉強会, 7.1, 松江.

回日本化学療法学会総会, 5.18-19, 京都.
村上

菌に対する抗菌薬使用の変化. 第54回日本化学療法学会

歩, 戌角幸治（2006）糖尿病

和田恭直（2006）院内感染予防のための知識－病棟ラウン

における baPWV, ABI, TBI 値の検討. 第55回日本医学

ドに当たっての諸注意－. 西宮地区病院栄養士会研修会,

検査学会, 5.19-21, 島根.

9.9, 西宮.

戌角幸治, 和田恭直, 藤井誠治（2006）ブランチラボの課題

和田恭直, 山本

剛, 山崎勝利, 小森敏明（2006）検査結

－雇用形態について. 第55回日本医学検査学会, 5.19-21,

果の正しい情報伝達のIC Nから学ぶ感染対策. 第46回

島根.

近畿医学検査学会, 21世紀を担う臨床検査技師実践セミ

藤井誠治, 戌角幸治（2006）採血用「前腕傾斜式腕枕（三角
枕）」を用いたアームダウン採血. 第55回日本医学検査学

和田恭直（2006）認定看護師教育課程「感染管理」, 「微
生物学」検体採取について. 社団法人日本看護協会

会, 5.19-21, 島根.
藤井誠治, 戌角幸治（2006）採血待ち時間短縮への取り組

神

戸研修センター教育研修部認定教育係, 11.1, 神戸.
和田恭直（2006）抗酸菌（結核）について. 田畑胃腸病院研

み. 第55回日本医学検査学会, 519-21, 島根.
芝田宏美, 村上

ナー・福井2006, 10.21, 福井.

稔, 佐藤良樹（2006）サ－モグラフィ結果

修会, 12.7, 明石.

作成時における診断基準の課題について. 第55回日本医
学検査学会,5.19-20, 島根.

総合診療内科学／総合診療部

Ota, T., Ikeda, K., Kumagai, S., Koshiba, M., Nishimura,
K., Yoshida, H., Imafuku, Y. and Akahoshi, T.（2006）
Q u a l it y c o nt r o l s u r vey of rheu m at o id f a c t or

■ 著書 ■

measurement in Japan. Annual European Congress of

立花久大（2006）神経痛性筋萎縮症. 整形外科診療実践

Rheumatology, 6.21-24, Amsterdam, Netherland.

ガイド

臼杵尚志, 芝田宏美（2006）サーモグラフィ検査の新しい分
野を求めて. 第23回日本サーモロジー学会, 6.23-24, 青森.

Quick Reference Guide for Management in

Orthopaedics,（守屋秀繁, 糸満盛憲, 内田淳正, 荻野利彦,
黒坂昌弘, 戸山芳昭

編）, 文光堂, 東京, 471-473.

Koshiba, M.（2006）Effects

児玉典彦, 西村裕之, 芳川浩男, 立花久大（2006）兵庫医科

of inhalation of lavender oil on EEG activity and

大学病院における脳梗塞軽症用クリニカルパス. 脳卒中ク

peripheral skin temperature. International Pharmaco-

リニカルパス実例集

EEG Society Meeting 14th Biennial Congress, 9.9-10,

ディカルレビュー社, 東京, 183-193.

Shibata, H., Morita, Y. and

編）, メ

■ 学術論文 ■

Awaji.
Shibata, H., Natsuaki, M. a nd Koshiba, M.（ 2006）
Objective evaluation by means of thermography of
the efficacy of kampo medicine for adult patients with
atopic dermatitis. The 9th International Congress
of the Asia n S ociety of Clinica l Patholog y a nd
Laboratory Medicine, 10.11-12, Kobe.（Abstracts, 120,

［総説］
立花久大（2006）群発頭痛. Modern Physician, 26, 432433.
立花久大（2006）8. 事象関連電位検査

歩, 村上

稔 , 戌角幸治, 小柴賢洋

（2006）糖尿病におけるA BI, TBIの比較検討. 第53回日
本臨床検査医学会学術集会, 11.9-11, 弘前.（臨床病理, 54

A. 事象関連電位

検査の基本的知識b. 視覚性事象関連電位. 神経内科, 65
（Suppl.4）, 356-366.
立花久大（2006）8. 事象関連電位検査

2006.）
小川多美子, 井垣

大学病院編,（橋本洋一郎

B. 事象関連電位

検査の臨床応用b. 視覚性事象関連電位の臨床応用. 神経
内科, 65（Suppl.4）, 374-383.
立花久大, 木田安宣, 武田正中, 川端啓太, 奥

智子, 黒田

信人, 沖田庸嵩（2006）ERP repetition effect を用いた

（補冊）, 269, 2006.）
稲村昌輝, 和田恭直, 窪田敦子, 吉本浩子, 小柴賢洋（2006）

顔の記憶. 臨床脳波, 48, 463-467.

当院における過去3年間の薬剤耐性菌の検出状況. 第53

立花久大, 川端啓太, 黒田信人（2006）インターベンション

回日本臨床検査医学会学術集会, 11.9-11, 弘前.（臨床病

時代の脳卒中学上, 危険因子の最新知見（疫学, 病態, 治

理, 54（補冊）, 184, 2006.）

療, 脳卒中発症予防など）飲酒. 日本臨牀, 64（増刊7）,

倉 本 美 佳 , 竹 末 芳 生 , 中嶋 一彦, 和 田 恭 直 , 一木

薫

（2006）感染制御部設置による院内におけるグラム陰性

700-704.
立花久大（2006）緊張型頭痛

緊張型頭痛の病態・診断の
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最近のトピックス－治療の実際とノウハウは？. Medicina,
43, 1846-1848.
立花久大（2006）パーキンソン病の記憶機能. 兵庫医科大学
医学会雑誌, 31, 37-42.

立 花 久 大 , 川端 啓 太 , 北 野 英 人 , 奥

智 子, 黒田 信人

（2006）パーキンソン症状と認知障害を呈した症例.（ワー
クショップ）問題症例の誘発電位と事象関連電位, 第36回
日本臨床神経生理学会学術大会, 11.29-12.1, 横浜.
［一般講演］

［原著］
Basri, R., Yabe, I., Soma, H., Takei, A., Nishimura,

Basri, R., 矢部一郎, 相馬広幸, 佐々木秀直, 武井麻子, 立花

H., Machino, Y., Kokubo, Y., Kosugi, M., Okada, R.,

久大, 西村裕之, 小久保康昌, 町野由佳, 葛原茂樹, 小杉雅

Yukitake, M., Tachibana, H., Kuroda, Y., Kuzuhara, S.

史, 岡田竜一郎, 雪竹基弘, 黒田康夫（2006）遺伝性痙性

and Sasaki, H.（2006）Four mutations of the spastin

対麻痺及び原因不明の痙性対麻痺におけるspastin遺伝

gene in Japanease families with spastic paraplegia.
J.Hum.Genet., 51, 711-715.
O ku, T., Ok a, N., Ko d a m a, N., Ta ch ib a na, H. a nd
Yoshikawa, H.（2006）Clinical and pathological findings
in microscopic polya ngiitis. Hyogo Ika Daigaku
Igakkai Zasshi（Acta Med. Hyogo.）, 31, 51-58.
［研究報告］

子解析. 第47回日本神経学会総会, 5.11-13, 東京.
武田正中, 立花久大, 津田健吉, 笠間周平, 児玉典彦, 川端
啓太, 西村裕之, 芳川浩男（2006）筋萎縮性側索硬化症の
記憶機能. 第47回日本神経学会総会, 5.11-13, 東京.
戸田和夫, 丸山哲矢, 立花久大, 川端啓太（2006）パーキン
ソン病の骨量変化について－DEXA法を用いた検討－. 第
29回日本プライマリケア学会, 5.13-14, 名古屋.

立花久大, 津田健吉（2006）脳血管性痴呆の局所脳血流と

立花久大, 武田正中, 川端啓太（2006）事象関連電位からみ

MRI所見 多発性脳梗塞との比較. 厚生労働科学研究費

た筋萎縮性側索硬化症の記憶機能. 第23回日本脳電磁図

補助金

長寿科学総合研究事業「ICD-10分類に準拠し

た脳血管性痴呆の診断手順に関する研究」平成17年度最
終研究報告書, 68-72.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
立花久大（2006）パーキンソン病の認知機能障害.（特別講
演）岩手県パーキンソン病学術講演会, 3.10, 盛岡.
立花久大（2006）兵庫医科大学病院総合診療部の現状と今
後.（特別講演）第2回武庫川リンク研究会, 4.13, 尼崎.
立花久大（2006）糖尿病と脳血管障害.（特別講演）第22回
明石糖尿病臨床の集い, 4.22, 明石.
立花久大（2006）パーキンソン病の認知機能障害.（特別講
演）第1回パーキンソン病フォーラム, 6.14, 宇都宮.
立花久大（2006）パーキンソン病の認知障害と認知症.（指
定講演）尼崎医師会講演会, 7.25, 尼崎.
川端啓太（2006）プライマリケアにおける認知症の診断と治
療.（指定講演）南あわじ市医師会講演会, 9.27, 南あわじ.
［シンポジウム等］

トポグラフィ研究会, 6.23-24, 釧路.
武田正中, 笠間周平, 津田健吉, 児玉典彦, 西村裕之, 芳川
浩男, 立花久大, 楠

進（2006）四肢深部反射亢進を呈

し, IVIg療法が有効であった抗GalNac-GD1a抗体陽性の
運動ニューロパチーの1例. 第24回日本神経治療学会総会,
7.13-14, 横浜.
笠間周平, 和田沙代子, 辰巳美晶, 津田健吉, 木 村

卓,

高 岡 俊 雄 , 梶 山 幸 司 , 武 田 正中, 芳川 浩 男, 川端 啓
太, 立花久大（2006）D opa m i ne agon istでの治療中
にpatholog ica l ga mbling を呈した1例. Parkinson’s
Disease Forum2006, 8.26, 千葉.
Tachibana, H., Kawabata, K., Kida, Y., Takeda, M., Oku, T.,
Kuroda, N. and Kitano, H.（2006）Visual event-related
potentials in Parkinson’s disease during a recognition
memory task. 28th International Congress of Clinical
Neurophysiology, 9.10-14, Edinburgh, United Kingdom.
相馬広幸, Basri, R., 矢部一郎, 武井麻子, 西村裕之, 小久
保康昌, 町野由佳, 小杉雅史, 岡田竜一郎, 雪竹基弘, 立

Tachibana, H., Takeda, M., Kawabata, K. and Nishimura,

花久大, 黒田康夫, 葛原茂樹, 佐々木秀直（2006）遺伝性

H.（ 2006）Usef u l nes s of ER Ps for eva luat ion of

痙性対麻痺及び原因不明の弧発性痙性対麻痺における

dementia.（Symposium）Neurolog y, 14th Biennia l

spastin遺伝子解析. 日本人類遺伝学会第51回大会, 10.17-

Congress of International Pharmaco-EEG Society, 9.710, Awaji.

20, 米子.
Nagata, K., Yokoya ma, E., Shimizu, T., Teraya ma,

Tachibana, H., K ida, Y., Takeda, M. a nd Kawabata,

Y., Arai, H., Hirata, K., Yamada, M., Utsumi, H.,

K.（2006）Memory function evaluated by ERP old/

Kawahata, N., Washimi, Y., Mizuno, T., Tachibana,

new effects during a recognition memory paradigm.

H. and Maeda, T.（2006）Clinical manifestations of

（Sy m p o s i u m）E R P a p p r o a c h t o m e m o r y a n d

vascular dementia. Joint World Congress on Stroke.

i n h ibitor y f u nct ion, 14t h Bien n ia l C ong res s of

International Stroke Society, Mediterranean Stroke

International Pharmaco-EEG Society, 9.7-10, Awaji.

Society and Southern African Stroke Foundation,

立花久大, 川端啓太（2006）脳卒中患者の認知障害－事象
関連電位による検討－.（シンポジウム）神経内科疾患への
応用はどこまで進んだか, 第36回日本臨床神経生理学会
学術大会, 11.29-12.1, 横浜.

10.26-28, Cape Town, South Africa.（International
Journal of Stroke, 1（Suppl. 1）, 152-153, 2006.）
Tachibana, H., Kida, Y., Kawabata, K., Takeda, M., Kitano,
H., Oku, T. and Kuroda, N.（2006）Recognition memory
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sensor and indocyanine green（ICG）for blood flow

for faces in Parkinson's disease. 10th International

measurement. Osaka City Med. J., 52, 21-27.

Congress of Parkinson's Disease and Movement
Disorders, 10.28-11.2, Kyoto.（Mov. Disord., 21（Suppl.

［症例報告］
梅本康浩（2006）腹壁瘢痕ヘルニア術後に気管の彎曲のた

15）, S565-S566, 2006.）

め再挿管が必要となった1症例. 日本臨床麻酔学会誌, 26,

Tachibana, H., Tsuda, K., Kasama, S., Nishimura, H.,

434-437.

Kawabata, K., Kitano, H., Oku, T. and Kuroda, N.（2006）
Regional brain perfusion and MRI findings in multiple
subcortical infarcts with and without dementia. The
3rd Japanese-Korean Joint Stroke Conference, 11.25-

■ 学会発表 ■
［指定講演］
西

信一（2006）人工呼吸管理における鎮痛・鎮静.（教育
講演）第28回日本呼吸療法医学会学術総会, 5.13, 高知.

26, Jeju, Korea.
Nishimura, H., Nakajima, T., Tucker, A., Mizuta, A.,

西

信一（2006）ICUでの薬剤の使用法.（教育講演）第52

Nishihara, K., Ukita, T., Miyake, H., Ohmura, T. and

回日本麻酔科学会関西支部学術集会, 9.2, 大阪.（第52回

Tachibana, H.（2006）Analysis of factors delaying

日本麻酔科学会関西支部学術集会

treatment in ischemic stroke. The 3rd Japanese-

43-45, 2006.）

Korean Joint Stroke Conference, 11.25-26, Jeju, Korea.
川端 啓 太 , 黒田 信人 , 奥

智 子, 北 野 英 人 , 立花 久 大

プログラム・抄録集,

［一般講演］
鳩 崎 俊 樹 , 毛 利 武 士, 竹田 健 太 , 梅 本 康 浩 , 西

信一

（2006）高度な顔面腫脹で発症した皮膚筋炎とアスペル

（2006）術後の循環管理に難渋した右胸膜肺全摘術症例.

ギルス症の合併例. 第17回日本老年医学会近畿地方会,

第51回日本集中治療医学会近畿地方会, 6.17, 大阪.（第51

11.25, 大阪.

回日本集中治療医学会近畿地方会

北 野 英 人 , 黒田 信人 , 奥

智 子, 川端 啓 太 , 立花 久 大

（2006）潰瘍性大腸炎の経過中に大動脈症候群を併発し

プログラム・抄録集,

66, 2006.）
Iida, Y., Umemoto, Y., Takeda, K. and Nishi, S.（2006）
CM-06 The Difficulties Of Postoperative Management

た1例. 第181回日本内科学会近畿地方会, 12.2, 大阪.
匡, 西村裕之, 立花久大（2006）MLF症候群と運動

For Malignant Methothelioma-Comparison With

失調にて発症した中脳梗塞の1例. 日本神経学会第85回

Simple Pneumonectomy. 12th Asian Australasian

近畿地方会, 12.9, 京都.

C ong res s of A naest hesiolog ist s（A ACA）, 11.6 -

中嶋

黒田信人, 奥

智子, 北野英人, 川端啓太, 立花久大（2006）

10, S i ng a p ore, S i ng a p ore.（ A S E A N Jou r n a l of
Anaesthesiology, 143, 2006.）

月1回のステロイドパルス療法にて経過良好となった多発
性硬化症の1例. 日本神経学会第85回近畿地方会, 12.9,

■ その他 ■

京都.

西

中村

仁, 北田

修, 川端啓太, 中野孝司（2006）肺動脈病

信一（2006）
「麻酔」「集中治療」｢臨床薬理」をイメー
ジしなおすと.（巻頭言）臨床麻酔, 30, 1513.

変を初発とした大動脈炎症候群の1例：20年間の経過. 第
68回日本呼吸器内科学会

第98回日本結核病学会近畿

臨床核医学／核医学・PET センター

地方会, 12.9, 神戸.
■ その他 ■
立花久大, 津田健吉（2006）脳血管性痴呆の局所脳血流と
MRI所見. 平成16年度厚生労働科学研究費補助金「ICD10分類に準拠した脳血管性痴呆の診断手順に関する研
究」第3回研究班会議, 1.14, 秋田.

柏木

徹（2006）肝・胆・膵, PET. 消化器疾患 Ver.3, 医学

のあゆみ（別冊）, 304-309.

立花久大（2006）認知症の診断と治療. 平成17年度主治医

■ 学会発表 ■
［一般講演］

意見書研修会, 2.25, 尼崎.
川端啓太, 松田昌洋, 黒田信人, 奥

■ 学術論文 ■
［総説］

智子, 北野英人, 立花

久大（2006）著明な顔面の腫脹を呈した皮膚筋炎の1例.
第2回HGC病診連携の会, 7.13, 西宮.

渡辺晋一郎, 河田修治, 柏木

徹, 飯室勇二, 藤元治朗

（2006） Tc-GSA肝SPECT画像による局所肝細胞機能
99ｍ

定量評価に関する検討：X線C T画像を用いた不均一吸
収補正処理の有用性. 第42回日本肝臓学会総会, 5.25-26,
京都.（肝臓, 47（Suppl. 1）, A290, 2006.）

集中治療医学／ ICU
■ 学術論文 ■
［原著］
Takeda, K., Tanaka, N., Nishi, S. and Asada, A.（2006）
The appl ic at ion of t he hemog lobi n s at u rat ion

岸田

隆, 春名能通, 松浦成昭, 柏木

徹, 林

紀夫（2006）

難治性C型慢性肝炎に対するnIFNβ/IFNα induction
treatmentを用いたR BV/INFα2b併用療法のcytokine,
chemokineへの影響. 第42回日本肝臓学会総会, 5.25-26,
京都.（肝臓, 47（Suppl. 1）, A221, 2006.）
渡辺晋一郎, 尾上公一, 河田修治, 柏木

徹（2 0 0 6）脳
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SPECTにおける吸収補正：脳ファントムを用いた検討. 第

Mikoshiba, M., Sasaki, E. Matsumoto, T. and Miwa,

39回日本 核医学会近畿地方会, 7.1, 大阪.（核医学, 43,

H.（2006）Phase I study of paclitaxel plus irinotecan

367, 2006.）

combination therapy for patients with refractory and

尾上公一, 立花敬三, 木谷仁昭, 森下悦子, 矢野尾早苗, 樽
岡陽子, 前田善裕（2006）当院におけるシンチカメラの保
守点検マニュアル. 第26回日本核医学技術学会総会学術
大会, 6.22-23, 福岡.（核医学技術, 26, 135, 2006.）

advanced gastric cancer. Aliment. Pharmacol. Ther., 24
（Suppl. 4）, 266-271.
Jinno, Y., Ohtani, H., Nakamura, S., Oki, M., Maeda, K.,
Fukushima, K., Nagura, H., Oshitani, N., Matsumoto,

■ その他 ■

T. a nd A ra k awa, T.（ 2006）I n f i lt rat ion of CD19

柏木

（+）plasma cells with frequent labeling of Ki-67

徹（2006）消化器病におけるPET診断. 第20回南大

in corticosteroid-resistant active ulcerative colitis.

阪消化器病懇話会, 6.9, 堺.

Virchows Arch., 448, 412-421.
［症例報告］

内視鏡センター
■ 学術論文 ■

田村和朗, 坂上

隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子
変異を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.
■ 学会発表 ■

［総説］
福田能啓, 肥塚浩昌, 坂上

隆（2005）H. pylori除菌と消化

性潰瘍・関連疾患－基礎・臨床研究のアップデート－, 保

［シンポジウム等］
神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン法

険適用上の検査の現状と問題点：総論. 日本臨牀, 63（増

内 視 鏡 からみたクローン病の 病 勢 や治 療 評 価につい

刊）, 215-220.

て.（シンポジウム）第48回日本消化器病学会大会, 10.11-

福田能啓, 坂上

隆（2005）H. pylori除菌と消化性潰瘍・

13, 札幌.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A476,

関連疾患－基礎・臨床研究のアップデート－, 4剤併用療

2006.）

法（PPI＋ビスマス＋M NZ＋TC）. 日本臨牀, 63（増刊）,

［一般講演］
神野良男, 坂上

442-451.
林千鶴子, 坂上

隆, 三輪洋人（2005）H. Pylori除菌治療効

隆, 富田寿彦, 豊島史彦, 辻

智洋, 三輪

洋人, 加藤恭一, 上小鶴孝二, 吉田幸治, 日下

果とPPI・H 2 RAの使い分け. 臨牀消化器内科, 20, 1193-

義男, 福永

1200.

啓, 松本譽之（2006）深部小腸のバルーン拡張を行ったク

坂上

隆, 神野良男, 山本憲康, 三輪洋人（2006）EMRによ

る最新胃癌治療. 西宮市医師会医学雑誌, 11, 77.
坂上

隆, 神野良男, 辻

智洋, 山本憲康, 肥塚浩昌, 三輪

健, 樋田信幸, 大西国夫, 小坂

剛, 應田
正, 福田能

ローン病狭窄の一症例. 第43回小腸研究会, 2.4, 東京.
肥塚明日香, 飯島尋子, 黒田暢一, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧
原佐知子, 佐藤良樹, 坂上

隆, 石蔵礼一, 廣田誠一, 藤元

洋人（2006）特殊な膵癌：退形成性膵管癌（破骨細胞型

治朗（2006）腫瘤形成性膵炎と鑑別困難であった膵癌の

巨細胞癌）. 消化器の臨床, 9, 94-96.

1例. 日本超音波医学会第31回関西地方会学術集会, 2.4,

坂上

隆, 神野良男, 中嶋一彦, 川添智太郎, 福田能啓, 松

本譽之, 三輪洋人（2006）H. pylori以外のヘリコバクター
感染症

京都.（超音波医学, 33, 419, 2006.）
飯島尋子, 坂上

断に有用であった胃粘膜下腫瘍の1例. 日本超音波医学会

EBMジャーナル, 7, 760-763.
坂上

隆, 三輪洋人（2006）消化管の内視鏡治療. Annual

第31回関西地方会学術集会, 2.4, 京都.（超音波医学, 33,
422, 2006.）

Review消化器2006, 152-156.
福田能啓, 冨田寿彦, 堀

和敏, 坂上

隆（2006）病気のは

なし・胃癌. 検査と技術, 34, 1374-1380.
坂上

隆, 橋本眞里子, 肥塚明日香, 東浦晶子, 牧

原佐知子, 佐藤良樹, 斉藤正紀（2006）造影超音波が診

Helicobacter hepaticusと肝疾患・炎症性腸疾患.

隆, 三輪洋人（20 0 6）上部消化管疾患. 内科, 98,

983-988.
［原著］
Oshita ni, N., Yukawa, T., Yamagami, H., I nagawa,

辻

智洋, 林千鶴子, 金

憲康, 肥塚浩昌, 堀
上

庸民, 富田寿彦, 中嶋一彦, 山本
和敏, 川添智太郎, 三輪洋人, 坂

隆, 神野良男, 福田能啓, 松本譽之（2006）特殊な画

像所見を示す膵癌－退形成性膵管癌（破骨細胞型巨細胞
癌）－. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神
戸.（プログラム・抄録集, 30, 2006.）

M., Kamata, N., Watanabe, K., Jinno, Y., Fujiwara,

坂上

Y., Higuchi, K. and Arakawa, T.（2006）Evaluation

金

of deep small bowel involvement by double-balloon

林健彦, 佐々木常雄（2006）胃癌化学療法のsecond line,

enteroscopy in Crohn's disease. Am. J. Gastroenterol.,

5 -F U/C D D P併用化学 療法 抵 抗性 進行胃癌に対する

101, 1484-1489.

PACLITAXEL/IRINOTECAN併用療法Phase I study.

Kobayashi, T., Sakagami, T., Koizuka, H., Yamamoto,
N., Sasaki, T., Maeda, Y., Omuro, Y., Okamoto, R.,

隆 , 肥 塚浩昌, 山本憲 康 , 林千 鶴 子, 富田寿彦,
庸民, 中嶋一彦, 神野良男, 堀

和敏, 三輪洋人, 小

第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化
器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A167, 2006.）
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富田寿彦, 林千鶴子, 金

庸民, 中嶋一彦, 山本憲康, 肥塚

浩昌, 堀 和敏, 神野良男, 坂上 隆, 松本譽之, 三輪洋人

飯島尋子, 森安史典（2006）NAFLDのすべて, NAFLDの
画像診断. 医学のあゆみ（別冊）, 20-24.

（2006）内視鏡によるバレット上皮の逆行的経過観察. 第

飯島尋子, 森安史典, 宮原健夫（2006）超音波造影における

92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器

細胞イメージングの臨床－肝腫瘍診断と肝機能診断への
応用－. 超音波TECHNO, 18, 32-34.

病学会雑誌, 103（Suppl.）, A192, 2006.）
戸澤勝之, 山本憲康, 神野良男, 小林健彦, 三輪洋人, 松本

飯島尋子, 宮原健夫, 森安史典（2006）微小気泡のマクロ

譽之（2006）2度DICが改善した全身骨転移を伴う胃癌の

ファジー貪食を利用した造影診断の現状と展望. 細胞,

1症例. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日

38, 137-140.
飯島尋子（2006）造影超音波診断. 肝臓, 47, 173-180.

本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A291, 2006.）
隆, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の虫垂

森安史典, 飯島尋子（2006）微小気泡造影剤を使った造影

病変における免疫学的異常について. 第12回国際潰瘍学

超音波診断の現状と展望. 映像情報Medica l, 38, 570-

会, 7.7-9, 大阪.

578.

神野良男, 坂上

山平正浩, 飯島尋子, 東浦晶子, 脇

英彦, 肥塚明日香, 橋

本眞里子, 柴田陽子, 西口修 平, 神野良男, 坂 上

隆

（2006）胃粘膜下腫瘍の超音波像の検討. 日本超音波医
学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集,

土谷

薫, 飯島尋子（2006）ドプラ, 超音波造影剤, 3Ｄ超音

波について. 臨床研修プラクティス, 3, 94-97.
大塚美里, 中尾伸二, 合田亜希子, 増山
性心疾患. ICUとCCU, 30, 95-102.
中尾伸二, 合田亜希子, 増山

33, 2006.）
Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Fukuda, Y. and
Miwa, H.（2006）Gastritis is important for gastric
carcinogenesis induced by Helicobacter pylori infection.

820.
合田亜希子, 増山

理（2006）拡張心不全の新知見と治療

戦略

Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation,

み, 218, 1180-1186.

■ その他 ■

理（2006）心不全の要因とし

ての高血圧性拡張不全と収縮不全. 医学と薬学, 55, 814-

XIXth International Workshop on Helicobacter and
9.7-9, Wrocław, Poland.（Helicobacter, 11, 365, 2006.）

理（2006）高血圧

拡張機能障害の診断

合田亜希子, 増山

拡張期心不全. 医学のあゆ

理（2006）拡張不全の臨床像. 循環器

科, 60, 304-311.

神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン内視

Iijima, H., Moriyasu, F., Miyahara, T. and Yanagisawa,

鏡について. 川西医師会勉強会, 6.8, 川西.
神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）クローン病の小腸病

K.（ 20 06）U lt r a s ou nd c o nt r a st ag e nt, L evov i st
microbubbles are phagocytosed by Kupffer cells－In

変. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.
神野良男, 坂上

［原著］

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン内視

鏡について. 大阪厚生年金病院勉強会, 12.9, 大阪.

vitro and in vivo studies. Hepatol. Res., 35, 235-237.
Metoki, R., Moriyasu, F., Kamiyama, N., Sugimoto, K.,
Iijima, H., Xu, H.X., Aoki, T., Miyata, Y., Yamamoto,
K., Kudo, K., Shimizu, M. and Yamada, M.（2006）

超音波センター

Quantification of hepatic parenchymal blood flow by
contrast ultrasonography with flash-replenishment

■ 著書 ■

imaging. Ultrasound Med. Biol., 32, 1459-1466.

森安史典, 飯島尋子（2006）微細気泡超音波造影剤の臨床

［症例報告］

マイクロバブル・ナノバブル

Iijima, H., Suzuki, S., Moriyasu, F., Yanagisawa, K.,

の生成・特性から食品・農業・環境浄化・医療への応用ま

Yamada, M., Miyahara, T., Yokoi, M., Horibe, T., Ito,

で,（ブッカーズ企画

編）, エヌ・ティー・エス, 東京, 73-85.

N., Kakizaki, D. and Abe, K.（2006）Visualization

理（2006）心エコー図法による血行動

of t he d ra i n age vei ns w it h cont ra st-en ha nced

応用. 微細気泡の最新技術

合田亜希子, 増山

態・リモデリングの診断. 新
9

目でみる循環器病シリーズ

心不全－診断・治療・管理－,（堀

正二

編）, メジカ

理（2006）大動脈弁逆流. 新

目でみる循環器病シリーズ12
炎,（吉田

清

弁膜症, 心膜疾患, 心内膜

編）, メジカルビュー社, 東京, 76-87.

■ 学術論文 ■
［総説］
飯 島 尋 子, 森 安 史 典（ 2 0 0 6）造 影 超 音 波によるN o n alcoholic Steatohepatitis（NASH）の診断. 日本内科学会
雑誌, 95, 70-75.

nodular hyperplasia. J. Ultrasound Med., 25, 799-803.
道倉雅仁, 有田

ルビュー社, 東京, 98-108.
合田亜希子, 中尾伸二, 増山

sonography was useful in diagnosis of small focal

田

匡, 森

勝, 長谷部愛, 守安謙志, 北出和史, 前

宏樹, 脇

英彦, 辻本正彦（2006）心臓超音

波検査にて発見し得たCA19-9産生左室内腫瘍の1症例.
超音波医学, 33, 509-512.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
飯島尋子（2006）消化管の超音波診断.（招待講演）阪神逆
流性食道炎分類研究会, 1.19, 大阪.
飯島尋子（2006）びまん性肝疾患

特にNAFLDの超音波
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（2006）Levovistと次世代造影剤の異同と肝疾患診断に

診断.（特別講演）第3回菅生フォーラム, 2.10, 神奈川.
飯島尋子（2006）消化器病学会女性医師の会の紹介

性

差医療研究.（特別講演）第3回菅生フォーラム, 2.10, 神奈
川.
飯島尋子（2006）次世代超音波造影剤の最新動向.（特別講
演）第15回新都心造影超音波検査研究会, 3.6, 東京.
飯島尋子（2006）NA FLDの超音波診断.（特別講演）第24
回高知肝疾患セミナー, 3.16, 高知.
飯島尋子（2006）脾疾患の臨床診断.（教育講演）日本消化
器集団検診学会近畿支部超音波部会, 3.25, 大阪.
飯島尋子（20 0 6）No n a lc ohol ic f at t y l iver d i s e a s e

おける位置づけ.（ パネルディスカッション）日本超音波
医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33
（Suppl.）, S195, 2006.）
佐々木俊一, 飯島尋子, 土谷

薫, 東浦晶子, 吉田昌弘, 山

田昌彦, 森安史典（2006）多施設研究による肝臓造影時
相の標準化.（シンポジウム）日本超音波医学会第79回学
術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S114,
2006.）
森安史典, 飯島尋子, 呂

明徳, 陳

敏華, 周

暁東, 姜

玉新（2 0 0 6）中日共同臨床研究による肝癌の造影超音

（N A F L D）および 薬剤性 肝障害について.（特別講演）

波M FI診断.（シンポジウム）日本超音波医学会第79回学

第317回大阪府病院薬剤師会講演会, 4.26, 大阪.（O.H.P.

術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S117,

news, 48, 262-264, 2006.）
Iijima, H.（2006）Diag nosis of liver diseases using

2006.）
下村壯治, 池田直人, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

直樹, 今西

c ont ra st u lt ra s ou nd ut i l i z i ng ph ago c y t o s is of

宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

microbubbles by Kupffer cells.（Keynote Lectures）

造 影 超音波による肝 細 胞癌ラジオ波 焼 灼 療法後の早

The 11th Congress of the World Federation for

期治療効果判定（
. パネルディスカッション）日本超音波

Ultrasound in Medicine and Biology, 5.28-6.1, Seoul,

医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33

Korea.
（U lt rasou nd Med. B oi l., 32（Suppl. 1）, 76,

（Suppl.）, S194, 2006.）

2006.）
飯島尋子（2006）造影超音波によるNA FLDの診断.（教育
講演）OSAKA CITY LIVER CLUB, 8.26, 大阪.

土谷

薫, 飯島尋子, 佐々木俊一, 吉田昌弘, 東浦晶子, 清水

雅文, 山田昌彦, 西口修平, 泉

並木, 森安史典（2006）多

施設における肝腫瘍造影超音波検査の標準化

APLIO

飯島尋子（2006）レボビストと次世代造影剤の異同－レボビ

での検討.（ワークショップ）日本超音波医学会第79回学

ストは何を担えるか－.（特別講演）第21回超音波ドプラ研

術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S245,

究会, 9.2, 東京.
飯島尋子（2006）肝胆膵疾患の造影超音波検査（新造影

2006.）
宮田祐樹, 柳沢京介, 宮原健夫, 飯島尋子, 森安史典（2006）

剤への期待をこめて）（ランチョンセミナー）
.
DDW- Japan

Kupf fer細胞による超音波造影剤の取り込みに関する基

2006 Sapporo, 10.11-14, 札幌.

礎的検討.（ワークショップ）日本超音波医学会第79回学

飯島尋子（2006）消化器肝臓疾患における造影超音波の現
状と展望－特にペルフルブタンの有用性について－.（特別
講演）第14回阪神腹部画像診断治療研究会, 11.16, 西宮.

術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S251,
2006.）
齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 廣田誠一, 前山史朗, 西口

飯島尋子（2006）消化器肝臓疾患における造影超音波の現

修 平（2 0 0 6）慢性 肝疾患におけるレボビスト造影実質

状と展望.（特別講演）京都消化器医会学術講演会, 12.9,

遅延 相の有用性の検 討.（ワークショップ）日本超音波

京都.
飯島尋子（2006）肝胆膵疾患における造影超音波の現状と
展望－特に次世代超音波造影剤の有用性について－.（特
別講演）第96回島根腹部超音波研究会, 12.13, 松江.
［シンポジウム等］
飯島尋子, 森安史典, 西口修平（2006）造影超音波から, 早
期肝細胞癌治療のcritical pointを考える.（パネルディス

医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33
（Suppl.）, S253, 2006.）
飯島尋子, 森安史典, 西口修平, 鈴木史朗, 山田昌彦, 清水雅
文, 東浦晶子, 吉田昌弘, 西上隆之, 中尾宣夫（2006）早期
肝細胞癌診断におけるL evovist造影超音波検査の有用
性.（パネルディスカッション）第42回日本肝癌研究会, 7.67, 東京.（抄録集, 76, 2006.）

カッション）第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小

飯島尋子, 森安史典, 西口修平（2006）造影超音波による

倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（臨時増刊号）, A74,

慢性 肝疾患の血流・網内系機能診断の検討.（シンポジ

2006.）

ウム）第10回日本肝臓学会大会, 10.11-12, 札幌.（肝臓, 47

飯島尋子, 宮原健夫, 東浦晶子, 山田昌彦, 鈴木史朗, 吉田

（Suppl. 2）, A322, 2006.）

昌弘, 西口修平, 森安史典（2006）微小気泡のKupf fer

Miyahara, T., Moriyasu, F., Yanagisawa, K., Miyata,

細胞による貪食とその肝疾患診断の臨床的意義.（シンポ

Y. and Iijima, H.（2006）Phagocytosis of ultrasound

ジウム）日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大

cont ra st agent m icrobubbles by k upf fer cel ls.

阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S124, 2006.）

（Sy mposiu m）8t h I nter nat iona l Sy mposiu m on

飯島尋子, 森安史典, 東浦晶子, 山田昌彦, 佐々木俊一, 齋
藤正紀, 下村壯治, Wilson, S.R., Burns, P., 西口修平

U lt r a s ou nd C o nt r a st I m ag i ng, 12.9 -10, Tok yo.
（Abstract, 46, 2006.）
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Yamada, M., Sugimoto, K., Metoki, R., Taira, J., Furuichi,

齋藤正紀, 飯島尋子, 西口修平, 片瀬竜司, 吉川昌平, 池田直

Y., Miyahara, T., Imai, Y., Nakamura, I., Iijima, H. and

人, 大野正雄, 原

Moriyasu, F.（2006）Real time 3-D ultrasound（4D-US）

中村秀次, 森安史典（2006）造影超音波によるNAFLDお

直樹, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲雄,

and contrast 4D-US.（Symposium）8th International

よび慢性肝疾患の診断. 第92回日本消化器病学会総会,

Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, 12.9-10,

4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（臨時増刊
号）, A147, 2006.）

Tokyo.（Abstract, 57-58, 2006.）
Iijima, H., Wilson, S.R., Burns, P.N. a nd Moriyasu,
F.（2006）Diagnosis of liver tumors using Levovist

TM

吉川昌平, 大野正雄, 片瀬竜司, 秦
直人, 齋藤正紀, 原

一美, 山本晃久, 池田

直樹, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

a nd D e f i n it yT M .（
. Sy mp o iu m）8t h I nt e r n at i o n a l

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）網嚢内へ出血

Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, 12.9-10,

した尾状葉肝細胞癌破裂3例の検討. 第92回日本消化器
病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103

Tokyo.
（Abstract, 62-63, 2006.）
［一般講演］

（臨時増刊号）, A272, 2006.）

肥塚明日香, 飯島尋子, 黒田暢一, 橋本眞里子, 東浦晶子,
牧原佐知子, 佐藤良樹, 坂上

隆, 石蔵礼一, 廣田誠一,

藤元治朗（2006）腫瘤形成性膵炎と鑑別困難であった膵
癌の1例. 日本超音波医学会第31回関西地方会学術集会,

山

正明, 増

理（2006）心筋velocity gradient法を用いた運動負

荷前後の左室拡張能評価. 第17回日本心エコー図学会学
術集会, 4.27-29, 埼玉.（抄録集, 63, 2006.）
合田亜希子, 中尾伸二, 弓場雅夫, 大塚美里, 清水弥緒,

2.4, 京都.（超音波医学, 33, 419, 2006.）
飯島尋子, 坂上

大塚美里, 中尾伸二, 合田亜希子, 弓場雅夫, 李

隆, 橋本眞里子, 肥塚明日香, 東浦晶子,

李

正明, 辻野

健, 大柳光正, 増山

理（2006）未治療

牧原佐知子, 佐藤良樹, 齋藤正紀（2006）造影超音波が

高血圧患者において血漿脳性利尿ペプチド（BN P）を規

診断に有用であった胃粘膜下腫瘍の1例. 日本超音波医

定する因子. 第17回日本心エコー図学会学術集会, 4.27-

学会第31回関西地方会学術集会, 2.4, 京都.（超音波医学,

29, 埼玉.（抄録集, 84, 2006.）
中尾伸二, 弓場雅夫, 大塚美里, 合田亜希子, 李

33, 422, 2006.）
肥塚明日香, 飯島尋子, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧原佐知
子, 佐藤良樹, 佐竹敦志, 山村武平, 廣田誠一, 小川啓恭
（2006）治療経過をおえた小腸悪性リンパ腫の1例. 日本超
音波医学会第31回関西地方会学術集会, 2.4, 京都.（超音

山

正明, 増

理（2006）経胸壁心エコーを用いた非虚血心におけ

る冠予備能の計測. 第45回日本生体医工学会大会, 5.1517, 福岡.（生体医工学, 44（特別号）, 150, 2006.）
齋藤正紀, 飯島尋子, 廣田誠一, 前山史朗, 森安史典, 西口
修平（2006）レボビスト造影超音波検査による脂肪性肝

波医学, 33, 423, 2006.）
森安史典, 飯島尋子, 杉本勝俊, 目時

亮, 山田昌彦, 清水

雅文, 宮田裕樹, 工藤幸正, 中村洋典, 平良淳一, 釜本寛
之, 横井正人, 宮原健夫, 堀部俊哉（2006）次世代超音波

疾患機能評価の組織学的検討. 第42回日本肝臓学会総
会, 5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl. 1）, A202, 2006.）
吉川昌平, 片瀬竜司, 秦

一美, 山本晃久, 池田直人, 大野

造影剤Sono VueとMicro Flow Imaging（MFI）を使っ

正雄, 原

た肝腫瘍の微細血管造影. 第12回肝血流動態イメージ研

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）60歳以上高ウ

究会, 2.4-5, 横浜.（抄録集, 19, 2006.）

イルスC型肝慢性炎患者に対するIFN/Rib併用療法の治

吉川昌平, 片瀬竜司, 原

直樹, 山本晃久, 秦

一美, 池田

直人, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲
雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平, 斉藤慎一, 山中潤一,

直樹, 齋藤正紀, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

療効果と副作用. 第42回日本肝臓学会総会, 5.25-26, 京
都.（肝臓, 47（Suppl. 1）, A222, 2006.）
下村壯治, 池田直人, 西口修平, 吉川昌平, 宇治川浩子, 片

藤元治朗, 西上隆之（2006）アルコール性肝硬変に発生し

瀬竜司, 山本晃 久 , 秦

たnodule in noduleの形態を呈したHCCの1例. 第19回日

原

本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会, 4.1, 神戸.（抄録集,

（2006）肝内局在とJIS scoreからみた肝細胞癌に対する
ラジオ波焼灼療法の治療成績. 第42回日本肝臓学会総会,

2, 2006.）
齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 吉川昌平, 片瀬竜司, 池田
直人, 秦

一 美 , 齋 藤正 紀 , 大 野正 雄 ,

直樹, 今西宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次

一美, 大野正雄, 原

直樹, 今西宏安, 下村壯

5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl. 1）, A263, 2006.）
東浦晶子, 飯島尋子, 池田直人, 齋藤正紀, 肥塚明日香, 橋

治, 山元哲雄, 中村秀次, 廣田誠一, 前山史朗, 西口修平

本眞里子, 牧原佐知子, 下村壯治, 西口修平, 森安史典

（2006）レボビスト造影実質相による脂肪性肝疾患診断

（2006）慢性肝疾患における肝動脈, 門脈, 肝静脈血流

の検討. 第19回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会,

の定量化. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28,
大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S392, 2006.）

4.1, 神戸.（抄録集, 20, 2006.）
中尾伸二, 大塚美里, 合田亜希子, 李
柳光正, 増山

正明, 辻野

健, 大

理（2 0 0 6）拡張不全の左室形態・機能

吉田昌弘, 宮原健夫, 宮田祐樹, 目時
雅文, 徐

亮, 杉本勝俊, 清水

輝雄, 山田昌彦, 飯島尋子, 森安史典（2006）

学的特 徴心 エコードプラ法による検 討. 第10 3回日本

Levovist造影のdelayed phaseを用いたびまん性肝疾患

内科学会講演会, 4.14-16, 横浜.（日本内科学会雑誌, 95

の診断. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大

（Suppl.）, 183, 2006.）

阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S441, 2006.）
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肥塚明日香, 飯島尋子, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧原佐知

for Ultrasound in Medicine and Biology, 5.28-6.1,

子, 山中潤一, 安藤久美子, 中尾宣夫, 廣田誠一, 藤元治

Seoul, Korea.（Ultrasound Med. Biol., 32（Suppl. 1）,

朗（20 0 6）典型的な画像を呈した肝限局性結節性過形
成（F N H）の一例. 日本超音波医学会第79回学術集会,

138, 2006.）
Goda, A., Nakao, S., Yuba, M., Otsuka, M., Shimizu, M.,

5.26-28, 大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S545, 2006.）

Lee, M., Tsujino, T., Ohyanagi, M. a nd Masuyama,

菅原政貴, 松村有記, 中尾伸二, 弓場雅夫, 合田亜希子, 坂

T.（2006）Characterization of mitral f low velocity

田泰史, 山本一博, 原田烈光, 園山輝幸, 増山

理（2006）

pattern in patients with diastolic heart fa ilure.

健常例における心筋超音波Rf信号カオス解析に影響を及

American Society of Echocardiography 17th Annual

ぼす因子. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-28,

Scientific Sessions, 6.3-7, Baltimore, U.S.A.（J. Am.
Soc. Echocardiogr., 19, 616, 2006.）

大阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S348, 2006.）
松村有記, 菅原政貴, 中尾伸二, 弓場雅夫, 合田亜希子, 坂
田泰史, 山本一博, 原田烈光, 園山輝幸, 増山

理（2006）

下村壯治, 池田直人, 宇治川浩子, 吉川昌平, 片瀬竜司, 山
本晃久, 秦

一美, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

直樹, 今西

超音波R F信号カオス解析による肥大心の心筋組織性状

宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

評価. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26 -28, 大

肝内局在からみた肝細胞癌ラジオ波焼灼療法後の局所

阪.（超音波医学, 33（Suppl.）, S349, 2006.）

再発の検討. 第42回日本肝癌研究会, 7.6-7, 東京.（抄録集,

森澤大祐, 中尾伸二, 大塚美里, 合田亜希子, 弓場雅夫,
李

正明, 大柳光正, 増山

理（2 0 0 6）心筋ve l o c it y

219, 2006.）
吉川昌平, 高 嶋 智之 , 片 瀬 竜司 , 山本晃 久 , 池田直 人 ,

gradient法を用いた運動負荷前後の拡張能評価. 日本超

秦

音波医学会第79回学術集会, 5.26-28, 大阪.（超音波医学,

西宏安, 下村壯治, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西

一美, 康

典利, 齋藤正紀, 大野正雄, 原

直樹, 今

33（Suppl.）, S361, 2006.）

口修平（2 0 0 6）高齢 C型慢性肝炎 患者に対するI N F／

Masuyama, T., Nakao, S. and Goda, A.（2006）Diastolic

Ribavirin併用療法の治療成績. 第71回日本インターフェロ

hea r t fa ilure. The 11t h C ong ress of t he World

ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.（抄録集, 100,

Federation for Ultrasound in Medicine and Biology,

2006.）

5.28-6.1, Seoul, Korea.（Ultrasound Med. Biol., 32
（Suppl. 1）, 74, 2006.）
Shimoshikiryo, M., Eguchi, A., Nakao, S., Goda, A., Yuba,

池田直人, 今西宏安, 下村壯治, 宇治川浩子, 高嶋智之, 山
本晃 久 , 秦
原

一美, 康

典 利, 齋藤正 紀 , 大 野正 雄 ,

直樹, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平

M., Otsuka, M., Lee, M., Tsujino, T. and Masuyama,

（2006）高分化型肝細胞癌に矛盾しない画像所見を呈し

T.（2006）Value of measurements of mitral annular

た中分化型肝細胞癌の一例. 日本超音波医学会第32回関

velocity in heart failure patients with preserved left
ventricular systolic function. The 11th Congress of

西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集, 23, 2006.）
片瀬竜司, 原

直樹, 下村壯治, 高嶋智之, 吉川昌平, 山本

the World Federation for Ultrasound in Medicine and

晃久, 池田直人, 秦

Biology, 5.28-6.1, Seoul, Korea.（Ultrasound Med. Biol.,

宏安, 山元哲雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）

32（Suppl. 1）, 115, 2006.）

Budd-Chiari症候群に合併したFNHの一例. 日本超音波
医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集,

Sasaki, S., Iijima, H., Horibe, T., Suzuki, S., Yoshida,

24, 2006.）

M. and Moriyasu, F.（2006）Detection of focal liver
lesions with a next generation ultrasound contrast

一美, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西

橋本眞里子, 飯島尋子, 東浦晶子, 肥塚明日香, 柴田陽子,

agent, DD-723（NC100100）. The 11th Congress of

山平正浩, 脇

the World Federation for Ultrasound in Medicine and

スト造影超音波検査の血液生化学検査に及ぼす影響. 日

Biology, 5.28-6.1, Seoul, Korea.（Ultrasound Med. Biol.,

本超音波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大
阪.（抄録集, 24, 2006.）

32
（Suppl. 1）, 136, 2006.）
Eguchi, A., Shimoshikiryo, M., Nakao, S., Goda, A., Yuba,

英彦, 齋藤正紀, 西口修平（2006）レボビ

脇

英彦, 田中益水, 橋本眞里子, 牧原佐知子, 柴田陽子,

M., Otsuka, M., Lee, M., Tsujino, T. and Masuyama,

東浦晶子, 三角千香, 肥塚明日香, 山平正浩, 西村純子, 増

T.（2006）Geometrical characterization of left ventricle

山

in patients with diastolic heart failure. The 11th

重要性. 日本超音波医学会第32回関西地方会学術集会,

Congress of the World Federation for Ultrasound
in Medicine a nd Biolog y, 5.28-6.1, S eoul, Korea.
（Ultrasound Med. Biol., 32（Suppl. 1）, 137, 2006.）
Nakao, S., Lee, M., Otsuka, M., Goda, A., Yuba, M. and

理, 飯島尋子（2006）35歳からの乳腺超音波検診の

8.26, 大阪.（抄録集, 28, 2006.）
田中益水, 脇

英彦, 西村純子, 三角千香, 牧原佐知子, 中

尾伸二, 飯島尋子, 堤千佳子, 松本実佳, 大塚美里, 合田
亜希子, 弓場雅夫, 李

正明, 増山

理（2006）冠動脈バ

Masuyama, T.（2006）Characterization of transmitral

イパス術後冠静脈洞内に血栓様エコーを認めた1症例. 日

flow velocity patterns in patients with diastolic heart

本超音波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大

failure. The 11th Congress of the World Federation

阪.（抄録集, 32, 2006.）
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山平正浩, 飯島尋子, 東浦晶子, 脇

英彦, 肥塚明日香, 橋

本眞里子, 柴田陽子, 西口修 平, 神野良男, 坂 上

隆

島.（Journal of Cardiology, 48（Suppl. 1）, 724, 2006.）
原

直樹, 片瀬竜司, 吉川昌平, 池田直人, 秦

一美, 山本

（2006）胃粘膜下腫瘍の超音波像の検討. 日本超音波医

晃久, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西宏安, 下村壯治, 山元哲

学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集,

雄, 飯島尋子, 中村秀次, 西口修平（2006）EVL後にアル

33, 2006.）

ゴンプラズマ凝固療法（A PC）を追加した食道静脈瘤症

柴田陽子, 脇

英彦, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋

例の検討. 第72回日本消化器内視鏡学会総会, 10.11-14,

本眞里子, 西上隆之, 藤元治朗, 飯島尋子（2006）虫垂腫

札幌.（Gastroenterological Endoscopy, 48（Suppl. 2）,

瘍と鑑別困難であった壊疽性虫垂炎の1例. 日本超音波
医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集,
34, 2006.）

2084, 2006.）
Goda, A., Tujino, T., Tsutsumi, C., Shimizu, M., Matsumoto,
M., Ohtsuka, M., Yuba, M., Nakao, S., Lee, M., Ohyanagi,

東浦晶子, 飯島尋子, 齋藤正紀, 山平正浩, 脇

英彦, 肥塚

M. and Masuyama, T.（2006）Prescribing factors of

明日香, 橋本眞里子, 柴田陽子, 下村壯治, 西口修 平

plasma brain natriuretic peptide level in untreated

（2006）レボビスト造影検査による慢性肝疾患鑑別の試

hypertensive patients. The 21st Scientific Meeting of

み. 日本超音波医学会第32回関西地方会学術集会, 8.26,

the International Society of Hypertension, 10.15-19,

大阪.（抄録集, 35, 2006.）

Fukuoka.（Int. Soc. Hypertension, 306, 2006.）

肥塚明日香, 麩谷博之, 山平正浩, 東浦晶子, 柴田陽子, 橋
本眞里子, 脇

Mor iya su, F., I iji ma, H., S a s a k i, S., Ya m ad a, M.,

英 彦, 廣田誠一, 吉矢晋一, 飯島尋子

S ug i mot o, K., Met ok i, R., I m a i, Y., Na k a mu ra,

（2 0 0 6）胞巣状軟部肉腫の超音波像 . 日本超音波医学

I., Furusa ka, A. a nd Ta ira, J.（2006）U ltrasou nd

会第32回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集, 37,

contrast imaging of microcirculation of hepatocellular

2006.）

carcinoma using a combination of flash-replenishment

若林可奈, 合田亜希子, 中尾伸二, 堤千佳子, 大塚美里,
弓 場雅夫, 李

正明, 辻野

健, 大柳光正, 増山

理

（2006）大動脈弁狭窄の経年変化：超音波ドプラ法によ
る検討. 第54回日本心臓病学会学術集会, 9.25-27, 鹿児

and maximum intensity holding sequence. The 57th
Annual Meeting of the American Association for the
Study of Liver Diseases, 10.27-31, Boston, U.S.A.
Koh, N., Tamori, A., Habu, D., Shiomi, S., Kubo, S.,

島.（Journal of Cardiology, 48（Suppl. 1）, 333, 2006.）

Shimomura, S., Iijima, H., Nakamura, H. and Nishiguchi,

大塚美里, 中尾伸二, 堤千佳子, 合田亜希子, 弓場雅夫,

S.（2006）Relationship between the HMGA2 gene

李

正明, 辻野

健, 大柳光正, 増山

理（2006）拡張

and hepatocarcinogenesis. The 57th Annual Meeting

期心筋velocity gradient法を用いた運動負荷前後の虚

of the American Association for the Study of Liver

血心筋の評価. 第54回日本心臓病学会学術集会, 9.25 27, 鹿児島.（Journal of Cardiology, 48（Suppl. 1）, 510,

山

2006.）
堤千佳子, 中尾伸二, 合田亜希子, 弓場雅夫, 大塚美里, 松
本実佳, 下敷領美保, 江口明世, 李
山

Diseases, 10.27-31, Boston, U.S.A.
金森徹三, 大柳光正, 辻野

正明, 辻野

健, 増

理（2006）心不全症状発現を規定する因子としての

健, 合田亜希子, 李

正明, 増

理, 大畑俊裕, 宮本裕治（2006）感染性胸腹部動脈

瘤の1例. 第102回日本循環器学会近畿地方会, 12.9, 滋賀.
■ その他 ■
吉川昌平, 飯島尋子, 片瀬竜司, 原

直樹, 山本晃久, 秦

左房拡大の重要性 . 第5 4回日本 心臓病学会学 術集会,

一美, 池田直人, 齋藤正紀, 大野正雄, 今西宏安, 下村壯

9.25-27, 鹿児島.（Journal of Cardiology, 48（Suppl. 1）,

治, 山元哲雄, 中村秀次, 西口修平, 斉藤慎一, 藤元治朗,

543, 2006.）

西上隆之（2006）アルコール性肝障害に発生したHCCの1

合田亜希子, 中尾伸二, 堤千佳子, 大塚美里, 清水弥緒,

例. 第111回大阪超音波研究会, 3.29, 大阪.

理

齋藤正紀, 吉川昌平, 今西宏安, 飯島尋子, 中村秀次, 廣

（2006）未治療高血圧患者において血漿BN Pを測定す

田 誠一, 前山史朗, 西口修平（2006）NA FLDの現状と

る意義. 第54回日本心臓病学会学術集会, 9.25-27, 鹿児

NASHとの鑑別. 第9回兵庫 肝と栄養の会, 4.15, 神戸.

弓 場雅夫, 李

正明, 辻野

健, 大柳光正, 増山

島.（Journal of Cardiology, 48（Suppl. 1）, 624, 2006.）
中尾伸二, 弓場雅夫, 堤千佳子, 大塚美里, 合田亜希子,
李

正明, 辻野

健, 増山

理（2006）拡張不全の左室

飯島尋子（2006）硬化型肝血管腫の1例. 第90回腹部エコー
研究会, 5.13, 東京.
杉本勝俊, 目時

亮, 吉田昌弘, 小熊一豪, 鈴木史朗, 飯島

形態・機能学的特徴. 第54回日本心臓病学会学術集会,

尋子, 森安史典（2006）Flash replenishment法を用いた,

9.25-27, 鹿児島.（Journal of Cardiology, 48（Suppl. 1）,

パラメトリックイメージングの試み. 第157回東京医科大学

724, 2006.）

医学会総会, 6.3, 東京.（東京医科大学雑誌, 64, 541-542,

森澤大祐, 中尾伸二, 合田亜希子, 弓場雅夫, 大塚美里, 松
本実佳, 堤千佳子, 江口明世, 下敷領美保, 李
野

健, 増山

正明, 辻

理（2 0 0 6）拡張不全における左室形態

の特徴. 第54回日本心臓病学会学術集会, 9.25-27, 鹿児

2006.）
中尾伸二（2006）心臓・血管超音波法を用いた簡便な高血
圧患者評価. コニール発売15周年記念講演会, 6.29, 尼崎.
飯島尋子（2006）腹部超音波検査のpit fall. 第3回阪神エ
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阿知波左千子, 廣田省三, 山本

コーレベルアップミーティング, 7.1, 西宮.
脇

英彦（2006）血管スキャンのワンポイントレッスン. 第3回

山平正浩（2006）多発性肝血管腫と下肢静脈血栓を併発し
た小児の一例. 第3回阪神エコーレベルアップミーティング,

前田弘彰, 安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫（2006）腹部
有用性の検討. 断層映像研究会雑誌, 33, 134-139.
Pande, A.R., Ando, K., Ishikura, R., Nagami, Y., Takada,
Y., Wada, A., Wata nabe, Y., Miki, Y., Uchino, A.

7.1, 西宮.
英彦（20 06）動脈硬化の画像診断. New St rat eg y

a nd Na ka o, N.（ 2006）Cl i n icorad iolog ic a l f actor
influencing the reversibility of posterior reversible

Vascular Management in OSAKA 2006, 7.14, 大阪.
橋本眞里子, 東浦晶子, 肥 塚明日香, 柴田陽子, 山平正
浩, 脇

薫,

IVRにおけるFlat Panel Detector搭載Cone-beam CTの

阪神エコーレベルアップミーティング, 7.1, 西宮.

脇

聡, 新井桂介, 小林

英彦, 齋藤正紀, 西口修平, 森安史典, 飯島尋子

encephalopathy syndrome:a multicenter study. Radiat.
Med., 24, 659-668.

（2006）レボビスト造影超音波検査の血液生化学検査に

Pa n d e, A.R., A n d o, K., I s h i k u r a, R., Na g a m i, Y.,

及ぼす影響. 第12回関西超音波造影剤研究会, 9.30, 大

Ogawa, M., Kamikonya, N., Kaneda, Y., Tanizawa,

阪.

T. and Nakao, N.（2006）Disseminated necrotizing
leu koencepha lopat hy fol low i ng chemorad iat ion
therapy for acute lymphoblastic leukemia. Radiat.

中央放射線部

Med., 24, 515-519.
［原著］
安藤久美子, 石藏礼一, 小川理世, 中尾宣夫（2006）周産期

■ 著書 ■
安藤久美子, 石藏礼一（2006）CTではわかりにくい疾患. 研
修医必携
木真理

救急で役立つ頭部CT・MRI,（細矢貴亮, 佐々
編）, 南江堂, 東京, 197-242.
編著）, 秀潤社,

K., Pande, A.R., Yamano, T., Hirota, S. and Nakao,
N.（2006）Evaluation of vasucular supply with conebeam computed tomography during intraarterial

東京, 258-259.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）滑脳症. カンファラ
ンス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

雑誌, 26, 68-78.
Ishikura, R., Ando, K., Nagami, Y., Yamamoto, S., Miura,

小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）裂脳症. カンファラ
ンス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

低酸素性虚血性脳症のM R I診断. 日本磁気共鳴医学会

編著）, 秀潤社,

24, 384-387.
坂本

東京, 260-261.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）多小脳回. カンファ
ランス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

chemotherapy for a skull base tumor. Radiat. Med.,

編著）, 秀潤

健, 馬場理香, 鎌倉敏子, 坂本

ビームCTにおける低コントラスト分解能の評価. 日本放射
線技術学会雑誌, 62, 539-545.

社, 東京, 262-263.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）異所性灰白質. カ
ンファランス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

清, 三浦行矣, 植田

理絵子, 岡部正和, 中尾宣夫（2006）F PD搭載型コーン

名定敏也, 松本一真, 山下達也, 藤田知子, 坂本

礼一, 三浦行矣, 廣田省三, 中尾宣夫（2006）ガントリ自走

編著）,

式ＣＴ（ＲＯＢＵＳＴＯ）の使用経験. MEDIX, 44, 8-11.

秀潤社, 東京, 264-265.
小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一（2006）限局性皮質異形
成. カンファランス形式頭部画像診断演習,（土屋一洋

清, 石藏

編

著）, 秀潤社, 東京, 266-267.
■ 学術論文 ■
［総説］
安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫, 芳川浩男（2006）タクロリ
ムス脳症をはじめとする移植医療に伴う中枢神経合併症
のCT, MRI診断. 神経内科, 64, 160-168.
安藤久美子, 石藏礼一, 中尾宣夫, 児玉典彦（2006）内分泌

源

貴裕, 坂本

清, 勝田稔三, 東

眞美（2006）相関係数

を用いたヘリカルCT画像の評価. 大阪教育大学紀要

第

Ⅲ部門, 55, 45-53.
松本一真, 中村

満, 梅原孝好, 名定敏也, 藤田智子, 舛谷

元丸（2006）Tra nsradia l Approach用手台一体型術
者防護具の開発. Japanese Journal of Interventional
Cardiology, 21, 257-262.
山下達也, 松本一真, 吉岡宗徳, 名定敏也, 源
村

貴裕, 中

満, 藤田知子, 舛谷元丸（2005）職種間連携による患

症候群1, Klüer-Bucy症候群. 新領域別症候群シリーズ1,

者別被曝管理システムの構築：クリニカルパスシートへの

日本臨牀（別冊）, 23-26.

導入. Japanese Journal of Interventional Cardiology,

高田恵広, 石藏礼一, 安藤久美子, 長見ゆき（2006）頭部外
傷

頭蓋内出血, びまん性軸索損傷, 顔面骨折, 視束管骨

折. レジデントノート, 8, 812-820.
Yamano, T., Ando, K., Ishikura, R., Nakao, N. a nd
Ogasawara, T.（2006）Sertoli-stromal cell tumor of
the right ovary:radiological-pathological correlation.
Radiat. Med., 24, 592-594.

21, 543-548.
中江保夫, 坂本
甲

清, 源

貴裕, 琴浦規子, 尾崎隆男, 上

剛（2006）Ｘ線C Tで発生する義歯アーチファクトの

軽減－ガントリ傾斜撮影からの水平断像の再構成－. 日本
放射線技術学会雑誌, 62, 863-866.
［症例報告］
小川理世, 安藤久美子, 長見ゆき, Pande, A.R., 石藏礼一, 中
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尾宣夫, 前川講平, 谷澤隆邦, 池本秀康, 有田憲生（2006）

中央手術部

稀な新生児脳動脈瘤破裂の1例. 日本小児放射線学会雑
誌, 22, 61-64.
■ 学術論文 ■

■ 学会発表 ■

［原著］

［シンポジウム等］
源

貴裕（2006）J R尼崎脱線事故を経験して.（シンポジウ
ム）第49回日本放射線技術学会近畿部会, 2.5, 京都.

源

上 農喜朗, 青木

貴裕（2006）大規模災害時に放射線医療に何が求め
られるか

し込み・スケジューリングシステムの導入. 日本手術医学会
誌, 27, 52-55.

阪神淡路大震災・福知山脱線事故を経験し

て.（パネルディスカッション）循環器画像技術研究会第

青木

彰, 藤本陽子, 木村幸子, 上農喜朗（2006）J R西日

本脱線事故現場より手術場まで. 日本手術医学会誌, 27,

229回定例会, 10.28, 東京.
［一般講演］

165-167.

中川英雄, 田ノ岡征雄, 小田雅彦, 山本鋭二郎, 井上裕之,
安政勝巳（2006）OP TI V E500（FPD）の入出力特性に
ついて. 日本放射線技術学会第62回総会学術大会, 4.7-9,

■ 学会発表 ■
［一般講演］
青木

彰（2006）手術経済と物流管理システム. 第28回日本

手術医学会総会, 11.1-2, 大阪.

横浜.
源

彰, 藤本陽子, 丸山美津子, 太城力良

（2006）病院オーダリングのW EB機能を利用した手術申

貴裕（2006）大規模災害時に放射線医療に何が求めら
れるか

2つの大災害を経験して. 聖路加国際病院災害対

策委員会
源

医療社会福祉部

災害対策講演会, 9.4, 東京.

貴裕（2006）ヘリカルスキャンCTの有用性と問題点. 日
本健康科学学会第6回関西支部大会, 11.25, 奈良.

山下達也, 早川まゆみ, 梅原孝好（2006）胸部撮影条件の検
討－Ｘ線出力側の観点から－. 第18回兵庫県放射線技師

■ 学会発表 ■
［一般講演］
野村裕美, 橘

尚美, 橘高通泰（2006）クローン病患者の

ソーシャルワーク援助－援助内容データベースから－. 第

会学術大会, 11.12, 明石.
山下達也, 松本一真, 吉岡宗徳（2006）PCIにおける患者被

14回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉学会, 6.2-3,

ばく管理用データベースの構築. 第15回日本心血管イン

埼玉.（第14回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉学会
抄録集, 86-87, 2006.）

ターベンション学会, 6.22-24, 福岡.
橘

■ その他 ■

尚美, 野村裕美, 橘高通泰（2006）潰瘍性大腸炎患者

山下達也, 松本一真, 吉岡宗徳（2005）心カテ領域における

のソーシャルワーク援助－援助内容データベースから－. 日

患者別被曝線量管理システムの構築. Complex Cather

本医療社会福祉学会第16回大会, 9.17-18, 京都.（日本医

Therapeutics 2005, 9.26-29, 神戸.

療社会福祉学会第16回大会抄録集, 34-35, 2006.）

山下達也（2005）心カテ領域における被ばく管理－クリニカ

鳥巣佳子, 渡邊延子, 鈴木康子, 橘高通泰（2006）関係機関

ルパスへの導入－. 第7回循環器 被曝低減技術セミナー,

を支える技術援助－兵庫県老人性認知症センターの実践
と考察－. 日本医療社会福祉学会第16回大会, 9.17-18, 京

6.12, 岡山.
名定敏也, 松本一真, 山下達也, 廣田省三（2006）自走式ガ

都.（日本医療社会福祉学会第16回大会抄録集, 38 -39,
2006.）

ントリ二部屋併用A ng io-C Tシステムの開発と臨床応用.

■ その他 ■

Rad Fan, 4, 41-44.
源

貴裕（2006）災害時における放射線技師の対応. 全国

橘

尚美（2006）クローン病のQ&A－ソーシャルワーカーの
立場から－. クローン病市民公開講座, 3.25, 香川.

循環器撮影研究会会誌, 18, 100-104.
松本一真, 野原恭子, 名定敏也, 藤田知子, 源

貴裕, 舛

橘

尚美（2006）よりよい療養生活を送るために－ソーシャ

谷元 丸（ 2 0 0 6）P C Iにおける治 療 血管と最 大 被 曝 線

ルワーカーの立場から－. 大阪I BD総会講演会, 5.28, 大
阪.

量並びに被曝部位の関係について. C omplex Cat her
橘

Therapeutics 2006, 9.20-23, 神戸.
松本一真, 野原恭子, 名定敏也, 藤田知子, 源

貴裕, 舛谷

元丸（2006）P CIにおける治療血管と最大被曝線量並び

尚美（2006）クローン病の日常生活について. 市民公開
講座討論会, 8.27, 神戸.

小西加保留, 伊賀陽子, 橘

尚美, 鳥巣佳子, 杉本淳子, 野

に被曝部位の関係について. The 13th Kamakura Live

村裕美, 日笠

聡（2006）医療従事者のための制度のて

Demonstration Course2006, 12.15-17, 横浜.

びき, 平成17年度厚生労働省科学 研究費補助金エイズ

田ノ岡征雄（2006）RSNA2005報告：後腹膜腔鏡下腎摘出

対策研究事業「H I V感染症の医療体制に関する研究」

術における腎臓変位をシミュレーションする新しいC Tプ

「H I V感染者の地域生活支援におけるソーシャルワーク

ログラム. 日本放射線技術学会雑誌, 62, 713－715.

に関する研究」, 2006.
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嘉男（2006）児童期に自殺企図を伴った緘黙の一例. 第

地域医療・総合相談センター

11回日本神経精神医学会, 11.9-10, 神戸.（第11回日本神経
精神医学会抄録集, 59, 2006.）
■ その他 ■

■ 学術論文 ■

大和田健夫（20 0 6）定例研修 会Bグループ, ファシリテー

［総説］
小西加保留, 藤平輝明, 伊賀陽子（2006）社会資源の活用方
法と留意点. 治療, 88, 2995-2999.

ター. 日本カウンセリング協会関西支部, 2.4-5, 大阪.
大和田健夫（2006）職場のメンタルヘルスケア. 兵庫医科大

■ 学会発表 ■

学篠山病院看護研修会, 2.22, 篠山.
大和田健夫（2006）病とともに.（記念講演）第32回兵庫県

［シンポジウム等］
伊賀陽子（2006）H I V感染症治療と社会保障.（シンポジウ
ム）HIV感染症「治療のてびき」第10版, 第20回日本エイ

難病団体連絡協議会総会, 5.28, 神戸.
大和田健夫（2006）患者さんとのコミュニケーションの取り
方. 兵庫県栄養士会栄養情報研修会, 7.1, 神戸.

ズ学会学術集会・総会, 11.30, 東京.

村田正章（2006）自己カウンセリング実習. 認定健康行動科

■ その他 ■
伊賀陽子（2006）成人の血友病と生活問題. 第17回静岡県

学士資格研修, 11.4-5, 神戸.

血友病治療連絡会議ヘモフィリア講演, 2.4, 静岡.

SCU

伊賀陽子（2006）HIV感染者が利用できる社会保障制度の
概要. 近畿ブロックエイズカウンセリング研修, 2.17, 大阪.
伊賀陽子（2006）自立支援医療について. 近畿ブロックエイ
ズカウンセリング研修, 2.17, 大阪.		
伊賀陽子（2006）障害者自立支援法の影響. 山形操六先生

■ 学会発表 ■
［指定講演］
林

宏, 有田憲生（2006）脳卒中急性期治療.（特別講演）

記念第4回HIVカウンセリングセミナー, 5.28, 東京.
伊賀陽子（2006）血友病患者が利用できる福祉制度. 血友
病友の会・ケアーズ夏合同合宿研修, 8.6, 大阪.		
伊賀陽子（2006）H I V医療と制度：社会資源. 2006年度医

第2回HGC病診連携の会, 7.13, 西宮.
林

宏, 有田憲 生（2 0 0 6）脳卒中に対 するA R Bの効
果（
. 特別講 演）ノバルティスエキスパートミーティング,
9.13, 西宮.

分娩新生児部

療ソーシャルワーク研修会H IVとソーシャルワーク実践講
座, 9.3, 西宮.
伊賀陽子（2006）近年のHIV陽性者支援の課題. 2006年度
医療ソーシャルワーク研修会H IVとソーシャルワーク実践
講座, 9.3, 西宮.		

香山浩二（2006）不育症. NEW CONSENSUS新撰産婦人
科診療,（石塚文平, 金山尚裕, 鈴木秋悦, 安田

伊賀陽子（20 06）兵庫医科大学病院におけるH I V診療－
MSWの立場から. 平成18年度「服薬アドヒアランスの向
上・維持に関する研究」研究成果発表会H IV診療におけ
るチーム医療, 9.16, 大阪.
ング研修会, 9.21, 富山.		
伊賀陽子（2006）ソーシャルワーカーの業務について. たん
ぽぽの会平成18年度遺族相談員研修会, 11.26, 大阪.
小西加保留, 伊賀陽子, 橘

允

編）,

香山浩二（2006）原因不明不妊. 先端医学シリーズ39

産科

永井書店, 大阪, 232-236.
婦人科
吉村泰典

伊賀陽子（2006）HIV感染症と福祉制度. エイズカウンセリ

裕美, 日笠

■ 著書 ■

尚美, 鳥巣佳子, 杉本淳子, 野村

聡（2006）医療従事者のための制度のてび

き, 平成17年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研

産科婦人科の最新医療,（武谷雄二, 丸尾

猛,

編）, 先端医療技術研究所, 東京, 83-87.

香山浩二（2006）不妊と免疫. コメディカルARTマニュアル,
（森

崇英, 名保春海, 高橋克彦

編）, 永井書店, 大阪,

43-46.
香山浩二（2006）精子免疫. 新編精子学,（毛利秀雄, 星
紀

元

監修）, 東京大学出版, 東京, 398-413.

■ 学術論文 ■
［総説］

究事業「H I V感染症の医療体制に関する研究」「H I V感

Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Premature ovarian

染者の地域生活支援におけるソーシャルワークに関する研

failure syndrome may be induced by autoimmune

究」, 2006.

reactions to zona pellucida proteins. J. Reprod. Med.
Endoclinol., 3, 94-97.
香山浩二（2006）周産期医学必修知識, 男性不妊. 周産期医

臨床心理部
■ 学会発表 ■

長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣の凍結保存.
産婦人科の実際, 55, 217-226.
武信尚史, 香山浩二（2006）腎疾患合併妊娠とその管理. 産

［一般講演］
後藤恭子, 森

学, 36（増刊）, 11-12.

礼子, 高長明律, 大原一幸, 植木昭紀, 守田

婦人科治療, 93, 191-194.
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澤井英明, 霞

弘之, 田中宏幸, 堀内

功, 小森慎二, 香山

浩二（2006）不妊治療とくに顕微授精による妊娠の遺伝
カウンセリングと羊水染色体検査. 産婦人科の進歩, 58,
田中宏幸, 豊田桃子, 武信尚史, 小森慎二, 香山浩二, 山
聡, 小林

58, 1-4.
Ito, Y., Komori, S., Horiuchi, I., Kinuta, T., Hori, M.,
Wada, C., Tsubamoto, H., Tanaka, H. a nd Koyama,

68-70.
本

粘液性嚢胞腺腫（境界悪性）の1症例. 産婦人科の進歩,

薫, 宮本義也, 前田弘彰, 廣田省三, 中尾

宣夫（2006）当科における産科出血に対する選択的子宮
動脈塞栓術（UA E）の現状. 産婦人科の進歩, 58, 238-

K.（2006）Solid pelvic tumor in a woman with MayerRokitansky-Küstner-Hauser syndrome. Arch. Gynecol.
Obstet., 274, 252-254.
■ 学会発表 ■
［指定講演］

240.
薫, 香山浩二, 吉村泰典, 野田洋一, 井上正

Komori, S., Kasumi, H., Sakata, K. and Koyama, K.（2006）

人（2006）わが国における生殖補助医療胚培養士の現状.

The role of androgen in spermatogenesis.（Invited）

Journal of Mammalian Ova Research, 23, 176-183.

International Congress on Gamete Biology : Emerging

遠藤

克, 柳田

原田佳世子, 田中宏幸, 辻

芳之, 長田久美子, 香山浩二

（20 0 6）妊婦腟内分泌培養でのUre a pl a s m aの検出－
biotypeの決定と早産との関連－. 日本マイコプラズマ学会

Frontiers in Fertility and Contraceptive Development,
2.22-25, New Delhi, India.
Koyama, K., Itoh, K. a nd Hasegawa, A.（2006）Role
of ma le reproduct ive t ract CD52（m r t CD52）i n

雑誌, 32, 34-35.
［原著］

reproduction.
（Invited）International Congress on

H or i, M., S aw a i, H., Ts uj i, Y., O k a mu r a, H. a nd

Gamete Biology : Emerging Frontiers in Fertility and

Koyama, K.（2006）Bone morphogenetic protein-2

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

counterregulates interleukin-18 mRNA and protein in

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）Contribution of

MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells. Connec. Tissue

zona pellucida proteins to oocytes transition protein

Res., 47, 124-132.

（TP）
（Invited）
.
International Congress on Gamete

Hasegawa, A., Mochida, N., Ogasawara, T. and Koyama,

Biolog y : Emerg i ng Front iers i n Fer t i l it y a nd

K.（2006）Pup birth from mouse oocytes in preantral

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

follicles derived from vitrified and warmed ovaries

Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Possible roles of

followed by in vitro growth, in vitro maturation, and

zona pellucida for follicular maturation and atresia.

in vitro fertilization. Fertil. Steril., 86（Suppl. 4）, 1182-

（Plenary lecture）11th International Symposium of
Immunology of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.

1192.
Kasumi, H., Komori, S., Sakata, K., Ya ma moto, N.,
Yamasaki, T., Kanemura, Y. and Koyama, K.（2006）
Upregulation of macrophage migration inhibitory
factor and colgizzarin by androgen in TM4 mouse

Koyama, K.（2006）Sperm a nt igens a nd i n fert ility.
（Opening speech）2nd EMBIC Summer School, 7.1-4,
Pecs, Hungary.
K o y a m a, K.（ 2 0 0 6）O v a r i a n f a i l u r e i n d u c e d b y
aut oi m mu n it y t o z o n a p el luc id a.（ I nv it e d）4t h

Sertoli cells. Asian J. Androl., 8, 549-554.
Hasegawa, A., Kanazawa, N., Sawai, H., Komori, S. and

European Congress of Reproductive Immunology, 7.5-

Koyama, K.（2006）Pig zona pellucida 2（pZP2）protein

9, Graz, Austria.

does not participate in zona pellucida formation in

［シンポジウム等］
長谷川昭子, 持田菜穂子, Calongos, G., 香山浩二（2006）生

transgenic mice. Reproduction, 132, 455-464.
内田暁子, 堀内

功, 伊藤善啓, 山本尚子, 小森慎二, 香山

浩二（2006）不妊症患者における子宮鏡検査の臨床統計.

47回日本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.
長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣組織の凍結

日本産科婦人科内視鏡学会雑誌, 21, 326-328.
山本尚子, 堀内

殖補助医療に用いられる培養液の検討.（シンポジウム）第

功, 伊藤善啓, 内田暁子, 小森慎二, 霞

弘

保存.（シンポジウム）第24回 日本ヒト細胞学会, 7.29-31,

之, 澤井英明, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）妊娠初期の
自然流産症例における流産絨毛の染色体異常について.

霞

日本受精着床学会雑誌, 23, 218-221.
堀内

功, 伊藤善啓, 福岡

実, 衣田隆俊, 堀

東京.
［一般講演］

理照, 小笠

原利忠, 小森慎二, 香山浩二（2006）子宮筋腫が認められ
たMayer-Rokitansky-Küstner-Hauser syndromeの1例.

宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）当科における更年期外
来の現状. 第6回神戸メノポーズフォーラム, 1.21, 神戸.
田中宏幸, 青木美知, 細田容子, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信
尚史, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）クローン病

日本産科婦人科内視鏡学会雑誌, 22, 180-184.
［症例報告］
武信尚史, 中川昌子, 竹村由理子, 萬代博行, 竹村

弘之, 青木美知, 細田容子, 豊田桃子, 鍔本浩志, 田中

術後妊娠において胎児出血性水頭症をきたした1症例. 第
正, 小笠

原利忠, 香山浩二（2006）高ガストリン血症を呈した卵巣

6回関西出生前診療研究会, 2.18, 大阪.
Uchida, K., Komori, S., Kanazawa, N., Sakata, K. and
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Koyama, K.（2006）Analysis of androgenic effect for

伊藤宏一, 長谷川昭子, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二

expression of transition protein（TP）. International

（2006）マウス雄生生殖器官特異CD52の同種免疫による

Congress on Gamete Biology : Emerging Frontiers

抗体産生と抗体の性状分析. 第58回日本産科婦人科学会

in Fertility and Contraceptive Development, 2.22-25,

学術講演会, 4.21-25, 横浜.
田中宏幸, 青木美知, 伊藤宏一, 原田佳世子, 豊田桃子, 小森

New Delhi, India.
Ao k i, M., H a s eg awa, A., M o ch id a, N., Ko m o r i, S.,

慎二, 香山浩二（2006）当科における止血困難な産科出

Ogasawara, T. and Koyama, K.（2006）Production of

血に対する選択的子宮動脈塞栓術の有用性の検討. 第58

offspring from preantral oocytes in cryopreseved

回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

mouse ovaries. International Congress on Gamete

中西健太郎, 澤井英明, 香山浩二（2006）プロテインチップ

Biolog y : Emerg i ng Front iers i n Fer t i l it y a nd

システムによる羊水中の蛋白質発現プロファイルの分析：

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

正常妊娠と21トリソミーとの比較. 第58回日本産科婦人科

持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存卵

学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

巣から採取してマウス前胞状期卵母細胞由来胚の発生能

澤井英明, 角田千秋, 松尾重樹, 小森慎二, 香山浩二（2006）

について. 第130回日本不妊学会関西支部集談会・第32回

Diastrophic dysplasia sulfate transporter（DTDST）

関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大阪.

g e n eに変異を認めたa t e l o s t e o g e n e s i s t y p e I Iと

堀内

弘之, 武信尚史, 山本尚子, 伊藤

diastrophic dysplasiaの中間的な表現形を示す先天性四

宏一, 中西健太郎, 原田佳世子, 持田菜穂子, 香山浩二

功, 小森慎二, 霞

肢短縮型骨系統疾患の1症例. 第58回日本産科婦人科学

（2006）I V F-E T治療時の卵巣刺激に対する低反応を示

会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

す症例への取り組み. 第130回日本不妊学会関西支部集

Calongos, G., Hasegawa, A. a nd Koyama, K.（ 2006）

談会・第32回関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大

Effects of anti zona pellucida antibodies on follicular

阪.

development a nd oocytes maturat ion of mouse

青木美知, 堀内

功, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）

prea nt ra l fol l icles i n v it ro g row t h a nd i nv it ro
m at u rat ion. 第58回日本産科婦人科学会学術講演会,

出生前画像検査にて十二指腸狭窄症が疑われ出生後に

4.21-25, 横浜.

新生児輪状膵と診断された1症例. 第16回武庫川産婦人科

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）The role of zona

セミナー, 3.18, 西宮.
霞

弘之, 細田容子, 青木美知, 田村知子, 小森慎二, 香山

pellucida proteins in oocyte growth and follicular

浩二（2006）当科における更年期外来の現状. 第2回阪神

development: Study using RNA interference. The

SERM研究会, 4.8, 大阪.

international Ovarian Conference, 5.13, Yokohama.

細田容子, 小森慎二, 霞

弘之, 青木美知, 田村知子, 香山浩

福岡

実, 木下明美, 伊藤宏一, 衣田隆俊, 中西健太郎, 内

二（2006）当科におけるラロキシフェンの使用経験（第2

田暁子, 伊藤善啓, 山本尚子, 武信尚史, 田中宏幸, 小森慎

報）. 第2回阪神SERM研究会, 4.8, 大阪.

二, 香山浩二（2006）脳腫瘍合併妊娠の1例. 第32回阪神

堀内

功, 山本尚子, 武信尚史, 青木美知, 細田容子, 中西

健 太 郎, 霞

弘 之 , 澤 井 英 明 , 小 森 慎 二 , 香 山 浩二

周産期勉強会, 5.18, 西宮.
霞

弘之, 澤井英明, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置
知子, 森

（2006）自然流産症例における絨毛染色体検査の臨床的

崇英, 振津かつみ, 香山浩二（2006）羊水検査

検討. 第58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横

時に認められた16番染色体逆位の遺伝カウンセリングに

浜.

ついて. 第30回日本遺伝カウンセリング学術集会, 5.26-28,

原 田 佳 世 子, 田中 宏 幸, 辻

芳之 , 香 山 浩 二（ 2 0 0 6）

Lactobacillusと早産の関連およびヒト培養羊膜細胞にお

大阪.
霞

弘之, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）マウス

けるLPSの作用の検討. 第58回日本産科婦人科学会学術

精巣のSertoli細胞におけるTranslationally controlled

講演会, 4.21-25, 横浜.

tumor protein（TCTP）の発現に関する検討. 第79回日

武信尚史, 伊藤善啓, 内田暁子, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 香

本内分泌学会学術総会, 5.19-21, 神戸.

山浩二（2006）子宮頸癌術前化学療法（NAC）における

持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存マ

妊孕性温存の可能性について－1B2症例の検討. 第58回日

ウス卵巣由来の未熟卵母細胞からの産仔作出. 第47回日

本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.

長谷川昭子, 澤井英明, 香山浩二（2006）ハムスター同種透

Kasumi, H., Komori, S., Tanaka, H., Horiuchi, I., Sawai, H.

明帯抗原による自己抗体の産生と卵巣機能障害の誘導.

and Koyama, K.（2006）Genetic counseling of a couple

第58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

who had two babies with endocardial fibrolastosis

山本尚子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）マウス

successively. 13t h I nter nat iona l C on ference on

凍結保存卵巣由来前胞状期卵母細胞の培養系における
発育・成熟および産仔の生産. 第58回日本産科婦人科学
会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

Prenatal Diagnosis and Therapy, 5.28-31, Kyoto.
Sawai, H., Komori, S. and Koyama, K.（2006）Prenatal
d i a g n o s i s o f T h a n a t o p h o r i c d y s p l a s i a . 13t h
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International Conference on Preantral Diagnosis and

山本尚子, 堀内

功, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 香山浩二

（2006）バルトリン腺癌による二次性パジェット病の1例. 第

Therapy, 5.28-31, Kyoto.
Hasegawa, A., Ito, K., Mochida, N., Isojima, S. a nd
Koyama, K.（2006）Distribution of male reproductive
trat CD52（M RT-CD52）in huma n sperm a nd its

80回兵庫県産科婦人科学会総会ならびに学術集会, 7.2,
神戸.
衣田隆俊, 木下明美, 原田佳世子, 内田暁子, 武信尚史, 田中

physiological function as a complement inhibitory

宏幸, 霞

factor. 11th International Symposium of Immunology

発症した脳腫瘍合併妊娠の1例. 第80回兵庫県産科婦人

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）妊娠中期に

科学会総会ならびに学術集会, 7.2, 神戸.

of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.
It o, K., H a s e g a w a, A., K o m o r i, S. a n d K o y a m a,

武信尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）クローン

K.（2006）Tissue distribution a nd immunolog ica l

病術後妊娠において胎児出血性水頭症をきたした1症例.

characterization of male reproductive tract CD52

第42回日本周産期・新生児医学会, 7.9-11, 宮崎.

（MRT-CD52）in mice. 11th International Symposium

田中宏幸, 武信尚史, 小森慎二, 香山浩二（2006）妊娠許可

of I m mu nolog y of Repro duct ion, 6.2- 4, Va r n a,

条件を満たさずに妊娠し妊娠継続した生体腎移植後妊娠
の1症例. 第42回日本周産期・新生児医学会, 7.9-11, 宮崎.

Bulgaria.
福岡

実, 内田暁子, 中西健太郎, 伊藤宏一, 山本尚子,

奥

久人, 武信尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二, 野

島道生, 島

博基（2006）妊娠許可条件を満たさず妊娠

し, 出産しえた生体腎移植後妊娠の1症例. 第114回近畿

霞

弘之, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）マウス精

巣のSertoli細胞でのTranslationally controlled tumor
protein（ICTP）の発現の検討. 日本アンドロロジー学会
第25回学術大会, 7.15-16, 石川.
堀内

産科婦人科学会総会, 6.10-11, 奈良.

功, 青木美知, 内田暁子, 伊藤宏一, 中西健太郎, 原

細田容子, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 鍔本浩志, 小笠

田佳世子, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 小森慎二, 香山浩二

原 利 忠 , 香 山 浩二（2 0 0 6）P l a t i n u m±p a c l i t a x e l

（2006）術前に卵巣悪性腫瘍との鑑別が困難であった子

resistant/refractory卵巣癌癌性腹水に対して緩和治療と

宮内膜症性嚢胞の3症例. 第17回近畿エンドメトリオーシ

して腹腔内docetaxel投与を行った3症例. 第114回近畿産

ス・GnRH研究会, 9.2, 大阪.
Tanaka, H., Yamamoto, N., Komori, S. a nd Koyama,

科婦人科学会総会, 6.10-11, 奈良.
青木美知, 山本尚子, 福岡

実, 武信尚史, 鍔本浩志, 小笠

K.（2006）Successful treatment of ectopic pregnancy

原利忠, 香山浩二（2006）高齢婦人科癌患者に対する化

in a cesarean section scar by selective uterine artery

学療法－5年間の検討. 第114回近畿産科婦人科学会総会,

embolization: a case report. The 12th International

6.10-11, 奈良.

Federation of Placenta Associations Meeting, 9.6-9,

内田暁子, 堀内

功, 青木美知, 木下明美, 福岡

実, 衣田

Kobe.

隆 俊 , 鍔 本 浩 志 , 小笠 原 利 忠 , 小 森 慎 二 , 香 山 浩二

堀内

（2006）術前診断として卵巣悪性腫瘍が強く疑われた子

岡

功, 山本尚子, 武信尚史, 持田菜穂子, 霞

弘之, 福

実, 衣田隆俊, 小森慎二, 香山浩二（2006）当院にお

宮内膜症性嚢胞の3症例. 第114回近畿産科婦人科学会総

ける凍結胚移植の臨床成績の検討：自然周期とホルモン

会, 6.10-11, 奈良.

補充周期の比較. 第24回日本受精着床学会総会・学術講

Komori, S., Sakata, K., Kasumi, H., Takenobu, T., Uchida,
K., Fukuoka, M. and Koyama, K.（2006）Analysis of

演会, 9.21-22, 軽井沢.
長谷川昭子, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 武信尚史, 小

effects of androgen on protein profiles in TM4 mouse

林眞一郎（2 0 0 6）抗透明帯抗体により卵巣障害の可能

Sertoli cells by SELDI-TOF mass specrrometry.

性について. 第24回日本受精着床学会総会・学術講演会,

American Society for Reproductiv Immunology, 26th
Anniversary Meeting, 6.15-17, Nashville, U.S.A.

9.21-22, 軽井沢.
持田菜穂子, 霞

弘之, 小森慎二, 山本尚子, 香山浩二, 長谷

川昭子, 繁田

実（2006）マウス体外受精・胚培養および

Harada, K., Tanaka, H., Tsuji, Y. and Koyama, K.（2006）

同一採卵周期によるsequential mediumの評価. 第24回

Analysis of the relationship between ureaplasmal

日本受精着床学会総会・学術講演会, 9.21-22, 軽井沢.

infection and premature delivery. American Society
for Reproductiv Immunolog y, 26th Anniversary

高橋千晶, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子

Meeting, 6.15-17, Nashville, U.S.A.
Nakanishi, K., S awa i, H., Komori, S. a nd Koyama,

（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本

K.（2006）Analysis of protein profileds of amniotic

人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝

fluid in a pregnant woman with a fetus of Down

学会第51回大会抄録集, 143, 2006.）

sy nd rome by S E L DI-T OF m a s s sp ect romet r y.

霞

弘之, 中西健太郎, 堀内

功, 澤井英明, 小森慎二, 香

American Society for Reproductiv Immunology, 26th

山浩二（2006）羊水中の蛋白発現についての検討；プロテ

Anniversary Meeting, 6.15-17, Nashville, U.S.A.

インチップシステムを用いて. 日本人類遺伝学会第51回大

福岡

実, 加藤雅史, 伊藤宏一, 中西健太郎, 伊藤善啓,

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,
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Koyama, K.（2006）Autoimmunity to Zona pellucida

75, 2006.）
澤井英明, 霞

弘之, 小森慎二, 小竹

譲, 衣笠万里, 香

possibly causes Premature Ovarian Failure（POF）.

玄（2006）Achondrogenesis type II /

The 3rd International congress on experimental and

Gypochondrogenesisの3例. 日本人類遺伝学会第51回大

clinical reproductive immunology, 11.15-18, Banff,

山浩二, 西村

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,
霞

Canada.
Fukuoka, M., Harada, K., Tanaka, H., Tsuji, Y., Komori,

75, 2006.）
弘之, 澤井英明, 堀内

功, 田中宏幸, 管原由恵, 三村

S. and Koyama, K.（2006）Analysis of the relationship

博子, 小森慎二, 香山浩二, 玉置知子（2006）心内膜線維

between u reaplasma l i n fect ion a nd premat u re

弾性症（EFE）の児を3回連続して妊娠・出産した夫婦の

d e l ive r y. T h e 3r d I nt e r n a t i o n a l c o n g r e s s o n

遺伝カウンセリング. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1

experimental and clinical reproductive immunology,
11.15-18, Banff, Canada.

回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
福岡

弘之, 小

伊藤宏一, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）CD52

実, 香山浩二（2006）3種類のsequential

抗原の同種免疫による抗体産生と抗体の性状分析. 第21

実, 持田菜穂子, 長谷川昭子, 堀内

森慎二, 繁田

功, 霞

mediumを用いた体外受精・胚培養系の検討. 第131回日
澤井英明, 霞

弘之, 堀内

功, 小森慎二, 香山浩二（2006）

認定遺伝カウンセラー養成と生殖医療領域における役割
の紹介. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木
山琢雄, 野島道生, 山本新吾, 島
功, 霞

の発育・成熟におよぼす卵透明帯抗体の影響. 第21回日
本生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
武信尚史, 長谷川昭子, 小林眞一郎, 香山浩二（2006）雌性
生殖組織におけるCD52の存在. 第21回日本生殖免疫学

10, 大阪.

内

回日本生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
Calongos, G., 長谷川昭子, 香山浩二（2006）卵胞と卵母細胞

本不妊学会関西支部集談会, 10.28, 大阪.

透, 樋口喜英, 丸

博基, 持田菜穂子, 堀

会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
小 森 慎 二 , 阪 田 和 子, 霞

弘 之 , 田中 宏 幸, 香 山 浩二

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）クライン

（2006）アンドロゲンによるSertoli細胞でのmacrophage

フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討.

i n h i b it o r y f a c t o r（M I F）およびTr a n s l a t i o n a l l y

第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.

controlled tumor protein（TCTP）の発現への影響に

長谷川昭子, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 武信尚史, 小

森慎二, 香山浩二（2006）雌性生殖器官におけるCD52
の発言と局在. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会,

12.2-3, 東京.
長谷川昭子, 山本かおり, 持田菜穂子, 繁田

実, 香山浩二

（2006）Human CD52の抗補体作用について. 第21回日本

11.8-10, 大阪.
堀内

関する検討. 第21回日本生殖免疫学会総会・学術集会,

功, 山本尚子, 武信尚史, 霞

弘之, 持田菜穂子, 小森

慎二, 香山浩二（2006）当院で経験した婦人科悪性腫瘍
に対して妊孕性温存治療を行った挙児希望患者4例. 第51

生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
原田佳世子, 田中宏幸, 辻

芳之, 長田久美子, 香山浩二

（2006）Ureaplasmaと早産の関連およびUreaplasmaリポ
蛋白の作用の検討. 日本性感染症学会第19回学術大会,

回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.
Calong os, G., 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）

12.9-10, 金沢.

Urinary pure FSHとrecombinant FSHのマウス卵胞in
vitro発育における比較. 第51回日本生殖医学会総会・学

臨床遺伝部

術講演会, 11.8-10, 大阪.
木下明美, 内田暁子, 山本尚子, 武信尚史, 田中宏幸, 霞

弘

之, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）反復して心内
膜線維弾性症の児を妊娠・出産した1症例. 第115回近畿
産科婦人科学会学術集会, 11.12, 大阪.
衣田隆俊, 堀内

■ 学術論文 ■
［総説］
澤井英明, 霞

弘之, 田中宏幸, 堀内

功, 小森慎二, 香山
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浩二（2006）不妊治療とくに顕微授精による妊娠の遺伝

藤宏一, 中西健太郎, 原田佳世子, 小森慎二, 香山浩二
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鍔本浩志, 武信尚史, 福岡

Shimada, A., Tsuzuki, M., Keino, H., Satoh, M., Chiba,
実, 木下明美, 衣田隆俊, 小笠
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原利忠, 香山浩二（2006）子宮頸癌IB2に対して術前化学

vulnerability to dendritic retraction in prefrontal

療法（NAC）により妊孕能温存を試みた2症例. 第115回

neurones of ageing SA M P10 mouse: a model of

近畿産科婦人科学会学術集会・腫瘍研究部会, 11.12, 大

cerebral degeneration. Neuropathol. Appl. Neurobiol.,

阪.
Kinoshita, A., Tanaka, H., Komori, S., Hasegawa, A. and

32, 1-14.
Saitoh, Y., Sa koda, T., Hazama, M., Funa koshi, H.,
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Ikeda, H., Shibano, A., Yajin, S., Yoda, S., Dake, Y.,
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玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦（2006）遺伝カウン

otoacoustic emissions in newborn infants: Effects of

セリングと個人情報保護.（教育講演）第24回日本染色体

ear asymmetry, gender, and age. J. Otolaryngol., 35,
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the Japanese association for choromosome and gene
analysis, 24, 15, 2006.）
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Hosokawa, M.（2006）Sensory system-predominant
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association for choromosome and gene analysis, 24, 5,
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system. Neuroscience, 141, 917-927.
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功, 伊藤善啓, 内田暁子, 小森慎二, 霞
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齊藤優子, 早川和代, 池田浩己, 硲田猛真, 間三千夫, 芝

自然流産症例における流産絨毛の染色体異常について.

埜 彰, 輿田茂利, 船越宏子, 北野博也, 榎本雅夫（2006）

日本受精着床学会雑誌, 23, 218-221.

21番染色体部分モノソミーの1症例. 第26回臨床細胞分
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SAMに関する実験的研究132. 学習記憶障害モデルマウ

和歌山医療センター）における新生児聴覚スクリーニング

スにおけるプロテオグリカンの局在異常に関する研究. 第

後の精密聴力検査. Audiology Japan, 49, 423-424.

95回日本病理学会総会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会会

美映, 池田浩己, 芝埜

硲田猛真, 中原

啓, 間三千夫, 齊藤優子, 福辻賢治, 山西

美映, 池田浩己, 芝埜

彰, 榎本雅夫, 北野博也（2006）

誌, 95, 316, 2006.）
千葉陽一, 島田厚良, 佐藤

衛, 齊藤優子, 河村則子, 慶野裕

補聴器 装用開始後 M C Lは変化するか？. A u d i o l o g y

美, 細川昌則, 清水孝雄（2006）神経系ロイコトリエンA4水

Japan, 49, 507-508.

解酵素とカルレチニンの共局在. 第95回日本病理学会総

中原

啓, 硲田猛真, 間三千夫, 齊藤優子, 芝埜

彰, 池田

会, 4.30-5.2, 東京.（日本病理学会会誌, 95, 315, 2006.）

浩己, 福辻賢治, 山西美映, 北野博也, 榎本雅夫（2006）

玉置知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原由恵, 三村

当科補聴器 外来で発見された補聴器の誤販売例につい

博子, 霞 弘之, 斉藤優子, 振津かつみ, 高橋千晶（2006）

て. Audiology Japan, 49, 515-516.

匿名化システム導入と臨床遺伝部の役割. 第30回日本遺

間三千夫, 硲田猛真, 中原
美映, 池田浩己, 芝埜

啓, 齊藤優子, 福辻賢治, 山西

彰, 榎本雅夫, 河野

伝カウンセリング学会学術集会, 5.26-28, 大阪.（日本遺伝

淳, 北野博

也（2 0 0 6）2歳以下で人工内耳を装用した幼児3症例の

カウンセリング学会誌, 27, 59, 2006.）
霞

弘之 , 澤井英明 , 管原由恵 , 三村博子 , 小森慎二 , 玉

臨床検 討－術前・術後の行動学的変化を中心にして－.

置（橋本）知子 , 森

Audiology Japan, 49, 679-680.

羊水検査時に認められた 16 番染色体逆位の遺伝カウン

■ 学会発表 ■
［指定講演］
霞

弘之（2006）染色体のカウンセリングについて.（特別講
演）第5回尼崎地区産婦人科疾患勉強会, 5.25, 尼崎.

玉置知子（2006）細胞周期とがん治療のストラテジー.（特別
講演）第13回泌尿器科臨床研究会, 6.23, 大阪.
玉置知子（2006）遺伝カウンセリング（特別講演）
.
西宮市小

崇英 , 振津かつみ , 香山浩二
（2006）

セリングについて . 第 30 回日本遺伝子カウンセリング学会
学術集会 , 5.26-28, 大阪 .
Kasumi, H., Komori, S., Tanaka, H., Horiuchi, I., Sawai, H.
and Koyama, K.（2006）Genetic counseling of a couple
who had two babies with endocardial fibrolastosis
successively. 13t h I nter nat iona l C on ference on
Prenatal Diagnosis and Therapy, 5.28-31, Kyoto.
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由恵, 三村博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋

モデルマウスを用いた中枢神経細胞の加齢変性における

千晶（2006）個人情報保護法について臨床遺伝部の役割.

neuroinflammationの役割の検討－ミクログリアの加齢変

日本人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類
遺伝学会第51回大会抄録集, 144, 2006.）

化－. 第29回日本基礎老化学会, 6.15-16, 長崎.（基礎老化
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ルとした脳の老化変性に関わる遺伝子の探索. 第29回日

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,

島田厚良, 慶野裕美, 森

政之, 樋口京一, 佐藤

191, 2006.）

本基礎老化学会, 6.15-16, 長崎.（基礎老化研究, 30, 41,
霞

2006.）

弘之, 中西健太郎, 堀内

功, 澤井英明, 小森慎二, 香

衛, 河村則子, 齊藤優子, 慶
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野 裕美, 熊谷直子, 吉川圭介, 長谷川さなえ, 細川昌則

インチップシステムを用いて. 日本人類遺伝学会第51回大

（2006）S A M P10マウス大脳皮質由来神経細胞の初代

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,

培養系の確立. 第21回老化促進モデルマウス（SAM）研

75, 2006.）
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澤井英明, 霞
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齊藤優子, 松井

聖, 佐野

統, 玉置知子（2006）遺伝性血

ける神経細胞周囲網の異常. 第21回老化促進モデルマウス

管性浮腫（C1 inhibitor欠損症）家系の遺伝子診断. 日本
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玉置（橋本）知子, 山本義弘, 振津かつみ, 古山順一（2006）

川昌則（2006）Neuroinflammation in SAMP10 mice,

兵庫医科大学における人類遺伝学カリキュラム. 日本人類

a spont a neous neu rodegenerat ion model –Age

遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会

associated changes in microglia–. 第36回日本免疫学会

第51回大会抄録集, 144, 2006.）

総会・学術集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学
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柳

術集会記録, 36, 148, 2006.）

秀憲, 野田雅史, 小坂

見匡迪, 下山

正, 福田能啓, 田村和民, 里

孝（2006）クローン病患者に対する栄養療

法が再手術率に与える影響についての検討. 機能性食品

臨床栄養部

と薬理栄養, 3, 402-405.
中村真理子, 瀧北佳代, 仲間

雨海照祥, 井上善文, 大谷

順, 大村健二, 小山

一, 志賀英敏, 正田良介, 曹
山内

論, 桜井洋

英樹, 福田能啓, 宮田

剛,

健（2006）静脈経腸栄養ガイドライン－静脈・経腸

栄養を適正に実施するためのガイドライン－, 第2版,（日本
静脈経腸栄養学会

健, 小坂

正, 堀

和敏（2006）

クローン病の栄養療法時にみられる問題点とその対策. 消

長期HEN施行患者を交えた患

栄谷直美, 福田能啓（2006）便中Helicobacter pylori抗原測

健, 大西国夫, 日下

剛, 福田能啓, 松本

譽之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の免
疫調節効果. 消化器と免疫, 42, 110-112.
Fukuda, Y., Tao, Y., Tomita, T., Hori, K., Fukunaga,

化器科, 42, 200-210.
井上裕香子, 荒木一恵, 三野幸治, 福田能啓（2006）食事療
クローン病・潰瘍性大腸炎患者さんの実際の食事.

福田能啓, 荒木一恵, 森不二子, 三野幸治, 栄谷直美, 富田
寿彦（2 0 0 6）臨床栄養の観点からみた診 療ガイドライ
Crohn病の栄養療法. 医学のあゆみ, 218, 459-464.

田中淳二, 富田寿彦, 江崎弘彦, 吉田幸治, 的場美佳, 小
和敏, 山村

K., Nog uchi, T., Hayashi, T., Shimoyama, T. a nd
Takahashi, R.（2006）A traditional Japanese medicine
mitigates TN BS-induced colitis in rats. Scand. J.

難病と在宅ケア, 12, 33-37.

正, 堀

和敏, 福田

者指導. 機能性食品と薬理栄養, 3, 364-366.

横山陽子, 福永

福田能啓, 富田寿彦, 福永

坂

成分栄養療法支援体制

正, 堀

孝（2006）クローン病患者の在宅

426-431.

［総説］

ン

能啓, 田村和民, 下山

定キットによる診断の実際. Helicobacter Research, 10,

編集）, 南江堂, 東京.

■ 学術論文 ■

法

薫, 畠本淳子, 小倉由美子, 山

田繁代, 田中淳二, 富田寿彦, 小坂

■ 著書 ■

誠, 福田能啓, 田村和民, 里見

Gastroenterol., 41, 1183-1189.
■ 学会発表 ■
［一般講演］
村井

和, 畑

伸弘, 木下幾晴, 沢田

蓮風, 小坂

正, 福田能啓, 川嶋

勉, 高橋道知, 藤本

朗（2006）炎症性腸疾

孝（2006）クローン病の下痢症状に対する胆

患に鍼・漢方薬治療が奏効した4症例. 第104回日本内科

汁酸吸着剤の使用経験. 機能性食品と薬理栄養, 3, 359-

学会総会, 4.3-5, 大阪.（日本内科学会雑誌, 95（Suppl.）,

匡迪, 下山

176, 2006.）

361.
坂上

隆, 神野良男, 中嶋一彦, 川添智太郎, 福田能啓, 松

樋田信幸, 堀

和敏, 應田義雄, 福永

本譽之, 三輪洋人（2006）H.pylori以外のヘリコバクター

下

感染症

型潰瘍性大腸炎の長期経過例に合併した虫垂癌の1例.

Helicobacter hepaticusと肝疾患・炎症性腸疾患.

福田能啓（2006）クローン病患者の日常生活の注意と食事
隆（2006）病気のは

健, 横山陽子, 大西国夫, 日下

正, 富田寿彦, 松本譽之, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉

田幸治, 福田能啓, 辻川知之, 渡辺憲治, 伊藤裕章（2006）
クローン病のInf liximab投与におけるクリニカルパス導入

なし・胃癌. 検査と技術, 34, 1374-1380.
福永

器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A270, 2006.）
小坂

管理. 日本医事新報, 4309, 92-93.
和敏, 坂上

正, 福田能啓, 松本譽之（2006）全大腸炎

第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化

EBMジャーナル, 7, 760-763.

福田能啓, 富田寿彦, 堀

剛, 小坂

健, 大西国夫, 日

剛, 福田能啓, 三輪

洋人, 松本譽之（2006）急性期潰瘍性大腸炎患者に対す
るLCAPの免疫学的即時効果の経時推移. 消化器と免疫,

の意義. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日
本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A243, 2006.）
小野雅美, 村上和成, 高橋良樹, 中林夏子, 福田能啓, 藤岡
利 生（ 2 0 0 6 ）新し い モノクロー ナル 抗 体 を用 い た

42, 117-120.

Helicobacter hepaticus感染の血清学的解析. 第92回日本

［原著］
Fukunaga, K., Fukuda, Y., Yokoyama, Y., Ohnishi, K.,
Kusaka, T., Kosaka, T., Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H.
and Matsumoto, T.（2006）Activated platelets as a

消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑
誌, 103（Suppl.）, A180, 2006.）
福永

健, 横山陽子, 戸澤勝之, 應田義雄, 樋田信幸, 大西

possible early marker to predict clinical efficacy of

国夫, 日下

leukocytapheresis in severe ulcerative colitis patients.

潰瘍性大腸炎患者における末梢血CD25H igh+CD 4+

J. Gastroenterol., 41, 524-532.

およびC D2 8 - C D 4+T細胞発 現

片岡優実, 田尻由美, 藤原登美子, 平川弘美, 富田寿彦, 小
坂

正, 福田能啓（2006）妊娠を契機に経腸栄養療法に

対する意欲が向上したクローン病患者の1例. 機能性食品
基, 中 村 光 宏,

顆粒球吸 着療法の

即時的修飾効果. 第92回日本消化器病学会総会, 4.2022, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A859,
2006.）
野口敬康, 陶

と薬理栄養, 3, 415-417.
池 内浩 基, 山村 武平, 中 埜 廣樹 , 内野

剛, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（2006）

陽, 青木南都子, 窪田武士, 大村武雄, 白澤

榮一, 高橋良樹, 福田能啓（2006）炎症性腸疾患動物モデ

兵庫医大業績録（2006）
ルに対するアスペルギルス・オリゼーNK菌麹の効果. 第60
回日本栄養食糧学会大会, 5.19-21, 静岡.（日本栄養・食糧
学会60回講演要旨集, 188, 2006.）
吉田幸治, 堀

和敏, 田村和朗, 津田聡司, 福田小百合, 西

上隆之, 三輪洋人, 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之（2006）
胃に発生した若年性ポリポーシス症の1例. 第12回日本
家族性腫瘍学会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族性腫瘍, 6
（Suppl.）, A48, 2006.）
下山

克, 高橋良樹, 福田能啓（2006）TN B S誘発マウス

大 腸炎モデルの腸管免疫へ及ぼ すプロバイオティクス
麹（N K菌麹）含有製剤の影響. 第61回日本大腸肛門病
学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59
（Suppl.）, 617, 2006.）
福田能啓, 池内浩基, 下山

克, 山村武平（2006）マウス・

マクロファージのサイトカイン発現に及ぼ すプロバイオ
ティクス麹含有製剤の影響. 第61回日本大腸肛門病学会
総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 616,
2006.）
高橋留佳, 宮本純子, 荒木一恵, 安井富美子, 三野幸治, 矢
吹浩子, 野口一馬, 児島正道, 舛谷元丸, 小谷穣治, 堤千
佳子, 福田能啓（2006）NST介入により栄養改善を認めた
1症例－管理栄養士の立場から－. 第26回兵庫臨床栄養
研究会, 11.18, 神戸.
■ その他 ■
荒木一恵（2006）クローン病の楽しみ方. 第3回奈良市民公
開講座, 6.18, 奈良.
福田能啓（2006）腸内環境からみたクローン病の治療方針.
第13回富山県IBD研究会, 7.22, 富山.
三野幸治（2006）腸内環境からみたクローン病の栄養・食事
管理. 第13回富山県IBD研究会, 7.22, 富山.
三野幸治（2006）栄養士の立場から－肝がんにならないた
めの食事とは－. 第3回県民医療公開講座, 10.7, 神戸.
三野幸治（2006）腎臓病教室における各職種の役割と患者
指導のポイント－栄養士の立場から－. 第10回北部九州腎
と薬剤研究会記念大会, 10.20, 小倉.
三野幸治（20 06）栄養講座Q&A－秋の透析食－. きぼう,
94, 10-11.
荒木一恵（2006）潰瘍性大腸炎の栄養・食事療法. 第9回富
山県IBDの友の会, 10.29, 富山.
福田能啓, 富田寿彦, 堀

和敏, 荒木一恵, 三野幸治（2006）

プロバイオティクス・麹はNUD患者の臨床症状を改善させ
る. 腸内細菌学雑誌, 20, 185-186.
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導業務において患者の現薬物治療を知るための薬剤情報

中央部門

資料について. 第16回日本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金
沢.（講演要旨集, 321, 2006.）

薬

剤

部

高橋佳子, 倉本美佳, 橋本

肇, 門林宗男（2006）抗菌薬の

適正使用へのクリニカルパス適用と薬剤師の役割－経尿
■ 著書 ■
門林宗男
務

道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）における実績－. 第16回
監修（2006）日本病院薬剤師会

実務実習指導要綱,（日本病院薬剤師会

病院薬剤師会薬学教育委員会
門林宗男, 室

病院薬剤業
監修, 日本

編）, じほう, 東京, 1-223.

親明（2006）調剤－注射薬－. 薬剤師の臨床

業務に役立つ情報活用法, 改訂版,（折井孝男

監修）, エ

ルゼビア・ジャパン, 東京, 60-66.

日本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.（講演要旨集, 386,
2006.）
木 村 知 行, 柳 井 美 奈, 室

親明, 橋本

肇 , 門 林宗 男

（2006）ハイリスク医薬品の安全使用情報提供を目指した
院内医薬品集の編集. 第16回日本医療薬学会年会, 9.3010.1, 金沢.（講演要旨集, 401, 2006.）

■ 学術論文 ■

柳井美奈, 山下典子, 中村綾奈, 田中邦佳, 新藤三枝, 橋本

［総説］

肇, 濵口常男, 門林宗男（2006）病棟薬局における注

門林宗男（2006）臨床研究の種類と手法－業務分析に関す
る研究の進め方. 月刊薬事, 48, 1225-1232.
■ 学会発表 ■

射剤調剤業務の展開. 第16回日本医療薬学会年会, 9.3010.1, 金沢.（講演要旨集, 438, 2006.）
辰己純代, 福村敬子, 倉本美佳, 高橋佳子, 篠原由貴, 濵口

［シンポジウム等］

常男, 多河典子, 小林吉晴, 門林宗男（2006）当院における

門林宗男（2006）病院における長期実務実習の実施に向け

深在性真菌症に対する抗真菌薬の適正使用と経済効果

て.（パネルディスカッション）第27回日本病院薬剤師会近

の検討. 第16回日本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.（講

畿学術大会, 1.28-29, 和歌山.（プログラム及び講演要旨
集, 68, 2006.）

演要旨集, 500, 2006.）
倉本美佳, 高橋佳子, 濵口常男, 門林宗男（2006）当院にお

［一般講演］

ける抗M R S A薬の適正使用への薬剤師の関与. 第16回

M is i m a, H. a nd K a dob aya sh i, M.（ 20 0 6）P r a c t ic a l
operation of a document delivery system for medicine
information, which used a hospital web-based system

日本医療薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.（講演要旨集, 507,
2006.）
篠原由貴, 畑中禄子, 橋本

肇, 門林宗男（2006）糖尿病

in risk management side. Asia Pacific Association for

チームカンファレンスへの薬剤師の関与. 第16回日本医療

Medical Informatics 2006, 10.27-30, Taipei, Republic

薬学会年会, 9.30-10.1, 金沢.（講演要旨集, 530, 2006.）
■ その他 ■

2006.）

鎌田

室

of China.（Journal, Magazine, Conference, Book, 276,
親明, 藤澤浩美, 合田昌子, 山下典子, 濵口常男, 門林
宗男（2006）外来化学療法における薬剤師の支援. 第27
回日本病院薬剤師会近畿学術大会, 1.28-29, 和歌山.（プ
ログラム及び講演要旨集, 175, 2006.）
井上千亜紀, 小暮俊明, 鎌田

彩（2006）中和作用による酸化マグネシウム製剤の品

質評価. 兵庫県病院薬剤師会平成17年度第2回実務研修
会, 3.11, 篠山.
門林宗男（2006）妊婦・授乳期における服薬指導の注意点.
川西薬剤師会研修会, 9.9, 川西.

彩, 辰見明俊, 田中邦佳, 竹

畑中禄子（2006）腎臓病教室における各職種の役割と患者

下治範, 濵口常男, 多河典子, 小林吉晴, 門林宗男（2006）

指導のポイント. 第10回北部九州腎と薬剤研究会, 10.20,

酸中和を用いた市販酸化マグネシウム錠の簡便な溶出試
験法について. 日本薬学会第126年会, 3.28-30, 仙台.（要

小倉.
門林宗男（2006）医療事故防止対策の充実－患者持参薬に

旨集2, 214, 2006.）

よる事故防止. 兵庫県薬剤師会研修会, 11.5, 豊岡.

浅田昌輝, 金田由美, 濱田

文, 小野淳一郎, 浅野由美, 竹

田洋樹, 森田直子, 大塚欣敏, 柳井美奈, 谷澤隆邦（2006）

室

親明（2006）抗がん剤調製実習. 兵庫県病院薬剤師会

中小病診研修会, 12.9, 西宮.

再生不良性貧血（最重症型）に対しタクロリムス経口3分
割投与にて非血縁者間骨髄移植を施行した1例. 第28回日

看

本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（日本造血細胞
移植学会総会雑誌, 184, 2006.）
藤澤浩美, 合田昌子, 辰見明俊, 室

親明, 濵口常男, 門林

宗男（20 0 6）がん化学療法における薬物治療情報の構

護

部

■ 著書 ■
片岡優実（2006）クローン病の人の看護. 実践看護技術学習

成と有用性. 第14回クリニカルファーマシーシンポジウム,

支援テキスト成人看護学Ⅱ,（佐藤禮子

7.15-16, 大阪.（講演要旨集, 227, 2006.）

協会出版会, 東京, 167-184.

塩谷明子, 高橋佳子, 篠原由貴, 木村知行, 宮崎美貴子, 山下
典子, 田中邦佳, 橋本

肇, 門林宗男（2006）薬剤管理指

■ 学術論文 ■
［総説］

監修）, 日本看護

173

兵庫医大業績録（2006）
宇都宮明美, 岸本裕允（2006）覚えておこう！口腔ケア10の
鉄則. Expert Nurse, 22, 115-119.
岡崎美智子, 岸本裕允（2006）なかなか口腔ケアをさせてく
れない患者さん. Expert Nurse, 22, 120-121.
阿部昌世, 岸本裕允（2006）口腔乾燥がひどく, 汚れをとりに
くい患者さん. Expert Nurse, 22, 122-123.
桑田一郎, 岸 本 裕允（2 0 0 6）意 識 障害のある患者さん.
Expert Nurse, 22, 124-125.
木本洋一, 岸本裕允（2006）人工呼吸器装着中の患者さん.
Expert Nurse, 22, 126-127.
藤本知会理, 岸本裕允（2006）経管栄養を施行中の患者さ
ん. Expert Nurse, 22, 128-129.
林

直己, 窪

浩子, 岸本裕允（2006）化学療法および放

射線治療で口内炎がひどい患者さん. Expert Nurse, 22,
130-131.
中村由香, 岸本裕允（2006）化学療法の副作用の歯肉出血
で口腔ケアが難しい患者さん. Expert Nurse, 22, 132-

日吉理恵, 小牧よし子, 吉田聖名子, 緋田裕美子（2006）骨
盤リンパ節郭清術後の早期リンパ浮腫に対する肩回旋
＋腹式呼吸の効果. 第20回日本がん看護学会学術集会,
2.11, 福岡.
園田由香子, 西田淳子, 石本麻衣子, 一木

薫（2006）手指

衛生遵守率による手指衛生教育効果の検討. 第21回日本
環境感染学会学術集会, 2.24, 東京.
杭田典子, 高城恵美子, 柏

裕子（2006）高次脳機能障害に

関する看護師の認識調査. 兵庫県看護協会西阪神支部看
護実践研究会, 3.2, 西宮.
田邊真澄, 高田育江, 宇都宮明美（2006）クリティカルケア
領域における倫理的ジレンマ. 第33回日本集中治療医学
会学術集会, 3.2, 大阪.
小西尚美（2006）小児在宅医療における連携と調整. 周産期
医療事例検討会, 3.25, 西宮.
平川弘美（2006）地域連携を目指した癌集学的治療. 第8回
阪神消化器・乳癌化学療法研究会, 5.20, 尼崎.

133.
谷本貴子, 矢吹浩子, 岸本裕允（2006）嚥下障害がある患者
さん. Expert Nurse, 22, 134-135.
藤岡多賀子, 岸本裕允（2006）認知症の患者さん. Expert
Nurse, 22, 136-137.
高比良法子, 湯浅真裕美（2006）吐血・下血・血便・嘔吐・下
痢，症状別ナーシングガイド. こどもケア, １, 49-59.
宇都宮明美（2006）呼吸ケアラウンドで見えてきた課題. 感
染と消毒, 13, 46-47.
宇都宮明美（2006）呼吸ケアチーム活動の現状と将来. 人工
呼吸, 23, 50-53.
宇都宮明美, 伊藤真理, 栗原早苗, 能芝範子（2006）循環器
緊急時のアセスメントと対応. ナースセミナー, 27, 16-24.
宇 都 宮 明 美（ 2 0 0 6 ）呼 吸 器 救 急 患 者 の 看 護 .
EMERGENCY CARE, 19, 30-37.
山口智子, 辻岡靖子, 野島道生（2006）化学療法中の口内炎
予防に対する小柴胡湯を用いた含嗽療法の検討. 泌尿器
ケア, 11, 1089-1091.
矢吹浩子（2006）N S Tスタッフとしての看護師の役割と展
望. 臨床外科, 61, 1329-1334.
宇都宮明美（2006）JR西日本列車転覆事故. 臨床看護, 32,
1936-1939.
山田繁代（2006）
「栄養管理実施加算」に伴う看護師の役
割. 消化器外科Nursing, 11, 1129-1133.
［症例報告］
片岡優実, 田尻由美, 藤原登美子, 平川弘美, 富田寿彦, 小
坂

［一般講演］

正, 福田能啓（2006）妊娠を契機に経腸栄養法に対

する意欲が向上したクローン病患者の1例. 機能性食品と
薬理栄養, 3, 415-417.
■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］

藤原裕介, 高橋建司（2006）隔離拘束解除に長時間かかっ
た統合失調症患者への対応. 第37回日本看護学会

精神

看護, 7.18, 仙台.
山中リカ, 市川恵理, 高田三佳（2006）大学病院での母子異
室制における実態調査. 第37回日本看護学会

母性看護,

7.24, 横浜.
山田明美（2006）専門看護師・認定看護師活動に対する看
護管理者の支援と活用の検討. 第10回日本看護管理学会
年次大会, 8.25, 東京.
湯浅真裕美, 高比良法子（2006）医療処置の必要な小児の
退院支援に関する小児病棟看護師の認識と役割. 第37回
日本看護学会

小児看護, 9.21, 広島.

藤田朝子, 馬渕佐奈恵, 三又美和（2006）薬剤の自己調節・
怠薬が原因で入退院を繰り返す患者に対する一考察. 日
本精神科看護技術協会看護研究発表会, 10.6, 神戸.
小西尚美（2006）エタネルセプト（エンブレル）自己注射指
導の実際. 第4回阪神リウマチ治療研究会, 10.12, 尼崎.
松田美恵, 関矢美世子, 藤本陽子, 宇都宮明美（2006）手術
室における器械紛失の原因調査. 第20回日本手術看護学
会, 10.27, 千葉.
藤本陽子, 木村幸子, 安藤寛美, 熊倉和子（2006）手術室に
おけるシュミレーショントレーニングは, 手術室危機管理
体制の評価と見直しに役立つ. 第28回日本手術医学会総
会, 11.1, 大阪.
大西瑞枝, 山田裕基, 高橋仁美（2006）看護師の災害危機
管理体制マニュアルに対する認識調査. 第8回日本救急看
護学会, 10.20, 会津若松.
矢吹浩子（2006）食道切除誤嚥下障害への援助. 第10回看
護における栄養管理技術研究会, 10.21, 大阪.
伊勢木祐紀子（2006）血液透析導入患者の看護指導の実

宇都宮明美（2006）ICUにおける災害看護の現状と課題.（シ

態調査. 第9回日本腎不全看護学会学術集会, 11.11, 仙台.

ンポジウム）第33回日本集中治療医学会学術集会, 3.2, 大

矢吹浩子, 坂本由佳（2006）TKA後リハビリテーションにお

阪.

ける患者参加型クリニカルパスの検討. 第7回日本クリニカ
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ルパス学会学術集会, 11.17, 熊本.
渡辺由美子, 金本

光（2006）ハイリスク児を持った家族へ

の退院指導のあり方を考える. 第16回日本新生児看護学
亮, 村木健輔, 本田美緒, 宇都

宮明美（2006）看護師のACL S受講に対する認識・促進
要因・阻害要因について. 第3回日本循環器看護学会学術
集会, 11.24, 名古屋.
■ その他 ■
矢吹浩子（2006）NSTを成功に導く.（インタビュー）週刊医
学界新聞, 1-3.
宇都宮明美, 千島佳也子（2006）JR西日本脱線事故被害者
を受け入れた兵庫医科大学病院看護部.（インタビュー）看
護教育, 47, 121-128.
宇都宮明美（2006）災害看護の実際.（講師）災害看護の基
礎知識と実際, 4.26, 神戸（日本看護協会神戸研修セン
ター）.
宇都宮明美（2006）フィジカルアセスメント.（講師）市立奈
良病院院内研修, 5.18, 奈良.
宇都宮明美（2006）災害看護.（講師）堺看護専門学校特別
講演, 6.3, 堺.
片岡優実（2006）病院内の看護連携の現状と課題.（講師）
第1回阪神CDE看護セミナー, 8.6, 神戸.
窪岡由祐子（2006）病院内の看護連携の現状と課題.（ 講
師）第1回阪神CDE看護セミナー, 8.6, 神戸.
矢吹 浩 子（2 0 0 6）栄養管 理について看護師が 果たす 役
割.（講師）医療薬学フォーラム, 7.15, 大阪.
平川弘美（2006）病院における外来化学療法センターのあり
方.（講師）第15回HIT研究会, 8.25, 神戸.
片岡優実（2006）地域連携としてのHIT.（講師）第15回HIT
研究会, 8.25, 神戸.
片岡優実（2006）エンブレル自己注射指導のポイント.（講
師）第1回奈良エンブレル自己注射セミナー, 9.9, 奈良.
小西尚美（2006）関節リウマチ患者への看護について.（講
師）第1回奈良エンブレル自己注射セミナー, 9.9, 奈良.
山田明美（2006）ヘルスケア提供システム論.（講師）兵庫県
看護協会

山田明美（2 0 0 6）人的資源活用論.（ 講師）福岡県看護協
会

認定看護管理者セカンドレベル研修, 12.2, 福岡.

日吉理恵（2006）効果的なリンパドレナージの知識と具体的

会, 11.27, 大宮.
雑賀逸平, 大西瑞枝, 佐野

看護協会研修会, 11.29, 神戸.

認定看護管理者ファーストレベル研修, 9.20,

神戸.
高比良法子（2006）手術前後の子供たち.（講師）第42回日
本小児外科学会近畿地方会, 8.26, 西宮.
宇都宮明美（2006）クリティカル領域における専門看護師活
動.（講師）長野県立こども病院研修, 10.11, 長野.
矢吹浩子（2006）NSTにおける看護師の役割.（講師）日本
看護協会神戸研修センター, 11.7, 神戸.
小西尚美（2006）関節リウマチ患者への看護について.（講
師）リウマチ看護について話ししましょう会, 11.11, 堺.
片岡優実（2006）関節リウマチ患者への看護について.（講
師）リウマチ看護について話ししましょう会, 11.11, 堺.
矢吹浩子（2006）大学病院における栄養サポートチーム.（講
師）日本外科学会卒後教育セミナー, 11.11, 広島.
山田明美（2006）プリセプターの知識・技術.（講師）兵庫県

なケアを学ぶ.（講師）神戸在宅ケア研究所研修会, 12.9,
神戸.
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共同利用施設
動物実験施設
■ 学会発表 ■
［一般講演］
Maeda, S., Kuwahara, S., Ito, H., Tanaka, K., Hayakawa,
T. and Seki, M.（2006）Localization of aquaporin-8 in
the podocytes of the pre-and postnatal musk shrews
（Suncus murinus）. The 1st Conference of Asian
Association of Veterinary Anatomists, 3.19-21, Tsukuba.
（日本獣医学会学術集会141回講演要旨集, 189, 2006.）
前田誠 司 ,
関

原佐 知 , 伊東 久 男, 田中宏 一, 早川

徹,

真（2006）スンクス腎糸球体発生過程における水

チャンネルAQP8の発現について. 弟111回日本解剖学会
総会・全国学術集会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81
（Suppl.）, 178, 2006.）
■ その他 ■
伊東久男, 古舘専一, 長尾静 子, 安藤隆一郎, 林

一彦

（2006）動物実験実施者に対する教育（講習会・研修会
等）の実施状況に関するアンケートの集計結果. 公私立大
学実験動物施設協議会記録, 13, 293-302.
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大平順之, 武西友幸, 中田

中央施設

文, 亀井理生, 髙山

舞, 丸山

今日子, 冨加見教男, 川崎由紀, 木村政義（2006）血液浄
化療法における抗凝固薬注入に関する検討. 第17回日本

臨床工学室

急性血液浄化学会学術集会, 10.6-7, 広島.（第17回日本急
性血液浄化学会学術集会抄録集, 91, 2006.）

■ 著書 ■

大平順之, 武西友幸, 亀井理生, 髙山

木村政義（2006）M E室の業務

24時間対応の実際. M E

室ハンドブック（
, （社）日本臨床工学技士会

編）, じほう,

東京, 132-134.

の有用性. 第44回日本人工臓器学会大会, 10.31-11.2, 横
浜.（人工臓器, 35, S145, 2006.）

木村政義（2006）N PPVに必要な器具
ザー. 実践！N PPV,（丸川征四郎

加湿器, ネブライ

冨加見教男（2006）新生児・小児用人工呼吸器ランニング

編）, 総合医学社, 東

コストの比較. 第13回近畿地区臨床工学フォーラム, 11.5,

京, 1250-1255.

和歌山.（第13回近畿地区臨床工学フォーラムテキスト, 23,

木村政義（2006）N PPVに必要な器具
N PPV,（丸川征四郎

保守管理. 実践！

編）, 総合医学社, 東京,

1256-

1258.

2006.）
■ その他 ■
木村政義（2006）輸液ポンプをめぐるトラブル事例と対策.

■ 学術論文 ■

第28回ME技術講習会, 7.2, 大阪（財団法人医療機器セン

［総説］

ター）.

大平順之（2006）急速輸血ポンプの事故はなぜ起こったか.
Anet, 10, 23-27.

木村政義（2006）人工呼吸器の安全対策と保守管理. 人工
呼吸器セミナー, 7.9, 徳島（徳島県臨床工学技士会）.

■ 学会発表 ■

木村政義（2006）人工呼吸器モードとアラームの基礎. 第11

［一般講演］
木村政義, 奥谷

舞, 大畑俊裕, 宮本

裕治（2006）mini-CPB Systemを用いた心停止下CABG

回呼吸セミナー, 7.23, 西宮（兵庫県臨床工学技士会）.
龍（20 06）人工呼吸器使用中の不備内

容の比較（ICUと一般病棟）. 第33回日本集中治療医学

大平順之（2006）輸液機器の正しい取り扱い. 学術講演会,
9.1. 尼崎（テルモ株式会社

協和発酵工業株式会社）.

会学術集会, 3.2-4, 大阪.（日本集中治療医学会雑誌, 13
（Suppl.）, 305, 2006.）
高山

舞, 大平順之, 武西友幸, 中田

医療安全管理室

文, 亀井理生, 丸山

今日子, 冨加見教男, 川崎由紀, 中野智彦, 木 村政義
（2006）持続的血液濾過装置のシリンジポンプにおける流

■ その他 ■

量特性－脱血状態が及ぼす影響についての検討. 第16回

太城力良（2005）医療安全管理委員会からの現状報告と今

日本臨床工学会, 6.17-18, 神戸.（日本臨床工学技士会会

後の対策. 医療安全管理講演会, 12.17, 西宮（兵庫医科大

誌, 28, 155-156, 2006.）

学）.

亀井理生, 大平順之, 武西友幸, 中田

文, 高山

舞, 丸山

今日子, 冨加見教男, 川崎由紀, 木村政義（2006）人工呼
吸器と人工鼻の危険な組み合わせ. 第16回日本臨床工学
会, 6.17-18, 神戸.（日本臨床工学技士会会誌, 28, 175-176,
2006.）
武西友幸, 大平順之, 中田

文, 亀井理生, 高山

舞, 丸山

今日子, 冨加見教男, 川崎由紀, 木村政義（2006）人工鼻
ブースタシステムの加湿性能の比較. 第16回日本臨床工
学会, 6.17-18, 神戸.（日本臨床工学技士会会誌, 27, 126,
2006.）
中田

文, 大平順之, 武西友幸, 亀井理生, 高山

舞, 丸山

今日子, 冨加見教男, 川崎由紀, 木村政義（2006）低出生
体重児に対して持続血液透析を施行した1症例. 第16回日
本臨床工学会, 6.17-18, 神戸.（日本臨床工学技士会会誌,
27, 169, 2006.）
武 西 友 幸, 亀 井理 生 , 高山

舞 , 木 村 政 義 , 舛 谷元 丸

（2006）ソリューションパック使用による心臓カテーテル
室業務の効率化 . 第15回日本 心血管インターベンショ
ン学会学術集会, 6.22-24, 福岡.（Japanese Journal of
Interventional Cardiology, 21（Suppl.）, 211, 2006.）
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先端医学研究所

チでの応用例. 第16回日本サイトメトリー学会学術集会,
7.7-8, 長崎.（Cytometory Research, 16（Suppl.）, 48,
2006.）

生体防御部門

関山敦生, 柏村信一郎, 上田晴康, 西田典夫, 神里茉莉, 山
口聖子, 山本悠太, 河合智子, 近藤茂忠, 六反一仁, 岡村春

専任職員

樹
（2006）視床下部下垂体副腎軸（HPA-axis）におけるイ

■ 学術論文 ■

ンターロイキン18の役割の検討. 第71回日本インターフェロ

［原著］

ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

Okumura, T., Fujioka, Y., Morimoto, S., Masai, M., Sakoda,

上田晴康, 清野仁美, 湖海正尋, 辻

典子, 柏村信一郎, 守田

T., Tsujino, T., Kashiwamura, S., Okamura, H. a nd

嘉男, 岡村春樹（2006）ストレス性胃障害におけるIL-18の

Ohyanagi, M.（2006）Chylomicron remnants stimulate

役割. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術

relea se of i nterleu k i n-1b et a by T H P-1 cel ls. J.

集会, 7.7-8, 西宮.

Atheroscler. Thromb., 13, 38-45.

李

文, 上田晴康, 柏村信一郎, 岡村春樹（2006）活性化

Ueda, H., Kashiwamura, S., Sekiyama, A., Ogura, T.,

CD8陽性T細胞の生存, 蓄積におけるI L-18の役割. 第71

Gamachi, N. and Okamura, H.（2006）Production of

回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8,

I L-13 in spleen cells by I L-18 and I L-12 through
generation of NK-like cells. Cytokine, 33, 179-187.

西宮.
藤盛好啓, 糸井久幸, 松井

聖, 筒井ひろ子, 岡村春樹, 中

S ekiya ma, A., Ueda, H., Kashiwamura, S., Nishida,

西憲司（2006）急性移植片対宿主病（GV H D）における

K., Yamaguchi, S., Sasaki, H., Kuwano, Y., Kawai,

IL-18の役割. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学

K., Teshima-Kondo, S., Rokutan, K. and Okamura,

会学術集会, 7.7-8, 西宮.

H.（2006）A role of the adrena l gla nd in stress-

山田直子, 中村佳照, 山根木康嗣, 大山秀樹, 中正恵二, 麩

induced up-regulation of cytokines in plasma. J.

谷博之, 吉矢晋一, 岡村春樹, 寺田信行（2006）マウス骨

Neuroimmunol., 171, 38-44.

肉腫細胞（LM8）に対するInterleukin-18の肺転移抑制効

Kuhara, T., Yamauchi, K., Tamura, Y. and Okamura,
H.（2006）Oral administration of lactoferrin increases

果. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集
会, 7.7-8, 西宮.

NK cell activity in mice via increased production

柏村信一郎, 細谷友雅, 岡村春樹（2006）正常細胞における

of IL-18 and type I IFN in the small intestine. J.

サイトカイン, IL-18発現の生理的意義の解析. 第27回日本

Interferon Cytokine Res., 26, 489-499.

炎症・再生医学会, 7.11-12, 東京.

Nakamura, Y., Yamada, N., Ohyama, H., Nakasho, K.,

Ok a mu r a, H., L i, W., K a sh iwa mu r a, S. a nd Ue d a,

Nishizawa, Y., Oka moto, T., Futani, H., Yoshiya,

H.（2006）Selective protection of CD8+T cells from

S., Okamura, H. a nd Tera da, N.（ 2006）Ef fect of

A ICD by I L-18: Ef fect on ba la nce of CD4/CD8

interleukin-18 on metastasis of mouse osteosarcoma

ratio in activated T cells. Cytokines 2006 Molecular

cells. Cancer Immunol. Immunother., 55, 1151-1158.

Biology & Human Diseases, 8.27-31, Vienna, Austria.

H or i, M., S aw a i, H., Ts uj i, Y., O k a mu r a, H. a nd

井野口千枝, 上田晴康, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義,

Koyama, K.（2006）Bone morphogenetic protein-2

岡村春樹（2006）新たな2型糖尿病モデルSDTラットの糖

counterregulates interleukin-18 mRNA and protein in

尿病発症機構におけるI L-18の役割. 第4回SDTラット研

MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells. Connect. Tissue
Res., 47, 124-132.

究会, 12.16, 東京.
兼任職員

■ 学会発表 ■

■ 著書 ■

［一般講演］

〈野口光一〉

岡村春樹（2006）Selective protection of CD8+ T cells

Noguchi, K.（2006）Central sensitization following nerve

from activation-induced cell death by IL-18. 第17回樹

injury: molecula r mecha nisms. I n: Ha ndbook of

状細胞研究会, 6.9-10, 東京.

Clinical Neurology, Pain,（Cervero, F. and Jensen, T.S.

Kashiwamura, S., Hosotani, Y., Tsuji, R., Ueda, H., Ikeda,
T., Mimura, O. and Okamura, H.（2006）Anti-apoptotic

eds.）, Vol. 81, Elsevier, Amsterdam, 277-291.
野口光一, 福岡哲男（2006）いたみ（侵害刺激）と脳. 新・行

effect of IL-18 on normal Keratinocyte. 20 th IUBMB

動と脳,（俣野彰三, 遠山正彌, 塩坂貞夫

International Congress of Biochemistry and Molecular

出版会, 大阪, 279-307.

Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-23, Kyoto.
柏村信一郎, 山際得益, 福西成男, 橘

俊哉, 立石博臣, 岡

村春樹, 吉矢晋一（2006）ビーズを用いたサイトメトリー,
Bio-Plexによる血中サイトカインプロファイル；リュウマ

編）, 大阪大学

■ 学術論文 ■
［総説］
〈中西憲司・善本知広〉
Yoshimoto, T. and Nakanishi, K.（2006）Roles of IL-18 in
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basophils and mast cells. Allergol. Int., 55, 105-113.
中西憲司（2006）アレルギーとインターロイキン18. 感染・炎
中西憲司（20 0 6）アレルギー性炎症とインターロイキン18.
Progress in Medicine, 26, 1761-1769.
信, 筒井ひろ子, 今井康友, 中西憲司（2006）アトピー

性皮膚炎における抗IL-18治療の可能性とその機序. 臨床

in the rat dorsal root ganglion and spinal cord. J.
Comp. Neurol., 498, 443-454.
Katsura, H., Tsuzuki, K., Noguchi, K. and Sakagami,
menthol-, and mustard oil-sensitive receptors in naive
rat geniculate ganglion neurons. Chem. Senses, 31,

46, 324-328.
中西憲司（2006）インターロイキン-18とアレルギー性炎症.
第2回箱根カンファレンス記録集, 24-43.
伸 樹 , 中西 憲司（2 0 0 6）気管 支 喘息病 態とI L -18 .
Annual Review 免疫2007, 294-300.
善本知広（2006）線虫感染防御とマスト細胞・好塩基球. 臨

681-688.
Zhu, W. J., Dai, Y., Fukuoka, T., Yamanaka, H., Kobayashi,
K., Ob at a, K., Wa ng, S. a nd Nog uch i, K.（ 20 06）
Agonist of PAR2 increases painful behavior produced
by alpha,beta-methylene adenosine -triphosphate.
5’
Neuroreport, 17, 1257-1261.

床免疫, 45, 12-18.
善本知広（2006）免疫研究最前線

glial cells differentially express P2Y receptor mRNAs

M.（ 2006）D i f ferent ia l ex pres sion of c apsa ici n-,

免疫・アレルギー科, 46, 233-238.
安田好文, 中西憲司（2006）IL-33. 臨床免疫・アレルギー科,

林

Kobayashi, K., Fukuoka, T., Yamanaka, H., Dai, Y., Obata,
K., Tokunaga, A. and Noguchi, K.（2006）Neurons and

症・免疫, 36, 112-124.

寺田

sensory neurons. Neuroscience, 140, 1337-1348.

2007, I L-18 と線虫感

染. 実験医学, 24（増刊）, 3303-3309.

Katsura, H., Obata, K., M izushima, T., Sakurai, J.,
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T.,

［原著］

Sakagami, M. and Noguchi, K.（2006）Activation of

〈野口光一〉

Src-family kinases in spinal microglia contributes

Obat a, K., Katsura, H., Sa kurai, J., Kobayashi, K.,
Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T. a nd Noguchi,

to mechanical hypersensitivity after nerve injury. J.
Neurosci., 26, 8680-8690.

K.（ 2006）S uppre s s ion of t he p75 neu rot roph i n

Takahashi, A., Tokunaga, A., Yamanaka, H., Mashimo,

receptor in uninjured sensory neurons reduces

T., Nog uchi, K. a nd Uch ida, I.（2006）Two ty pes

neuropathic pain after nerve injury. J. Neurosci., 26,

of GABAergic miniature inhibitory postsynaptic

11974-11986.

currents in mouse substantia gelatinosa neurons. Eur.

O b at a, K., Ya m a n a k a, H., Ko b ay a s h i, K., D a i, Y.,
Mizushima, T., Katsura, H., Fukuoka, T., Tokunaga,

J. Pharmacol., 553, 120-128.
〈中西憲司・善本知広〉

A. and Noguchi, K.（2006）The effect of site and type

Inokuchi, T., Moriwaki, Y., Tsutsui, H., Yamamoto, A.,

of nerve injury on the expression of brain-derived

Takahashi, S., Tsutsumi, Z., Ka, T., Nakanishi, K.

neurotrophic factor in the dorsal root ganglion and on

a nd Yamamoto, T.（2006）Plasma interleukin（I L）

neuropathic pain behavior. Neuroscience, 137, 961-970.

-18（interferon-gamma-inducing factor）and other

Katsura, H., Obata, K., Mizushima, T., Yamanaka, H.,

inf la mmatory cytokines in patients with gouty

Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, T., Tokunaga, A.,

arthritis and monosodium urate monohydrate crystal-

Sakagami, M. and Noguchi, K.（2006）Antisense knock

induced secretion of IL-18. Cytokine, 33, 21-27.

down of TR PA1, but not TR PM8, alleviates cold

Terada, M., Tsutsui, H., Imai, Y., Yasuda, K., Mizutani,

hyperalgesia after spinal nerve ligation in rats. Exp.

H., Yamanishi, K., Kubo, M., Matsui, K., Sano, H.

Neurol., 200, 112-123.

and Nakanishi, K.（2006）Contribution of I L-18 to

Seino, D., Tokunaga, A., Tachibana, T., Yoshiya, S., Dai,

atopic dermatitis-like skin inflammation induced by

Y., Obata, K., Yamanaka, H., Kobayashi, K. and Noguchi,

Staphylococcus aureus product in mice. Proc. Natl.

K.（2006）The role of ERK signaling and the P2X

Acad. Sci. U.S.A., 103, 8816-8821.

receptor on mechanical pain evoked by movement of
inflamed knee joint. Pain, 123, 193-203.
Obata, K. and Noguchi, K.（2006）BDN F in sensory
neurons and chronic pain. Neurosci. Res, 55, 1-10.
Mizushima, T., Obata, K., Katsura, H., Yamanaka, H.,
Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, T., Tokunaga, A.,

Ishikawa, Y., Yoshimoto, T. and Nakanishi, K.（2006）
Contribution of IL-18-induced innate T cell activation
to airway inflammation with mucus hypersecretion
and airway hyperresponsiveness. Int. Immunol., 18,
847-855.
Murakami, T., Yamanaka, K., Tokime, K., Kurokawa,

Mashimo, T. and Noguchi, K.（2006）Noxious cold

I., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）

stimulation induces mitogen-activated protein kinase

To p i c a l s u p l a t a s t t o s i l a t e（I P D）a m e l i o r a t e s

activation in transient receptor potential（TR P）

Th2 cytok ine-mediated dermat it is in caspase-1

cha nnels TR PA1- a nd TR PM8-conta ining sma ll

transgenic mice by downregulating interleukin-4 and
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interleukin-5. Br. J. Dermatol., 155, 27-32.

modality of doxorubicin plus dacarbazine for the

Umeda, K., Noro, Y., Murakami, T., Tokime, K., Sugisaki,

treatment of desmoid tumors in association with

H., Yamanaka, K., Kurokawa, I., Kuno, K., Tsutsui,

familial adenomatous polyposis. J. Clin Oncol., 24, 102-

H., Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）A novel

105.

acoustic evaluation system of scratching in mouse

管原由恵 , 三 村 博子, 澤井 英明, 霞

弘 之 , 小 森慎 二 ,

崇英, 香山浩二, 玉置（橋本）知子（2006）生殖補助

dermatitis: rapid and specific detection of invisibly

森

rapid scratch in an atopic dermatitis model mouse.

医療特に顕微授精による妊娠と羊水染色体検査. 臨床細

Life Sci., 79, 2144-2150.
O mot o, Y., Tok i me, K., Ya m a n a k a, K., H ab e, K.,

胞分子遺伝, 11, 28-30.
高橋千晶 , 小川智美 , 皆川京子 , 管原由恵 , 三村博子 , 振

Morioka, T., Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K.,

津かつみ , 齊藤優子 , 森

Nakanishi, K. and Mizutani, H.（2006）Human mast

玉置（橋本）知子（2006）転座型 13 トリソミーの 3 症例 .

cell chymase cleaves pro-IL-18 and generates a novel

臨床細胞分子遺伝 , 11, 35-38.

and biologically active IL-18 fragment. J. Immunol.,
177, 8315-8319.
〈玉置知子・森永伴法〉
Koishi, K., Yoshikawa, R., Tsujimura, T., HashimotoTamaoki, T., Kojima, S., Yanagi, H., Yamamura, T. and
Fujiwara, Y.（2006）Persistent CXCR4 expression
after preoperative chemoradiotherapy predicts early
recurrence and poor prognosis in esophageal cancer.
World J. Gastroenterol., 12, 7585-7590.
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Shen, C.S., Fujiwara, Y., Noda,

崇英 , 澤井英明 , 谷澤隆邦 ,

■ 学会発表 ■
［指定講演］
〈野口光一〉
Nog uchi, K.（2006）Neurobiolog y of Pa in.（I nvited）
National center University, 2.27, Taipei, Taiwan.
野口光一（2006）慢性痛の発生機序.（特別講演）非がん性
疼痛におけるオピオイド治療研究会, 7.22, 東京.
野口光一（2006）神経障害性疼痛の分子メカニズム.（招待
講演）第12回糖尿病性神経障害を考える会, 8.25-26, 東
京.

M., Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T.,

野口光一（2006）痛みの分子メカニズム−内臓痛の理解に

Okamura, H., Nakano, Y., Morinaga, T. and Hashimoto-

向けて−.（招待講演）第9回no Side GI Conference in 堂

T a m a o k i, T.（ 2 0 0 6）E C A 3 9 i s a n o v e l d i s t a n t

島, 8.26, 大阪.

metastasis-related biomarker in colorectal cancer.
World J. Gastroenterol., 12, 5884-5889.
Hemmi, K., Ma, D., Miura, Y., Kawaguchi, M., Sasahara,
M., Hashimoto-Tamaoki, T., Ta maok i, T., S a kat a,
N. a nd Tsuchiya, K.（2006）A homeodoma in-zinc
finger protein, ZFHX4, is expressed in neuronal
differentiation manner and suppressed in muscle
differentiation manner. Biol. Pharm. Bull., 29, 18301835.
Cheng, X., Shimizu, I., Yuan, Y., Wei, M., Shen, M.,
Huang, H., Urata, M., Sannomiya, K., Fukuno, H.,
Hashimoto-Tamaoki, T. and Ito, S.（2006）Effects of
estradiol and progesterone on tumor necrosis factor
alpha-induced apoptosis in human hepatoma HuH-7
cells. Life Sci., 79, 1988-1994.
Qiu, H.Y., Fujimori, Y., Nishioka, K., Yamaguchi, N.,
Hashimoto-Tamaoki, T., Sug iha ra, A., Terada, N.,

野口光一（2006）疼痛メカニズムに関する最近の話題

特

にTR Pファミリーとグリアの関与について.（学術講演）小
野薬品工業（株）水無瀬研究所社内学術講演会, 10.4, 大
阪.
野口光一（2006）膝関節の痛み−分子メカニズム−.（招待講
演）第23回膝関節フォーラム, 12.2, 東京.
〈中西憲司・善本知広〉
中西憲司（2006）I L-18: 多彩な生物活性と医学的意義.（特
別講演）第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学
術集会, 7.7-8, 西宮.
中西 憲司（2 0 0 6）インターロイキン18とアレルギー性 炎
症.（特別講演）第2回箱根カンファレンス, 8.19-20, 箱根.
〈玉置知子・森永伴法〉
玉置知子（2006）細胞周期とがん治療のストラテジー.（特別
講演）第13回泌尿器科臨床研究会, 6.23, 大阪.
玉置知子（2006）遺伝カウンセリング（指定講演）
.
西宮市小
児科医会, 11.15, 西宮.

Nagaya, N., Kanda, M., Kobayashi, N., Tanaka, N.,

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松浩彦（2006）遺伝カウン

Westerman, K.A., Leboulch, P. and Hara, H.（2006）

セリングと個人情報保護.（教育講演）第24回日本染色体

Postnatal neovascularization by endothelial progenitor

遺伝子検査学会, 11.18-19, 天理.（The official journal of

cells immortalized with the simian virus 40T antigen

the Japanese association for choromosome and gene

gene. Int. J. Oncol., 28, 815-821.

analysis, 24, 15, 2006.）

Gega, M., Yanagi, H., Yoshikawa, R., Noda, M., Ikeuchi,
H., Tsukamoto, K., Oshima, T., Fujiwara, Y., Gondo, N.,

［シンポジウム等］
〈野口光一〉

Tamura, K., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T. and

Noguchi, K.（2006）Molecular Changes in DRG neurons

Yamamura, T.（2006）Successful chemotherapeutic

after tissue inflammation.（Symposium）14th Korean
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inflammation induces the activation of extracellular

Physiological Society, 4.28, Seoul, Korea.
野口光一（2006）ペインリサーチの最近の知見と日本疼痛

sig na l-reg ulated protein kinase 5 in t he dorsa l

学会開催を主催して.（ワークショップ）第8回ORIGIN神経

root ga nglion. 36th Annual Meeting Society for

科学研究会夏のワークショップ, 9.1-2, 愛媛.

Neuroscience, 10.14-18, Atla nta, U.S.A.（Abstract

野口光一（20 06）神経因性疼痛における細胞間接着因子
L1- CA Mの役割.（ 班会議）特定領域研究「神経回路機
能」平成18年度冬の班会議, 12.18-19, 東京.
〈中西憲司・善本知広〉

CD-ROM, Poster No. 246.5/O13）
M izushima, T., Obata, K., Katsura, H., Sakurai, J.,
Mashimo, T. and Noguchi, K.（2006）Acute noxious
stimulation induces the activation of extracellular

善本知広（2006）蠕虫感染とIL-18.（シンポジウム）公開シン
ポジウム免疫監視機構の基盤とその制御, 2.17, 京都.
中西憲司（20 06）I L-18とアレルギー炎症.（シンポジウム）
IL-18発見から10年, 兵庫医科大学先端医学研究所第4回

sig na lreg ulated protein kinase 5 in dorsa l root
ganglion neurons. 36th Annual Meeting Society for
Neuroscience, 10.14-18, Atla nta, U.S.A.（Abstract
CD-ROM, Poster No. 246.5/O14）
Sakurai, J., Obata, K., Katsura, H., M izushima, T.,

国際シンポジウム, 2.24, 西宮.
Yoshimoto, T.（2006）Role of IL-18-induced mucosal mast

M iwa, H. a nd Nog uch i, K.（ 20 0 6）Ac t ivat io n of

cells in nematode expulsion.（Symposium）Keystone

extracellular signal-regulated protein kinase 1/2 in

symposia, 4.6-11, Colorado, U.S.A.

dorsal root ganglion and nodose ganglion neurons

Nakanishi, K.（2006）The role of I L-18 in intrinsic

following noxious gastric distention. 36th Annual

allergic diseases.（Symposium）RCAI-JSI International

Meeting Society for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta,
U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster No. 346.1/S22）

symposium of Immunology, 6.16-18, Yokohama.
林

伸 樹 , 田中英 久 , 黒田 麻 衣 , 佐 野

統 , 中西 憲司

Kozai, T., Yamanaka, H., Mashimo, T. a nd Noguchi,

（2006）気管支喘息とIL-18.（シンポジウム）第71回日本イ

K.（2006）Astrocytes expressing tPA in rat dorsal

ンターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

horn contribute to allodynia following dorsal root

善本知広, 石川百合子, 中西憲司（2006）I L-18のマウスへ

injury. 36th Annual Meeting Society for Neuroscience,

の吸入暴露によって誘導される自然型気管支喘息の解

10.14-18, Atlanta, U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster

析.（シンポジウム）第56回日本アレルギー学会秋季学術大

No. 553.11/AA20）

会, 11.2-4, 東京.

小畑浩一, 野口光一（2006）一次知覚ニューロンにおける

中西憲司（2006）アレルギー性炎症とSuper Th1.（シンポジ

p75NTRの発現変化と痛み. 第111回日本解剖学会総会・

ウム）第三回「免疫難病・感染症等の先進医療技術」公開

全国学術集会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81, 239,
2006.）

シンポジウム, 12.15, 東京.
［一般講演］

桂

弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2006）SNLモデ

〈野口光一〉

ルの脊髄ミクログリアにおけるSrc-family kinases の活
性化と痛覚過敏. 第111回日本解剖学会総会・全国学術集

Obata, K., Sakurai, J., Katsura, H., Mizushima, T. and

会, 3.29-31, 相模原.（解剖学雑誌, 81, 237, 2006.）

Noguchi, K.（2006）Nerve injury induces the activation
of extracellar signal-regulated protein kinase 5 in the

小畑浩一, 野口光一（2006）一次知覚ニューロンにおける

dorsal root ganglion and spinal cord. 36th Annual

p75N TRの発現変化と痛覚過敏. 第28回日本疼痛学会,

Meeting Society for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta,

7.14-15, 神戸.（PAIN RESERCH, 21, 83, 2006.）

U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster No. 246.4/O12）

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2006）ラット脊

Dai, Y., Wang, S., Fukuoka, T., Tominaga, M. a nd

髄・後根神経節におけるAdenosine受容体mRNAの発現

Noguchi, K.（2006）Activation of Proteinase-activated

と坐骨神経節切断後の変化. 第28回日本疼痛学会, 7.1415, 神戸.（PAIN RESERCH, 21, 49, 2006.）

receptor 2 potentiates TRPA1 channel activity. 36th
Annual Meeting Society for Neuroscience, 10.14-

桂

弘和, 小畑浩一, 野口光一（2006）神経因性疼痛モデ

18, Atlanta, U.S.A.（Abstract CD-ROM, Poster No.

ルの脊髄マイクログリアにおけるSrc-fa m i ly k i na seの

792.10/C46）

活性化とアロディニア. 第28回日本疼痛学会, 7.14-15, 神

Kobayashi, K., Fukuoka, T., Yamanaka, H. and Noguchi,
K.（2006）Changes of expression pattern of adenosine

戸.（PAIN RESERCH, 21, 45, 2006.）
櫻井

淳, 小畑浩一, 野口光一（2006）ラット胃の伸展刺激

receptor in the rat DRG and spinal cord following

によるER K1/2の活性化. 第28回日本疼痛学会, 7.14-15,

peripheral nerve injury. 36th Annual Meeting Society

神戸.（PAIN RESERCH, 21, 50, 2006.）

for Neuroscience, 10.14-18, Atlanta, U.S.A.（Abstract
CD-ROM, Poster No. 802.21/H5）

福井智一, 戴

毅, 岩田幸一, 加茂博士, 吉矢晋一, 野口光

一（2006）坐骨神経への電気刺激による脊髄ニューロン

Katsura, H., Obata, K., Sakurai, J., M izushima, T.,

でのERKのリン酸化及びWind-up現象との関係. 第28回

Sakagami, M. a nd Nog uchi, K.（ 2006）Per iphera l

日本疼痛学会, 7.14-15, 神戸.（PAIN RESERCH, 21, 83,
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検討. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術

2006.）
桂

弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2006）DRGにお

集会, 7.7-8, 西宮.（抄録集, 113, 2006.）

けるER K5の活性化と炎症性疼痛. 第29回日本神経科学

濱崎隆之, 内田俊輔, 橋口周平, 伊東祐二, 中西憲司, 中島

大会, 7.19-21, 京都.（Neurosci. Res., 55（Suppl.1）, S187,

敏博, 杉村和久（2006）ヒトI L-18シグナルを阻止するヒト

2006.）

抗体, h18-108の確立. 第71回日本インターフェロン・サイト

水島敏行, 小畑浩一, 真下

節, 野口光一（2 0 0 6）D R G

ニューロンにおけるE R K 5の活性化と急性痛. 第2 9回
日本神経科学大会, 7.19-21, 京都.（Neurosci. Res., 55
小畑浩一, 野口光一（2006）ER K5の活性化と神経因性疼
痛. 第29回日本神経科学大会, 7.19-21, 京都.（Neurosci.

仁, 久保允人, 松井

聖, 佐野

統, 中西憲司（2006）

ロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
石川百合子, 善本知広, 中西憲司（2006）I L-18誘導性自然
型T細胞活性化が原因で起こるムチン分泌亢進を伴った

Res., 55（Suppl.1）, S187, 2006.）
弘和, 都築建三, 野口光一, 阪上雅史（2006）ラット膝
神経節におけるカプサイシン, メンソール, マスタードオイル
受容体の発現. 第24回頭頸部自律神経研究会, 8.26, 大

気道炎症と気道過敏性亢進. 第71回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
藤盛好啓, 糸井久幸, 松井

聖, 筒井ひろ子, 岡村春樹, 中

西憲司（2006）急性移植片対宿主病（GV H D）における

阪.
福井智一, 戴

谷

信, 筒井ひろ子, 安田好文, 山西清文, 水

アトピー性皮膚炎（AD）とIL-18. 第71回日本インターフェ

（Suppl.1）, S187, 2006.）

桂

カイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.
今井康友, 寺田

毅, 野口光一, 吉矢晋一（2006）坐骨神経

の電気刺激による脊髄ニューロンにおけるER Kのリン酸
化. 第21回日本整形外科学会基礎学術集会, 10.19-20, 長

IL-18の役割. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学
会学術集会, 7.7-8, 西宮.
近藤祐一, 石

亦宏, 藤元治朗, 審良静男, 筒井ひろ子, 中西

憲司（2006）肝再生におけるTLR/MyD88経路の重要性.

崎.（日本整形外科学雑誌, 80, S1045, 2006.）
〈中西憲司・善本知広〉

第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会,

近藤祐一, 筒井ひろ子, 飯室勇二, 石

亦宏, 孫

学炳, 平

野公通, 中西憲司, 藤元治朗（2006）肝線維化の分子機

7.7-8, 西宮.
今村美智子, 小串伊知郎, 飯室勇二, 筒井ひろ子, 中西憲司,

肝再生に必須のTL R/MyD88経路は, 四塩

藤元治朗（2006）Nuclear Factor κ B（NF-κB）Decoy

化炭素による肝線維化との関連性に乏しい. 第42回日本

Oligodeoxynucleotides（ODN）はマウスのエンドトキシン

肝臓学会総会, 5.25-26, 京都.（肝臓, 47（Suppl.1）, A37,

誘導性劇症肝障害を抑制する. 第71回日本インターフェロ

構と治療

ン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

2006.）
Omoto, Y., Tokime, K., Yamanaka, K., Morioka, T.,

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井

Kurokawa, I., Tsutsui, H., Yamanishi, K., Nakanishi,

ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

K. and Mizutani, H.（2006）Effective conversion of

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第71回日本イ

human proI L-18 into a novel functional I L-18 by

ンターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.

仁（2006）肥満細胞

human mast cell chymase. 67 Annual Meeting of

Yoshimoto, T., Sasaki, Y. and Nakanishi, K.（2006）IL-18

the Society for Investigative Dermatology, 5.3-6,

protects against Strongyloides venezuelesis infection by

Philadelphia, U.S.A.

activating mucosal mast cell-dependent type-2 innate

th

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井
ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

仁（2006）マスト細胞

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 日本研究皮膚
科学会第31回年次学術大会・総会, 5.31-6.2, 京都.

immunity. 11th international congress of parasitology,
8.6-11, Glasgow, Scotland U.K.
Tsut su i, H., Ter a d a, M. a nd Na k a n ish i, K.（ 20 0 6）
Contribution of interleukin-18 to atopic dermatitis-like

Yoshimoto, T., Ishikawa, Y. and Nakanishi, K.（2006）

skin inflammation induced by Staphylococcus aureus

Contribution of IL-18-induced innate T cell activation

product in mice. The 6th Awaji International Forum on

to airway inflammation with mucus hypersecretion

infection and Immunity, 9.4-7, Hyogo.

a n d a i r w a y h y p e r r e s p o n s i v e n e s s . R C A I-J S I

尾本陽一, 時女和也, 山中恵一, 森岡竜彦, 黒川一郎, 筒井

International symposium of Immunology, 6.16-18,

ひろ子, 山西清文, 中西憲司, 水谷

Yokohama.

キマーゼによる新活性型IL-18分子の産生. 第56回日本ア

澤木潤子, 筒井ひろ子, 安田好文, 林

伸樹, 谷澤隆邦, 審良

仁（2006）肥満細胞

レルギー学会秋季学術大会, 11.2-4, 東京.

静男, 中西憲司（2006）N K細胞のTLRリガンドによる活

Yoshimoto, T., Yoshimoto, T., Yasuda, K., Mizuguchi,

性化. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術

J. a nd Na k a n i sh i, K.（ 20 0 6）I L-27 i n h i bit s T h2

集会, 7.7-8, 西宮.

responses in vitro and in vivo by suppressing GATA-

井野口卓, 山本麻子, 華

常祥, 堤

善多, 高橋澄夫, 森脇

3 expression; demonstration of its protective role

優司, 筒井ひろ子, 中西憲司, 山本徹也（2006）痛風発作

against Leishmaniasis. 第36回日本免疫学会総会・学術

時および尿酸塩結晶（MSU）刺激によるIL-18についての

集会, 12.11-13, 大阪.
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Motoki, K., K ishi, H., A ndoh,T., Nakanishi, K. a nd
Muraguchi, A.（2006）Pro-inf lammatory cytokines

伝カウンセリング学会学術集会, 5.26-28, 大阪.（日本遺伝
カウンセリング学会誌, 27, 59, 2006.）

show differential regulation on kainate-induced ataxia

Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gondo, N., Gega, M., Fujiwara,

inmice. 第36回日本免疫学会総会・学術集会, 12.11-13,

Y., Yamamura, T. and Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）

大阪.

Genotype factors are not determinants of diagnosis

Imamura, M., Yasuda, K., Fujimoto, J., Tsutsui, H. and

chemosensitivity for desmoid tumors in association

Nakanishi, K.（ 2006）Requ i rement of T L R4 a nd

with Familial adenomatous polyposis（FAP）. 20 th

TRAM for caspase-1-dependent IL-18 secretion after

IUBMB International Congress of Biochemistry and

stimulation with LPS. 第36回日本免疫学会総会・学術

Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,
36, 2006.）

23, Kyoto.（Program, 153, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanag i, H., No da, M., Fujiwara, Y.,

Adachi, K., Tsutsui, H., Taniguchi, M. and Nakanishi,

Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T. and

K.（2006）Requirement of IL-18 and invariant NKT

Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）Cell cycle-oriented dose-

（iNKT）cells for development of IgE response in

dense chemotherapy: High-dose shorter plus low-

lethal mouse malaria. 第36回日本免疫学会総会・学術

dose metronomic regimen. 8th World Congress on

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,
36, 2006.）

Gastrointestinal Cancer, 6.28-7.1, Barcelona, Spain.
（Annals of Oncology, 17, 2006.）

Kuroda, M., Hayashi, N., Tanaka, H., Sano, H. a nd

Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Gondo, N., Noda, M.,

Nakanishi, K.（2006）A new experimental asthma

Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T.

model in which endogenous IL-18 is critically involved

and Yamamura, T.（2006）Diagnostic and therapeutic

as a causative factor. 第36回日本免疫学会総会・学術

strategy for desmoid tumors in association with

集会, 12.11-13, 大阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録,

familial adenomatous polyposis（FAP）. 8th World

36, 2006.）

C ong re s s on G a st roi nte st i n a l Ca ncer, 6.28 -7.1,

Sugimura, K., Hamasaki, T., Uchida, S., Hashiguchi,
S., Ito, Y., Nakanishi, K. and Nakashima, T.（2006）

Barcelona, Spain.（Annals of Oncology, 17, 2006.）
吉川麗月, 柳

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 柳生利彦, 大

Establishment of human anti-human Interleukin-18

嶋

antibody, h18-108. 第36回日本免疫学会総会・学術集会,

置知子（2006）家族性大腸ポリポーシス随伴デスモイド

12.11-13, 大阪.

腫瘍に対する診断および治療方針. 第65回日本癌学会学

田中英久, 林

伸樹, 黒田麻衣, 佐野

統, 杉村和久, 中西

勉, 藤原由規, 山村武平, 宇都宮譲二, 権藤延久, 玉

術総会, 9.28-30, 横浜.（日本癌学会第65回総会記事, 381,

憲司（2006）ヒト末梢血単核球移入免疫不全マウスを用

2006.）

いたTh1型喘息に対する抗ヒトI L-18抗体の治療効果の

高橋千晶, 霞

検討. 第36回日本免疫学会総会学術集会, 12.11-13, 大
阪.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 36, 2006.）
善本知広（2006）IL-18と気管支喘息. 第三回「免疫難病・感
染症等の先進医療技術」公開シンポジウム, 12.15, 東京.
中西憲司（2006）IL-18と痛風. 第三回「免疫難病・感染症等
の先進医療技術」公開シンポジウム, 12.15, 東京.
〈玉置知子・森永伴法〉
高橋千晶, 小川智美, 皆川京子, 管原由恵, 三村博子, 振津か
つみ, 齊藤優子, 森

崇英, 澤井英明, 谷澤隆邦, 玉置（橋

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子
（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本
人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝
学会第51回大会抄録集, 143, 2006.）
玉置（橋本）知子, 山本義弘, 振津かつみ, 古山順一（2006）
兵庫医科大学における人類遺伝学カリキュラム. 日本人類
遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会
第51回大会抄録集, 144, 2006.）
玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原
由恵, 三村博子, 霞

床細胞分子遺伝研究会, 2.18, 大阪.（臨床細胞分子遺伝,

千晶（2006）個人情報保護法について臨床遺伝部の役割.

11, 46, 2006.）

日本人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類

霞

本）知子（2006）転座による13トリソミーの2例. 第26回臨

弘之 , 澤井英明 , 管原由恵 , 三村博子, 小森慎二 , 玉置

（橋本）知子 , 森

崇英 , 振津かつみ , 香山浩二（2006）

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋

遺伝学会第51回大会抄録集, 144, 2006.）
笹原祐介, 玉置（橋本）知子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 森永

羊水検査時に認められた 16 番染色体逆位の遺伝カウン

伴法, 中野芳朗, 家本敦子（2006）ヒト抜去毛包を利用

セリングについて . 第 30 回日本遺伝カウンセリング学会学

したケラチノサイトの培養. 日本人類遺伝学会第51回大

術集会 , 5.26-28, 大阪 .

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,

玉置知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原由恵, 三村
博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋千晶（2006）

匿名化システム導入と臨床遺伝部の役割. 第30回日本遺

191, 2006.）
霞

弘之, 澤井英明, 堀内

功, 田中宏幸, 管原由恵, 三村

博子, 小森慎二, 香山浩二, 玉置知子（2006）心内膜線維
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弾性症（EFE）の児を3回連続して妊娠・出産した夫婦の

Hasegawa, A., Kanazawa, N., Sawai, H., Komori, S. and

遺伝カウンセリング. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1

Koyama, K.（2006）Pig zona pellucida 2（pZP2）protein

回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.

does not participate in zona pellucida formation in

齊藤優子, 松井

聖, 佐野

統, 玉置知子（2006）遺伝性血

管性浮腫（C1 inhibitor欠損症）家系の遺伝子診断. 日本

transgenic mice. Reproduction, 132, 455-464.
山本尚子, 堀内

功, 伊藤善啓, 内田暁子, 小森慎二, 霞

弘

人類遺伝学会（第51回大会）第1回分科会（第6回臨床遺

之, 澤井英明, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）妊娠初期の

伝研究会）, 10.18-20, 米子.

自然流産症例における流産絨毛の染色体異常について.

野中路子, 毎原敏郎, 振津かつみ, 澤井英明, 霞

弘之, 三村

博子, 管原由恵, 高橋千晶, 齊藤優子, 玉置知子（2006）
脆弱X症候群の1例. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1
回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
吉川麗月, 外賀

真, 権藤延久, 田村和朗, 玉置知子, 柳

日本受精着床学会雑誌, 23, 218-221.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
Komori, S., Kasumi, H., Sakata, K. and Koyama, K.（2006）
The role of androgen in spermatogenesis.（Invited）

秀憲, 山村武平（2006）デスモイド腫瘍の化学療法の確

International Congress on Gamete Biology : Emerging

立における遺伝子診断の役割. 日本人類遺伝学会（第51

Frontiers in Fertility and Contraceptive Development,

回大会）第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20,

2.22-25, New Delhi, India.
Koyama, K., Itoh, K. a nd Hasegawa, A.（2006）Role

米子.
高橋千晶, 岡野善行, 齊藤優子, 澤井英明, 玉置知子（2006）

of ma le reproduct ive t ract CD52（m r t CD52）i n

フェニルケトン尿 症（ P K U）と知らされていなかった

reproduction.
（Invited）International Congress on

maternal PKU のケア. 日本人類遺伝学会（第51回大会）

Gamete Biology : Emerging Frontiers in Fertility and

第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.
Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）Contribution of
zona pellucida proteins to oocytes transition protein

発生・生殖部門

（TP）
（Invited）
.
International Congress on Gamete
Biolog y : Emerg i ng Front iers i n Fer t i l it y a nd

専任職員

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.
霞

■ 学術論文 ■
［総説］

弘之（2006）染色体のカウンセリングについて.（特別講
演）第5回尼崎地区産婦人科疾患勉強会, 5.25, 尼崎.

Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Premature ovarian

Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Possible roles of

failure syndrome may be induced by autoimmune

zona pellucida for follicular maturation and atresia.

reactions to zona pellucida proteins. J. Reprod. Med.

（Plenary lecture）11th International Symposium of
Immunology of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.

Endoclinol., 3, 94-97.
霞

弘之（2006）不妊カウンセリングについて. 産婦人科の

［シンポジウム等］
長谷川昭子, 持田菜穂子, Calongos, G., 香山浩二（2006）生

進歩, 58, 327-328.
長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣の凍結保存.

殖補助医療に用いられる培養液の検討.（シンポジウム）第
47回日本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.

産婦人科の実際, 55, 217-226.
功, 小森慎二, 香山

長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣組織の凍結

浩二（2006）不妊治療とくに顕微授精による妊娠の遺伝

保存.（シンポジウム）第24回日本ヒト細胞学会, 7.29-31, 東

澤井英明, 霞

弘之, 田中宏幸, 堀内

京.

カウンセリングと羊水染色体検査. 産婦人科の進歩, 58,
68-70.
［原著］
Hasegawa, A., Mochida, N., Ogasawara, T. and Koyama,
K.（2006）Pup birth from mouse oocytes in preantral

［一般講演］
霞

弘之, 青木美知, 細田容子, 豊田桃子, 鍔本浩志, 田中

宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）当科における更年期外
来の現状. 第6回神戸メノポーズフォーラム, 1.21, 神戸.

follicles derived from vitrified and warmed ovaries

Ao k i, M., H a s eg awa, A., M o ch id a, N., Ko m o r i, S.,

followed by in vitro growth, in vitro maturation, and

Ogasawara, T. and Koyama, K.（2006）Production of

in vitro fertilization. Fertil. Steril., 86（Suppl.4）, 1182-

offspring from preantral oocytes in cryopreseved

1192.

mouse ovaries. International Congress on Gamete

Kasumi, H., Komori, S., Sakata, K., Ya ma moto, N.,
Yamasaki, T., Kanemura, Y. and Koyama, K.（2006）

Biolog y : Emerg i ng Front iers i n Fer t i l it y a nd
Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

Upregulation of macrophage migration inhibitory

持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存卵

factor and colgizzarin by androgen in TM4 mouse

巣から採取してマウス前胞状期卵母細胞由来胚の発生能

Sertoli cells. Asian J. Androl., 8, 549-554.

について. 第130回日本不妊学会関西支部集談会・第32回
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関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大阪.
堀内

功, 小森慎二, 霞

and Koyama, K.（2006）Genetic counseling of a couple

弘之, 武信尚史, 山本尚子, 伊藤

who had two babies with endocardial fibrolastosis

宏一, 中西健太郎, 原田佳世子, 持田菜穂子, 香山浩二

successively. 13t h I nter nat iona l C on ference on

（2006）I V F-E T治療時の卵巣刺激に対する低反応を示
す症例への取り組み. 第130回日本不妊学会関西支部集

Prenatal Diagnosis and Therapy, 5.28-31, Kyoto.
Hasegawa, A., Ito, K., Mochida, N., Isojima, S. a nd

談会・第32回関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大

Koyama, K.（2006）Distribution of male reproductive

阪.

trat CD52（M RT-CD52）in huma n sperm a nd its

霞

弘之, 細田容子, 青木美知, 田村知子, 小森慎二, 香山

physiological function as a complement inhibitory

浩二（2006）当科における更年期外来の現状. 第2回阪神

factor. 11th International Symposium of Immunology

SERM研究会, 4.8, 大阪.
細田容子, 小森慎二, 霞

of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.

弘之, 青木美知, 田村知子, 香山浩

It o, K., H a s e g a w a, A., K o m o r i, S. a n d K o y a m a,

二（2006）当科におけるラロキシフェンの使用経験（第2

K.（2006）Tissue distribution a nd immunolog ica l

報）第2回阪神SERM研究会, 4.8, 大阪.

characterization of male reproductive tract CD52

堀内

功, 山本尚子, 武信尚史, 青木美知, 細田容子, 中西

健太郎, 霞

弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）

自然流産症例における絨毛染色体検査の臨床的検討. 第
58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

（MRT-CD52）in mice. 11th International Symposium
of I m mu nolog y of Repro duct ion, 6.2- 4, Va r n a,
Bulgaria.
衣田隆俊, 木下明美, 原田佳世子, 内田暁子, 武信尚史, 田中
宏幸, 霞

長谷川昭子, 澤井英明, 香山浩二（2006）ハムスター同種透

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）妊娠中期に

明帯抗原による自己抗体の産生と卵巣機能障害の誘導.

発症した脳腫瘍合併妊娠の1例. 第80回兵庫県産科婦人

第58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

科学会総会ならびに学術集会, 7.2, 神戸.

山本尚子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）マウス

霞

弘之, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）マウス精

凍結保存卵巣由来前胞状期卵母細胞の培養系における

巣のSertoli細胞でのTranslationally controlled tumor

発育・成熟および産仔の生産. 第58回日本産科婦人科学

protein（ICTP）の発現の検討. 日本アンドロロジー学会

会学術講演会, 4.21-25, 横浜.
伊藤宏一, 長谷川昭子, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二
（2006）マウス雄生生殖器官特異CD52の同種免疫による

第25回学術大会, 7.15-16, 石川.
堀内
岡

功, 山本尚子, 武信尚史, 持田菜穂子, 霞

弘之, 福

実, 衣田隆俊, 小森慎二, 香山浩二（2006）当院にお

抗体産生と抗体の性状分析. 第58回日本産科婦人科学会

ける凍結胚移植の臨床成績の検討：自然周期とホルモン

学術講演会, 4.21-25, 横浜.

補充周期の比較. 第24回日本受精着床学会総会・学術講

Calongos, G., Hasegawa, A. a nd Koyama, K.（ 2006）
Effects of anti zona pellucida antibodies on follicular

演会, 9.21-22, 軽井沢.
長谷川昭子, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 武信尚史, 小

development a nd oocytes maturat ion of mouse

林眞一郎（2 0 0 6）抗透明帯抗体により卵巣障害の可能

prea nt ra l fol l icles i n v it ro g rowt h a nd i nv it ro

性について. 第24回日本受精着床学会総会・学術講演会,

m at u rat ion. 第58回日本産科婦人科学会学術講演会,

9.21-22, 軽井沢.

4.21-25, 横浜.

持田菜穂子, 霞

弘之, 小森慎二, 山本尚子, 香山浩二, 長谷

川昭子, 繁田

実（2006）マウス体外受精・胚培養および

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）The role of zona

同一採卵周期によるsequential mediumの評価. 第24回

pellucida proteins in oocyte growth and follicular

日本受精着床学会総会・学術講演会, 9.21-22, 軽井沢.

development: Study using RNA interference. The
international Ovarian Conference, 5.13, Yokohama.

高橋千晶, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

弘之, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）マウス

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子

精巣のSertoli細胞におけるTranslationally controlled

（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本

tumor protein（TCTP）の発現に関する検討. 第79回日

人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝

霞

学会第51回大会抄録集, 143, 2006.）

本内分泌学会学術総会, 5.19-21, 神戸.
霞

弘之 , 澤井英明 , 管原由恵 , 三村博子 , 小森慎二 , 玉

置（橋本）知子 , 森

崇英 , 振津かつみ , 香山浩二
（2006）

霞

弘之, 中西健太郎, 堀内

功, 澤井英明, 小森慎二, 香

山浩二（2006）羊水中の蛋白発現についての検討；プロテ

羊水検査時に認められた 16 番染色体逆位の遺伝カウン

インチップシステムを用いて. 日本人類遺伝学会第51回大

セリングについて . 第 30 回日本遺伝カウンセリング学会学

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,

術集会 , 5.26-28, 大阪 .

75, 2006.）

持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存マ

澤井英明, 霞

弘之, 小森慎二, 小竹

譲, 衣笠万里, 香

ウス卵巣由来の未熟卵母細胞からの産仔作出. 第47回日

山浩二, 西村

本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.

Gypochondrogenesisの3例. 日本人類遺伝学会第51回大

Kasumi, H., Komori, S., Tanaka, H., Horiuchi, I., Sawai, H.

玄（2006）Achondrogenesis type II /

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,
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抗原の同種免疫による抗体産生と抗体の性状分析. 第21

75, 2006.）
玉置知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原由恵, 三村
博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋千晶（2006）

個人情報保護法対応について臨床遺伝部の役割. 日本人
類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学
弘之, 澤井英明, 堀内

の発育・成熟におよぼす卵透明帯抗体の影響. 第21回日
本生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
武信尚史, 長谷川昭子, 小林眞一郎, 香山浩二（2006）雌性

会第51回大会抄録集, 144, 2006.）
霞

回日本生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
Calongos, G., 長谷川昭子, 香山浩二（2006）卵胞と卵母細胞

功, 田中宏幸, 管原由恵, 三村

博子, 小森慎二, 香山浩二, 玉置知子（2006）心内膜線維
弾性症（EFE）の児を3回連続して妊娠・出産した夫婦の
遺伝カウンセリング. 日本人類遺伝学会（第51回大会）, 第

会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
小 森 慎 二 , 阪 田 和 子, 霞

弘 之 , 田中 宏 幸, 香 山 浩二

（2006）アンドロゲンによるSertoli細胞でのmacrophage
i n h i b it o r y f a c t o r（M I F）およびTr a n s l a t i o n a l l y

1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
野中路子, 毎原敏郎, 振津かつみ, 澤井英明, 霞

生殖組織におけるCD52の存在. 第21回日本生殖免疫学

弘之, 三村

controlled tumor protein（TCTP）の発現への影響に

博子, 管原由恵, 高橋千晶, 齊藤優子, 玉置知子（2006）

関する検討. 第21回日本生殖免疫学会総会・学術集会,

脆弱X症候群の1例. 日本人類遺伝学会（第51回大会）, 第
福岡

実, 持田菜穂子, 長谷川昭子, 堀内

森慎二, 繁田

功, 霞

弘之, 小

実, 香山浩二（2006）3種類のsequential

mediumを用いた体外受精・胚培養系の検討. 第131回日
弘之, 堀内

実, 香山浩二

（2006）Human CD52の抗補体作用について. 第21回日本
生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
兼任教員
■ 著書 ■

本不妊学会関西支部集談会, 10.28, 大阪.
澤井英明, 霞

12.2-3, 東京.
長谷川昭子, 山本かおり, 持田菜穂子, 繁田

1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.

功, 小森慎二, 香山浩二（2006）

認定遺伝カウンセラー養成と生殖医療領域における役割

〈香山浩二・小森慎二〉
香山浩二（2006）不育症. NEW CONSENSUS新撰産婦人

の紹介. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-

科診療,（石塚文平, 金山尚裕, 鈴木秋悦, 安田

10, 大阪.

永井書店, 大阪, 232-236.

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木
山琢雄, 野島道生, 山本新吾, 島
内

功, 霞

透, 樋口喜英, 丸

博基, 持田菜穂子, 堀

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）クライン

フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討.
第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.

允

編）,

香山浩二（2006）不妊と免疫. コメディカルARTマニュアル,
（森

崇英, 久保

春海, 高橋克彦

編）, 永井書店, 大

阪, 43-46.
香山浩二（2006）精子免疫. 新編精子学,（毛利秀雄, 星
紀

元

監修）, 東京大学出版会, 東京, 398-413.

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 武信尚史, 小

小森慎二（20 0 6）不育症治療. N E W C ON S E N S U S新

森慎二, 香山浩二（2006）雌性生殖器官におけるCD52

撰産婦人科診療,（ 石塚文平, 金山尚裕, 鈴木 秋悦 , 安

の発言と局在. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会,

田

長谷川昭子, 霞

功, 山本尚子, 武信尚史, 霞

編）, 永井書店, 大阪, 445-448.

■ 学術論文 ■

11.8-10, 大阪.
堀内

允

弘之, 持田菜穂子, 小森

慎二, 香山浩二（2006）当院で経験した婦人科悪性腫瘍
に対して妊孕性温存治療を行った挙児希望患者4例. 第51

〈香山浩二・小森慎二〉
Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Premature ovarian
failure syndrome may be induced by autoimmune

回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.
Calong os, G., 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）
Urinary pure FSHとrecombinant FSHのマウス卵胞in
vitro発育における比較. 第51回日本生殖医学会総会・学

reactions to zona pellucida proteins. J. Reprod. Med.
Endoclinol., 3, 94-97.
香山浩二（2006）周産期医学必修知識, 男性不妊. 周産期医
学, 36（増刊）, 11-12

術講演会, 11.8-10, 大阪.
木下明美, 内田暁子, 山本尚子, 武信尚史, 田中宏幸, 霞

［総説］

弘

小森慎二, 山本尚子, 武信尚史（2006）臨床分子内分泌学

之, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）反復して心内

4

膜線維弾性症の児を妊娠・出産した1症例. 第115回近畿

刊4）, 471-476.

産科婦人科学会学術集会, 11.12, 大阪.
Kinoshita, A., Tanaka, H., Komori, S., Hasegawa, A. and
Koyama, K.（2006）Autoimmunity to Zona pellucida
possibly causes Premature Ovarian Failure（POF）.
The 3rd International congress on experimental and
clinical reproductive immunology, 11.15-18, Banff,
Canada.
伊藤宏一, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）CD52

生殖内分泌系, アンドロゲン受容体. 日本臨牀, 64（増

小森慎二, 内田暁子（2006）臨床分子内分泌学4

生殖内

分泌系, アンドロゲン不応症. 日本臨牀, 64（増刊4）, 494498.
長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣の凍結保存.
産婦人科の実際, 55, 217-226.
武信尚史, 香山浩二（2006）腎疾患合併妊娠とその管理. 産
婦人科治療, 93, 191-194.
澤井英明, 霞

弘之, 田中宏幸, 堀内

功, 小森慎二, 香山

186

兵庫医大業績録（2006）

浩二（2006）不妊治療とくに顕微授精による妊娠の遺伝

メトトレキセート（MTX）局所投与が有効であった頸管妊
娠の1症例. 北海道産科婦人科学会誌, 50, 25-27.

カウンセリングと羊水染色体検査. 産婦人科の進歩, 58,

堀内

68-70.
本

聡, 小林

薫, 宮本義也, 前田弘彰, 廣田省三, 中尾

克, 柳田

薫, 香山浩二, 吉村泰典, 野田洋一, 井上正

人（2006）わが国における生殖補助医療胚培養士の現状.

義 則, 丸山琢 雄 , 近 藤宣幸, 野島 道 生 , 山本新 吾,
島

島

芳之, 長田久美子, 香山浩二

尿器科紀要, 52, 445-449.
島

雑誌, 32, 34-35.
博基・近藤宣幸〉
半陰陽. 新領域別症候群シリーズ２, 日本臨牀（別
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Koyama, K.（2006）Sperm a nt igens a nd i n fert ility.
（Opening speech）2nd EMBIC Summer School, 7.1-4,

gene. Int. J. Oncol., 28, 815-821.
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西宮市小
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原利忠, 香山浩二（2006）高ガストリン血症を呈した卵巣
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Wada, C., Tsubamoto, H., Tanaka, H. and Koyama,
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Obstet., 274, 252-254.
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The role of androgen in spermatogenesis.（Invited）
International Congress on Gamete Biology : Emerging
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弘之, 青木美知, 細田容子, 豊田桃子, 鍔本浩志, 田中

Frontiers in Fertility and Contraceptive Development,

宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）当科における更年期外
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来の現状. 第6回神戸メノポーズフォーラム, 1.21, 神戸.

Koyama, K., Itoh, K. a nd Hasegawa, A.（2006）Role

田中宏幸, 青木美知, 細田容子, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信

of ma le reproduct ive t ract CD52（m r t CD52）i n
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6回関西出生前診療研究会, 2.18, 大阪.

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

Uchida, K., Komori, S., Kanazawa, N., Sakata, K. and

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）Contribution of

Koyama, K.（2006）Analysis of androgenic effect for
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誠一（2006）腎出血を契機に発見されたJuxtaglomerular

丸山琢雄, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

博基, 廣田誠一（2006）

博基, 新長真由美, 廣田

cell tumorの1例. 第25回阪神泌尿器科医会, 9.21, 兵庫.
山本新吾, 山野理子, 安藤久美子, 石藏礼一, 田ノ岡征雄,

排尿困難を来した前立腺貯留性嚢胞の1例. 第11回阪神

滝内秀和, 野島道生, 島

前立腺疾患セミナー, 6.8, 西宮.

診断におけるmaximum intensity projection（MIP）と

上田康生, 橋本貴彦, 三井要造, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

動画volume rendering（V R）との有用性. 第20回日本

博基, 新長真由美, 廣田

誠一（2 0 0 6）骨転移生検によって病理診断が得られた

Endourology・ESWL学会総会, 10.4-7, 大阪.
島

博基（2006）小児泌尿器科学の基礎と臨床. 第57回仙
萩会総会, 10.14, 仙台.

前立腺癌の1例. 第195回日本泌尿器科学会関西地方会,
島

6.17, 大阪.

博基（2006）慈恵医大青戸病院事件の考察. 第71回日

樋口喜英, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

博基, 廣田誠一（2006）

博基（2006）腎門部血管構造

本泌尿器科学会東部総会, 10.19-21, 東京.
邱

君, 丸山琢 雄 , 近 藤宣幸, 野島 道 生 , 山本新 吾,

局所前立腺癌における術前ホルモン療法（N HT）の有効

島

性の検討. 第51回兵庫県泌尿器科医会, 6.24, 神戸.

腺がん細胞の増殖抑制効果の検討. 第56回日本泌尿器科

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島
道生, 山本新吾, 島

博基（2006）射精障害の臨床的観

博基（2006）Histone deacetylase阻害剤による前立

学会中部総会, 10.25-27, 名古屋.
上田康生, 橋本貴彦, 三井要造, 鈴木

透, 樋口喜英, 丸

察－不妊症合併例を含めて－. 第25回日本アンドロロジー

山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 新長真由美, 廣

学会, 7.15-16, 加賀.

田誠一, 島

橋本貴彦, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島
道生, 山本新吾, 島

博基（2006）兵庫医科大学泌尿器

科における小児腎外傷症例の臨床的検討. 第15回日本小

学会中部総会, 10.25-27, 名古屋.
近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木
山琢雄, 野島道生, 山本新吾, 島

児泌尿器科学会総会, 7.20-22, 新潟.

内

Yamamoto, S., Ya ma no, T., A ndo, K., Ish ikura, R.,

the renal vascular anatomy for laparoscopic donor
nephrectomy. 24TH World Congress of Endourology,

島

博基（2 0 0 6）兵庫医科大学泌尿器科における取り組
み：泌尿器疾患の治療について. 第3回武庫川リンク研究
会, 11.16, 兵庫.

野島道生, 樋口喜英, 上田康生, 三井要造, 鈴木

8.17-20, Cleveland, U.S.A.
近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木

透, 樋口喜英, 丸山

博基（2006）ED患者に

対するPDE5阻害薬とビタミンE併用療法の試み. 第17回日
本性機能学会, 9.1-2, 京都.

琢雄, 近藤宣幸, 山本新吾, 島
郎, 中尾

透, 丸山

博基, 梶尾圭介, 善本哲

篤, 滝内秀和, 山本裕信, 福井浩二, 東郷容和,

安田和生, 青木

大, 藪元秀典, 橋本貴彦, 井原英有, 橋

本光男（2006）兵庫医科大学における腎移植症例の検討

樋口喜英, 三井要造, 上田康生, 鈴木
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）クライン

第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.

H.（2006）Assessment of diag nost ic accuracy of
computed tomography-based imaging in detection of

功, 霞

透, 樋口喜英, 丸

博基, 持田菜穂子, 堀

フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討.

Tanooka, M., Takiuchi, H., Nojima, N. and Shima,

琢雄, 野島道生, 山本新吾, 島

博 基（2 0 0 6）腎出血を契機に発見された

Juxtaglomerular cell tumorの1例. 第56回日本泌尿器科

透, 丸山琢雄, 近藤

博基, 廣田誠一（2006）

根治的前立腺摘除術における術前内分泌療法の有効性

（1995年以降の80例を中心に）. 第52回兵庫県泌尿器科
医会, 11.18, 神戸.
Shima, H.（2006）Volu me render i ng 3-d imensiona l

の検討. 第4回兵庫癌治療・細胞療法研究会, 9.2, 神戸.

computed tomography image and a new training

野島道生, 樋口喜英, 上田康生, 橋本貴彦, 野島道生, 山本

method to skill up laparoscopic technique in kidney

新吾, 島

博基, 善本哲郎, 井原英有（2006）タクロリムス

を使用した腎移植11年の経験. 第42回日本移植学会総会,
9.7-9, 千葉
近藤宣幸, 島 博基, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）クライン

surgery. The 23rd Japan-Korea Urological Congress,
9.22-23, Nara.
三井要造, 上田康生, 鈴木

透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤

宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島

博基（2006）腎盂形成術
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日本人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類

にて水腎症の改善を認めた左骨盤腎の1例. 第197回日本

遺伝学会第51回大会抄録集, 144, 2006.）

泌尿器科学会関西地方会, 12.16, 枚方.

笹原祐介, 玉置（橋本）知子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 森永

〈玉置知子・森永伴法〉

伴法, 中野芳朗, 家本敦子（2006）ヒト抜去毛包を利用

高橋千晶 , 小川智美 , 皆川京子 , 管原由恵 , 三村博子 , 振津
崇英 , 澤井英明 , 谷澤隆邦 , 玉置

したケラチノサイトの培養. 日本人類遺伝学会第51回大

（橋本）知子（2006）転座による 13 トリソミーの 2 例 . 第

かつみ , 齊藤優子 , 森

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,
191, 2006.）

26 回臨床細胞分子遺伝研究会 , 2.18, 大阪 （臨床細胞
.
霞

分子遺伝 , 11, 46, 2006.）
霞

弘之 , 澤井英明 , 管原由恵 , 三村博子, 小森慎二 , 玉置

（橋本）知子 , 森

崇英 , 振津かつみ , 香山浩二（2006）

弘之, 澤井英明, 堀内

功, 田中宏幸, 管原由恵, 三村

博子, 小森慎二, 香山浩二, 玉置知子（2006）心内膜線維
弾性症（EFE）の児を3回連続して妊娠・出産した夫婦の

羊水検査時に認められた 16 番染色体逆位の遺伝カウン

遺伝カウンセリング. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1

セリングについて . 第 30 回日本遺伝カウンセリング学会学

回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
齊藤優子, 松井

術集会 , 5.26-28, 大阪 .
玉置知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原由恵, 三村
博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋千晶（2006）

匿名化システム導入と臨床遺伝部の役割. 第30回日本遺
伝カウンセリング学会学術集会, 5.26-28, 大阪.（日本遺伝
カウンセリング学会誌, 27, 59, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gondo, N., Gega, M., Fujiwara,
Y., Yamamura, T. and Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）
Genotype factors are not determinants of diagnosis

聖, 佐野

統, 玉置知子（2006）遺伝性血

管性浮腫（C1 inhibitor欠損症）家系の遺伝子診断. 日本
人類遺伝学会（第51回大会）第1回分科会（第6回臨床遺
伝研究会）, 10.18-20, 米子.
野中路子, 毎原敏郎, 振津かつみ, 澤井英明, 霞

弘之, 三村

博子, 管原由恵, 高橋千晶, 齊藤優子, 玉置知子（2006）
脆弱X症候群の1例. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1
回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
吉川麗月, 外賀

真, 権藤延久, 田村和朗, 玉置知子, 柳

chemosensitivity for desmoid tumors in association

秀憲, 山村武平（2006）デスモイド腫瘍の化学療法の確

with Familial adenomatous polyposis（FAP）. 20 th

立における遺伝子診断の役割. 日本人類遺伝学会（第51

IUBMB International Congress of Biochemistry and

回大会）第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20,

Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-

米子.

23, Kyoto.（Program, 153, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanag i, H., No da, M., Fujiwara, Y.,

高橋千晶, 岡野善行, 齊藤優子, 澤井英明, 玉置知子（2006）
フェニルケトン尿 症（ P K U）と知らされていなかった

Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T. and

maternal PKU のケア. 日本人類遺伝学会（第51回大会）

Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）Cell cycle-oriented dose-

第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.

dense chemotherapy: High-dose shorter plus lowdose metronomic regimen. 8th World Congress on

家族性腫瘍部門

Gastrointestinal Cancer, 6.28-7.1, Barcelona, Spain.
（Annals of Oncology, 17, 2006.）
吉川麗月, 柳
嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 柳生利彦, 大

勉, 藤原由規, 山村武平, 宇都宮譲二, 権藤延久, 玉

専任職員
■ 著書 ■

置知子（2006）家族性大腸ポリポーシス随伴デスモイド

田村和朗（2006）家族性大腸腺腫症. 検査値のみかた, 改

腫瘍に対する診断および治療方針. 第65回日本癌学会学

訂3版,（中井利昭, 尾崎由基男, 小田原雅人, 小室一成, 野

術総会, 9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会記事, 381,
高橋千晶, 霞

村文夫

編）, 中外医学社, 東京, 903-909.

田村和朗（2006）臨床遺伝学の基礎と遺伝子診断. 皮膚科

2006.）
弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子

専門医テキスト集－2000年度－,（日本皮膚科学会研修委
員会

監修）, 日本皮膚科学会, 東京, 257-277.

（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本

田村 和 朗 , 宇 都 宮譲二 , 古山順一（2 0 0 6）家 族性 腺 腫

人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝

性ポリポーシス. yea r note 2007別冊, S E L E C T E D

学会第51回大会抄録集, 143, 2006.）

A R T IC L E 20 07

玉置（橋本）知子, 山本義弘, 振津かつみ, 古山順一（2006）
兵庫医科大学における人類遺伝学カリキュラム. 日本人類
遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会
第51回大会抄録集, 144, 2006.）
玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原
由恵, 三村博子, 霞

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋

千晶（2006）個人情報保護法について臨床遺伝部の役割.

主要病態・主要疾患の論文集,（ 医

学情報研究所 編）, M EDIC M EDI A, 東京, 121-130.
（CD-ROM）
■ 学術論文 ■
［総説］
田村和朗（2006）Li-Fraumeni症候群. ゲノム医学, 6, 81-88.
［原著］
Gega, M., Yanagi, H., Yoshikawa, R., Noda, M., Ikeuchi,
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H., Tsukamoto, K., Oshima, T., Fijiwara, Y., Gondo, N.,

科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎

Tamura, K., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T. and

症性腸管障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会,

Yamamura, Y.（2006）Successful chemotherapeutic
modality of doxorubicin plus dacarbazine for the

2.16-17, 東京.
吉田幸治, 堀

和敏, 樋田信幸, 高川哲也, 田村和朗, 松

treatment of desmoid tumors in association with

本譽之（20 0 6）S M A D4遺伝子の変異を伴うJuve n i le

familial adenomatous polyposis. J. Clin. Oncol. 24, 102-

polyposis of the stomach（以下JPS）の1例. 第92回日本

105.

消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑

［症例報告］
田村和朗, 坂上

誌, 103（Suppl.）, A289, 2006.）
隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

Takagawa, T., Tamura, K., Takeda, N., Tomita, T., Ohda, Y.,

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子

Fukunaga, K., Hida, N., Ohnishi, K., Hori, K., Kosaka,

変異を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.

T., Fukuda, Y., Ikeuchi, H., Yamamura, T., Miwa, H. and

［研究報告］

Matsumoto, T.（2006）Association between IL-18 gene

田村和朗（2006）I L18遺伝子プロモーター領域多型と炎症

promoter polymorphisms and inflammatory bowel

性腸疾患との相関. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾

disease in a Japanese population. 12th International

患克服対策研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite

調査研究」平成17年度研究報告書, 74-76.

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.

■ 学会発表 ■

2）, 59, 2006.）

［シンポジウム等］

高川哲也, 田村和朗, 武田直久, 富田寿彦, 應田義雄, 福

田村和朗, 西上隆之, 山村武平（2006）消化器癌ハイリスク

永

健, 樋田信幸, 大西国夫, 堀

和敏, 小坂

正, 福田

群に対するゲノム情報の意義と展開.（シンポジウム）第92

能啓, 池内浩基, 山村武平, 三輪洋人, 松本譽之（2006）

回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病

炎症性腸疾患におけるI L-18遺伝子プロモーター領域の

学会雑誌, 103（Suppl.）, A42, 2006.）

遺伝子多型の検討. 第71回日本インターフェロン・サイトカ

田村和朗, 山村武平（2006）消化器癌におけるゲノム情報
の活用と遺伝子診療システム構築.（パネルディスカッショ
ン）第61回日本消化器外科学会定期学術総会, 7.13-15,
横浜.（日本消化器外科学会雑誌, 39, 976, 2006.）
外賀
本

真, 柳
潔, 大嶋

秀憲, 吉川麗月, 野田雅史, 池内浩基, 塚
勉, 藤原由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇

都宮譲二, 玉置知子, 山村武平（2006）家族性大腸腺腫

イン学会学術集会, 7.7-8, 西宮.（第71回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会抄録集, 23, 2006.）
田村和朗, 坂上

隆 , 山 村 武平, 大 江与 喜子（ 2 0 0 6）

Li-Fraumeni症候群の3家系. 第30回日本遺伝カウンセリ
ング学会学術集会, 5.26-28, 大阪.（日本遺伝カウンセリン
グ学会誌27, 56, 2006.）
田村和朗, 坂上

隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 三

症に合併するデスモイド腫瘍治療におけるDoxorubicin/

輪洋人, 高川哲也, 松本譽之（2006）TP53生殖細胞系

Daca rbazine併用療法の有用性.（パネルディスカッショ

列遺伝子変異を認めた重複癌症例. 第12回日本家族性

ン）第12回日本家族性 腫瘍学会学 術集会, 6.16 -17, 吹

腫瘍学会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族性腫瘍, 6, A44,

田.（家族性腫瘍, 6, A19, 2006.）

2006.）

央晋, 古井陽介, 福井崇史, 横山士郎, 権藤延久, 田村

東

堀田紀子, 戸村友美, 深野玲司, 古川

漸, 田村和朗, 内野眞

和朗（2006）MLPA法による, APC, MYH遺伝子のゲノム

也, 恒松由記子（2006）副腎皮質癌に肝未分化肉腫を続

再構成の検出.（シンポジウム）第12回日本家族性腫瘍学

発した15歳女児を発端者とするp53胚細胞変異を保有す

会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族性腫瘍, 6, A21, 2006.）

る一家系. 第12回日本家族性腫瘍学会学術集会, 6.16-17,

田村和朗, 西上隆之, 山村武平, 岩間毅夫（2006）MYH遺伝
子異常に起因する大腸ポリポーシス症および多発性大腸

吹田.（家族性腫瘍, 6, A43, 2006.）
吉田幸治, 堀

和敏, 田村和朗, 津田聡司, 福田小百合,

腺腫症：M A P.（ワークショップ）第61回日本大腸肛門病

西上隆之, 三輪洋人 , 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之

学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59,

（2006）胃に発生した若年性ポリポーシス症の1例. 第12

519, 2006.）

回日本家族性腫瘍学会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族性

吉川麗月, 栁
本

潔, 大嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 池内浩基, 塚

勉, 藤原由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇

腫瘍
（Suppl.）, 6, A48, 2006.）
田村和朗, 宇都宮譲二, 権藤延久, 東

央晋, 古井陽介, 福

都宮譲二（2006）Management for desmoid tumors

井崇史, 山村武平（2006）家族性腺腫性ポリポーシス症

in association with Familial Adenomatous Polyposis

におけるM L PA法の意義. 第65回日本癌学会学術集会,

（FAP）（ワークショップ）
.
第44回日本癌治療学会, 10.1820, 東京.
［一般講演］

9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会記事, 448, 2006.）
吉川麗月, 外賀

真, 権藤延久, 田村和朗, 玉置知子, 柳

秀憲, 山村武平（2006）デスモイド腫瘍の化学療法の確

田村和朗, 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之, 池内浩基, 山村

立における遺伝子診断の役割. 日本人類遺伝学会（第51

武平（2006）炎症性腸疾患とIL-18遺伝子多型. 厚生労働

回大会）第1回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20,
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（2006）炎症性腸疾患

米子.
内野眞也, 野口志郎, 村上
川

司, 野口仁志, 堀田紀子, 古

漸, 田村和朗, 恒松由記子（2006）甲状腺腫瘍を合

併したLi-Fraumeni症候群の1例. 第49回日本甲状腺学会,

腹腔鏡補助下大腸全摘, 回腸嚢

肛門吻合（I AA）. 新しい腹腔鏡下手術手技
からの近道マップ,（黒田嘉和

開腹手術

監修, 市原隆夫

編）, 金

原出版, 東京, 197-201.
〈香山浩二・小笠原利忠・鍔本浩志〉

11.2-4, 高松.

香山浩二（2006）不育症. NEW CONSENSUS新撰産婦人

■ その他 ■
田村和朗, 山村武平, 宮本正喜, 宇都宮譲二, 古山順一, 権
藤延久, 岩間毅夫, 渡邉聡明, 武田祐子, 菅野康吉（2006）
家族性腫瘍の臨床および家系登録情報に立脚したゲノ

科診療,（石塚文平, 金山尚裕, 鈴木秋悦, 安田

允

編）,

香山浩二（2006）原因不明不妊. 先端医療シリーズ39

産科

永井書店, 大阪, 232-236.

ム情報システムの構築と活用. 文部科学省科学研究費補

婦人科

助金特定領域研究「ゲノム」4領域2006年度合同班会議,

吉村泰典

9.20-22, 大阪.（文部科学省科学研究費補助金特定領域
研究「ゲノム」4領域2006年度合同班会議, H13, 2006.）
田村和朗（2006）がん専門医に求められる家族性腫瘍の知
識.（教育講演）がん専門医が知るべき家族性腫瘍, 第44
回日本癌治療学会総会, 10.18-20, 東京.（第44回日本癌治

産科婦人科の最新医療,（武谷雄二, 丸尾

猛,

編）, 先端医療技術研究所, 東京, 83-87.

香山浩二（2006）不妊と免疫. コメディカルARTマニュアル,
（森

崇英, 久保春海, 高橋克彦

編）, 永井書店, 大阪,

43-46.
香山浩二（2006）精子免疫. 新編精子学,（毛利秀雄, 星
紀

元

監修）, 東京大学出版会, 東京, 398-413.

〈廣田誠一〉

療学会総会抄録号, 41, 233, 2006.）
田村和朗, 福田能啓（2006）H.Pylori感染と遺伝的背景. 平

廣田誠一（2006）遺伝子変異の検索意義および治療効果等

成18年度厚生労働省がん研究助成金「ヘリコバクター・ピ

との関連. GISTの診断と治療実践マニュアル,（GIST研究

ロリ感染による胃発癌機序の解明と感染・再感染予防の

会

編）, エルゼビアジャパン, 東京, 40-44.

廣田誠一（2006）遺伝子変異の検索方法. GISTの診断と治

研究」第1回班会議, 10.27, 東京.
田村和朗, 山村武平, 宮本正喜, 宇都宮譲二, 古山順一, 権
藤延久, 岩間毅夫, 渡邉聡明, 武田祐子, 菅野康吉（2006）
家族性腫瘍の臨床および家系登録情報に立脚したゲノム
情報システムの構築と活用. 文部科学省科学研究費補助
金特定領域研究「ゲノム情報にもとづく医学, 微生物学の
新展開」平成18年度ゲノム医学（C01, C02）班会議, 12.1314, 東京.（文部科学省科学研究費補助金特定領域研究

療実践マニュアル,（GIST研究会

廣田誠一（2006）幹細胞のシグナル伝達. 再生医療の基礎
シリーズ3 再生医療のための分子生物学,（仲野
編）, コロナ社, 東京, 146-158.
雨海照祥, 井上善文, 大谷

順, 大村健二, 小山

一, 志賀英敏, 正田良介, 曹

年度ゲノム医学（C01, C02）班会議, 25, 2006.）

山内

堀

論, 桜井洋

英樹, 福田能啓, 宮田

剛,

健（2006）静脈経腸栄養ガイドライン－静脈・経腸

栄養を適正に実施するためのガイドライン－, 第2版,（日本

■ 著書 ■
〈三輪洋人・堀

徹

〈福田能啓〉

「ゲノム情報にもとづく医学, 微生物学の新展開」平成18
兼任教員

編）, エルゼビアジャパ

ン, 東京, 46-49.

静脈経腸栄養学会

和敏, 三輪洋人（2006）プロトンポンプ阻害薬の使い方
と注意点. 実地診療のためのプロトンポンプ阻害薬ハン
ドブック（浅香正博,
,
千葉

編集）, 南江堂, 東京.

■ 学術論文 ■

和俊〉

勉

編）, 先端医学社, 東京,

［総説］
〈三輪洋人・堀

和俊〉

三輪洋人（2006）いわゆる「慢性胃炎」～上腹部不定愁訴へ
のアプローチ～. Medical News, 6-8.

268-274.

三輪洋人（2006）胃酸分泌と上腹部症状に関する最近の知

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
加藤恭一, 神野良男, 松本譽之（2006）食物・腸内細菌. 過
敏性腸症候群－脳と腸の対話を求めて－,（佐々木大輔

見. 診断と治療, 94, 877-884.
三輪洋人（2006）日常診療における機能性胃腸症（FD）の
意義とその治療. 日本医師会雑誌, 135, 322-326.

編）, 中山書店, 東京, 27-31.
樋田信幸, 松本譽之（2006）サーベイランス法－本邦と欧米

三輪洋人, 田中淳二（2006）Helicobacter p ylor i Q&A

の比較. colitic cancer診断と治療の現況,（渡邉聡明, 味

『Asian enigma』
『Asian paradox』
『African enigma』

岡洋一, 五十嵐正広, 田中信治

とは何ですか？. Helicobacter Research, 10, 483-485.

編）, 日本メディカルセン

三輪洋人（2006）胃食道逆流症（GERD）の新しい考え方－

ター, 東京, 99-104.
〈山村武平・吉川麗月〉

とくにNERD（非びらん性胃食道逆流症）とBarrettの病

池内浩基, 嵯峨山健, 中埜廣樹, 山村武平（2006）内視鏡治
療後に手術を要した1例. colitic cancer診断と治療の現況,
（渡邊聡明, 味岡洋一, 五十嵐正広, 田中信治

編）, 日本

メディカルセンター, 東京, 237-239.
川崎健太 郎, 栁

秀憲, 池内浩基, 山村武平, 黒田嘉和

態について－. 日本消化器病学会雑誌, 103, 901-910.
三輪洋人（2006）GERDの考え方. BIO Clinica, 21, 768-769.
三輪洋人（2006）逆流性食道炎. 内科, 97, 1000-1001.
三 輪洋人（2 0 0 6）食 道の知覚 過 敏 . 臨 床のあゆみ, 6 8 ,
28-31.
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坂上

隆, 三輪洋人（2006）消化管の内視鏡治療. Annual

ビュー

Review消化器2006, 152-156.
福永

健, 横山陽子, 大西国夫, 日下

剛, 福田能啓, 三輪

洋人, 松本譽之（2006）急性期潰瘍性大腸炎患者に対す
るLCAPの免疫学的即時効果の経時推移. 消化器と免疫,
戸澤 勝之 , 三 輪 洋人 , 應 田義 雄 , 樋 田 信 幸, 松本 譽之
（20 0 6）過敏性 腸症候群患者の脳機能. 日本臨牀, 6 4,
上小鶴孝二, 松本譽之, 三輪洋人（2006）Post-infectious
隆, 神野良男, 山本憲康, 三輪洋人（2006）EMRによ
隆, 神野良男, 辻

智洋, 山本憲康, 肥塚浩昌, 三輪

洋人（2006）特殊な膵癌：退形成性膵管癌（破骨細胞型
隆, 神野良男, 中嶋一彦, 川添智太郎, 福田能啓, 松

本譽之, 三輪洋人（2006）H. pylori以外のヘリコバクター
Helicobacter hepaticusと肝疾患・炎症性腸疾患.

隆, 三輪洋人（20 0 6）上部消化管疾患. 内科, 98,

福田能啓, 富田寿彦, 堀

和敏, 坂上

隆（2006）病気のは

健, 小坂

正, 堀

和敏（2006）

クローン病の栄養療法時にみられる問題点とその対策. 消
田中淳二, 富田寿彦, 江崎弘彦, 吉田幸治, 的場美佳, 小
和敏, 山村

誠, 福田能啓, 田村和民, 里見

孝（2006）クローン病の下痢症状に対する胆

汁酸吸着剤の使用経験. 機能性食品と薬理栄養, 3, 359和敏, 三輪洋人（2006）Helicobacter pylori関連疾患と
最新のエビデンス－治療のガイドライン. EBMジャーナル,
和 敏 , 三 輪 洋 人（ 2 0 0 6 ）機 能 性 ディスペプ シア.

大島忠之, 三輪洋人（2006）G E R D治療の目標・ストラテ
何を目的にいかにGERDを治療するか？. 内科, 98,

日下

剛, 大西国夫, 福永

健, 横山陽子, 松本譽之（2006）

潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法. カレントテラピー,
24, 533-536.
ゆみ, 68, 12-18.
（20 0 6）過敏性 腸症候群患者の脳機能. 日本臨牀, 6 4,
上小鶴孝二, 松本譽之, 三輪洋人（2006）Post-infectious
IBS. 日本臨牀, 64, 1544-1548.
化器病学会雑誌, 103, 805-811.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の繊維化は炎症の活動性と
どのように関係するのか？. 分子消化器病, 3, 215-220.
松本譽之（2 0 0 6）クローン病におけるヒト型抗T N Fモノ

食道アカラシア.

and Hepatology, 1, 17-20.
化とサーベイランス. Modern Physician, 26, 1445-1448.
に対するサイトカイン統御療法. 日本内科学会雑誌, 95,
福永

健, 松本譽之（2006）白血球系細胞除去療法－欧米

への飛躍はありえるか？－. 炎症と免疫, 14, 775-779.

鏞民, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）消化器由来の胸痛の

宏（2006）クローン病におけるリンパを介し

Matsumoto, T.（2006）Platelets in inflammatory bowel
disease. J. Gastroenterol., 41, 91-92.

診断. Journal of Integrated Medicin, 16, 212-214.
鏞民, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）酸逆流と粘膜障害,

坂上

隆, 神野良男, 中嶋一彦, 川添智太郎, 福田能啓, 松

本譽之, 三輪洋人（2006）H.pylori以外のヘリコバクター

症状発現の関係. 実験治療, 168-172.
鏞民, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）NERDの病因

明夫, 名倉

た免疫応答の意義. リンパ学, 29, 85-87.

今月の治療, 13（臨時増刊）, S9-S12.

内視

鏡で食道病変がみえないのにどうして症状が起こるの？.
Mebio, 23, 113-117.

Gatroenterology&Review of Clinical Gastroenterology

松本譽之, 神野良男, 吉田幸治, 中村志郎, 押谷伸英, 大谷

617-622.
山本憲康, 三輪洋人（2006）消化管疾患

金

42, 117-120.

1781-1786.

道外症状. MEDICO, 37, 278-281.

金

るLCAPの免疫学的即時効果の経時推移. 消化器と免疫,

松本譽之（2 0 0 6）炎症性免疫疾患の治療 炎症性 腸疾患

Medicament News, 1863, 8-9.
大島忠之, 富田寿彦, 三輪洋人（2006）胸やけ, GERDの食

金

剛, 福田能啓, 三輪

樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎・クローン病の癌

7, 680-685.

ジー

健, 横山陽子, 大西国夫, 日下

クローナル抗体（Ad a l i mu m a b）：C L A S S I C-Ⅰ試験 .

361.

堀

福永

松本譽之, 樋田信幸（2006）潰瘍性大腸炎と大腸癌. 日本消

化器科, 42, 200-210.

堀

之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の免疫

1536-1539.

なし・胃癌. 検査と技術, 34, 1374-1380.
福田能啓, 富田寿彦, 福永

正, 堀

剛, 福田能啓, 松本譽

戸澤 勝之 , 三 輪 洋人 , 應 田義 雄 , 樋 田 信 幸, 松本 譽之

983-988.

匡迪, 下山

健, 大西国夫, 日下

松本譽之（2006）これからのクローン病治療戦略. 臨床のあ

EBMジャーナル, 7, 760-763.

坂

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉

松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎. 消化器の臨床, 9, 113-124.

巨細胞癌）. 消化器の臨床, 9, 94-96.

坂上

淳, 三輪洋人（2006）消化器疾患, 消化管における酸

の知覚. 消化器疾患3, 医学のあゆみ（別冊）, 20-24.

洋人, 松本譽之（2006）急性期潰瘍性大腸炎患者に対す

る最新胃癌治療. 西宮市医師会医学雑誌, 11, 77.

感染症

関わり. Medical Science Digest, 32, 427-432.

調節効果. 消化器と免疫, 42, 110-112.

IBS. 日本臨牀, 64, 1544-1548.

坂上

田中淳二, 三輪洋人（2006）H.pyloriと胃炎, 消化性潰瘍との

横山陽子, 福永

1536-1539.

坂上

除菌治療面での進歩. Helicobacter Research,

10, 153-159.

櫻井

42, 117-120.

坂上

林千鶴子, 三輪洋人（20 0 6）He li c o b a c te r研究の年間レ

感染症

Helicobacter hepaticusと肝疾患・炎症性腸疾患.

EBMジャーナル, 7, 760-763.
〈山村武平・吉川麗月〉
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〈福田能啓〉
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K.（2006）Pup birth from mouse oocytes in preantral

正, 福田能啓（2006）妊娠を契機に経腸栄養療法に

と薬理栄養, 3, 415-417.
池 内浩 基, 山村 武平, 中 埜 廣樹, 内野
秀憲, 野田雅史, 小坂

基, 中 村 光 宏,
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柳

followed by in vitro growth, in vitro maturation, and

見匡迪, 下山

正, 福田能啓, 田村和民, 里

in vitro fertilization. Fertil. Steril., 86（Suppl.4）, 1182-

法が再手術率に与える影響についての検討. 機能性食品

孝（2006）クローン病患者に対する栄養療

と薬理栄養, 3, 402-405.
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Kasumi, H., Komori, S., Sakata, K., Ya ma moto, N.,

中村真理子, 瀧北佳代, 仲間

薫, 畠本淳子, 小倉由美子, 山

Yamasaki, T., Kanemura, Y. and Koyama, K.（2006）

田繁代, 田中淳二, 富田寿彦, 小坂

Upregulation of macrophage migration inhibitory

能啓, 田村和民, 下山

factor and colgizzarin by androgen in TM4 mouse

成分栄養療法支援体制

正, 堀

和敏, 福田

孝（2006）クローン病患者の在宅
長期HEN施行患者を交えた患
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Hasegawa, A., Kanazawa, N., Sawai, H., Komori, S. and
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Koyama, K.（2006）Pig zona pellucida 2（pZP2）protein

定キットによる診断の実際. Helicobacter Research, 10,

does not participate in zona pellucida formation in
内田暁子, 堀内

功, 伊藤善啓, 山本尚子, 小森慎二, 香山

浩二（2006）不妊症患者における子宮鏡検査の臨床統計.

健, 大西国夫, 日下

剛, 福田能啓, 松本譽

之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の免疫
調節効果. 消化器と免疫, 42, 110-112.
Fukuda, Y., Tao, Y., Tomita, T., Hori, K., Fukunaga,

日本産科婦人科内視鏡学会雑誌, 21, 326-328.
山本尚子, 堀内
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横山陽子, 福永
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弘

K., Nog uchi, T., Hayashi, T., Shimoyama, T. a nd

之, 澤井英明, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）妊娠初期の

功, 伊藤善啓, 内田暁子, 小森慎二, 霞

Takahashi, R.（2006）A traditional Japanese medicine

自然流産症例における流産絨毛の染色体異常について.

mitigates TN BS-induced colitis in rats. Scand. J.
Gastroenterol., 41, 1183-1189.

日本受精着床学会雑誌, 23, 218-221.
堀内

功, 伊藤善啓, 福岡

実, 衣田隆俊, 堀

理照, 小笠

原利忠, 小森慎二, 香山浩二（2006）子宮筋腫が認められ
たMayer-Rokitansky-Küstner-Hauser syndromeの1例.
日本産科婦人科内視鏡学会雑誌, 22, 180-184.
〈坂上

隆〉

Kobayashi, T., Sakagami, T., Koizuka, H., Yamamoto,

［症例報告］
〈三輪洋人・堀
田村和朗, 坂上

和敏〉
隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子
変異を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.
〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
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田村和朗, 坂上

隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
松本譽之, 樋田信幸, 應田義雄, 工藤進英, 大塚和郎, 岩男
泰, 松岡克善, 名川弘一, 渡邉聡明, 五十嵐正広, 佐田美和,

変異を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.

小林清典, 勝又伴栄, 渡辺憲治, 押谷伸英, 飯塚文瑛, 高

〈山村武平・吉川麗月〉
Ikeuchi, H., Hori, K., Nishigami, T., Nakano, H., Uchino,

橋朋子, 千葉俊美, 高木

亮, 味岡詠生弌（2006）潰瘍性

M., Nakamura, M., Kaibe, N., Noda, M., Yanagi, H. and

大腸炎サーベイランスアトラス. 厚生労働科学研究費補助

Yamamura, T.（2006）Diffuse gastroduodenitis and

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

pouchitis associated with ulcerative colitis. World J.

関する調査研究班」癌化「サーベイランス法の確立」プロ
ジェクト研究グループ.

Gastroenterol., 28, 5913-5915.

■ 学会発表 ■

〈香山浩二・小笠原利忠・鍔本浩志〉
武信尚史, 中川昌子, 竹村由理子, 萬代博行, 竹村

正, 小笠

原利忠, 香山浩二（2006）高ガストリン血症を呈した卵巣
粘液性嚢胞腺腫（境界悪性）の1症例. 産婦人科の進歩,

［指定講演］
〈玉置知子・山本義弘〉
玉置知子（2006）細胞周期とがん治療のストラテジー.（特別
講演）第13回泌尿器科臨床研究会, 6.23, 大阪.

58, 1-4.
Ito, Y., Komori, S., Horiuchi, I., Kinuta, T., Hori, M.,
Wada, C., Tsubamoto, H., Tanaka, H. and Koyama,

玉置知子（2006）遺伝カウンセリング（指定講演）
.
西宮市小
児科医会, 11.15, 西宮.

K.（2006）Solid pelvic tumor in a woman with Mayer-

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦（2006）遺伝カウン

Rokitansky-Küstner-Hauser syndrome. Arch. Gynecol.

セリングと個人情報保護.（教育講演）第24回日本染色体

Obstet., 274, 252-254.

遺伝子検査学会, 11.18-19, 天理.（The official journal of

〈坂上

the Japanese association for choromosome and gene

隆〉

田村和朗, 坂上

隆, 津田聡司, 福田小百合, 西上隆之, 高

川哲也, 三輪洋人, 松本譽之（2006）TP53胚細胞遺伝子
変異を有する重複癌症例. 家族性腫瘍, 6, 53-57.

analysis, 24, 15, 2006.）
〈三輪洋人・堀

和敏〉

Miwa, H.（2006）The prevalence of H.pylori infection
and dyspepsia in Japanese population -The effect of

〈廣田誠一〉
Yamamot o, S., Hashimot o, T., Nojima, M., Mori, Y.,

H.pylori eradication on symptom resolution in FD

Hirota, S. and Shima, H.（2006）Testicular seminoma

patients.
（Invitation lecture）The 5th Korea-Japan-

associated with massive necrosis. Int. J.Urol., 13, 1262-

China joint conference on Helicobacter infection, 2.18,

1263.

Chengdu, China.

Inokuchi, T., Shincho, M., Moriwaki, Y., Ka, T., Takahashi,

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉

S., Tsutsumi, Z., Lin, Y., Hirota, S. and Yamamoto,

松本譽之（2006）Biologics therapyは, クローン病の病態と

T.（2006）Coexistent B-cell lymphoma and cutaneous

治療を変えたのか？.（ランチョンセミナー）第92回日本消

T-cell lymphoma. Intern. Med., 45, 641-647.

化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.

Fujie, Y., Ikeda, M., Seshimo, I., Ezumi, K., Hata, T.,

松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の病態・診断・治療－基本

Shingai, T., Yasui, M., Takayama, O., Fukunaga, H.,

的事項を中心に－.（教育セミナー講演）日本大腸肛門病

Ikenaga, M., Takemasa, I., Yamamoto, H., Ohue,

学会第15回教育セミナー, 5.28, 東京.（日本大腸肛門病学

M., Sekimoto, M., Hirota, S. and Monden, M.（2006）

会第15回教育セミナー講演集, 1-4, 2006.）

Complete response of highly advanced colon cancer

松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態と治療におけるサイ

with multiple lymph node metastases to irinotecan

トカイン制御の意義.（ランチョンセミナー）第71回日本イン

combined with UFT : report of a case. Surg. Today,

ターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.7-8, 西宮（兵

36, 1133-1138.

庫医科大学平成記念会館）（
. 第71回日本インターフェロ

Inokuchi, T., Takiuchi, H., Moriwaki, Y., Ka, T., Takahashi,

ン・サイトカイン学会学術集会抄録集, 9, 2006.）

S., Tsutsumi, Z., Shima, H., Hirota, S. and Yamamoto,

松本譽之（2006）炎症性腸疾患（IBD）診療における最近の

T.（ 2006）Ret rop er itonea l a ncient s chwa n nom a

トピックス.（ランチョンセミナー）第103回日本消化器病学

presenting as an adrenal incidentaloma:CT and MR

会北陸支部例会第16回教育講演会, 11.5, 金沢.（第103回

findings. Magn. Reson. Imaging, 24, 1389-1393.

日本消化器病学会北陸支部例会第16回教育講演会プロ

黒岩孝則, 松井

聖, 黒田麻衣, 関口昌弘, 久野英樹, 寺

グラム・抄録集, 15, 2006.）

統 , 廣田 誠 一

松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態からみた治療のup

（2006）胸膜炎を合併し, インフルエンザ肺炎を契機に間

to date.（教育講演）日本消化器病学会東海支部第16回教

質性肺炎が急性増悪した関節リウマチの1剖検例. 臨床リ

育講演会, 11.25, 名古屋.（日本消化器病学会東海支部第

ウマチ, 18, 63-71.

105回例会第16回教育講演会抄録集, 15, 2006.）

田

信, 橋本尚明, 岩崎

［研究報告］

剛, 佐野

松本譽之（2006）－クローン病－内科治療.（市民公開講座講
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演）第3回日本炎症性腸疾患研究会市民公開講座, 12.3,

三輪洋人（2006）
「消化性潰瘍の総点検」プロトンポンプ阻
害剤.（シンポジウム）第72回日本消化器内視鏡学会総会,

東京.
〈香山浩二・小笠原利忠・鍔本浩志〉
Komori, S., Kasumi, H., Sakata, K. and Koyama, K.（2006）

10.14, 札幌.
池 内浩 基, 中 埜 廣樹 , 内野

基, 中 村 光 宏, 山村 武平,

The role of androgen in spermatogenesis.（Invited）

堀

International Congress on Gamete Biology : Emerging

大腸炎術後の回腸嚢炎および胃十二指腸病変の検討.（シ

Frontiers in Fertility and Contraceptive Development,

ンポジウム）第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸

2.22-25, New Delhi, India.
Koyama, K., Itoh, K. a nd Hasegawa, A.（2006）Role

和敏, 三輪洋人, 樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性

研究会プログラム抄録集, 18, 2006.）
神野良男, 坂上

隆, 井上

of ma le reproduct ive t ract CD52（m r t CD52）i n

田幸治, 戸澤勝之, 芝

reproduction.
（Invited）International Congress on

日下

Gamete Biology : Emerging Frontiers in Fertility and

金

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.
Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）Contribution of
zona pellucida proteins to oocytes transition protein
（TP）
（Invited）
.
International Congress on Gamete
Biolog y : Emerg i ng Front iers i n Fer t i l it y a nd

拓, 横山陽子, 河野友彰, 吉
一弘, 上小鶴孝二, 大西国夫,

剛, 樋田信幸, 福永

健, 應田義雄, 松本譽之,

鏞民, 中嶋一彦, 林千鶴子, 山本憲康, 大島忠之, 富

田寿彦, 堀 和敏, 三輪洋人（2006）クローン病の小腸病変
（ダブルバルーン法内視鏡を中心として）（シンポジウム）
.
第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究会プロ
グラム抄録集, 21, 2006.）
〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

松本譽之（2006）I BDの診断困難例に対して私はこうしてい

Koyama, K. and Hasegawa, A.（2006）Possible roles of

る.（コアシンポジウム）第2回日本消化管学会総会学術集

zona pellucida for follicular maturation and atresia.

会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術集会プ

（Plenary lecture）11th International Symposium of
Immunology of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.

ログラム・抄録集, 28, 2006.）
松本譽之（2006）下部消化管Answer PAD回答者.（症例検

Koyama, K.（2006）Sperm a nt igens a nd i n fert ility.

討セッション）第2回日本消化管学会総会学術集会, 2.11-

（Opening speech）2nd EMBIC Summer School, 7.1-4,

12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術集会プログラ

Pecs, Hungary.
K o y a m a, K.（ 2 0 0 6）O v a r i a n f a i l u r e i n d u c e d b y

ム・抄録集, 34, 2006.）
M a t s u m o t o, T.（ 2 0 0 6）R o l e o f t a r g e t e d b i o p s y

aut oi m mu n it y t o z o n a p el luc id a.（ I nv it e d）4t h

i n s u r ve i l l a nc e c o l o n o s c o py for U C p at ie nt s.

European Congress of Reproductive Immunology, 7.5-

（Symposium）International Symposium on Recent

9, Graz, Austria.
小笠原利忠（2006）子宮頸癌～妊孕性温存を目指して～.（特
別 講 演）第 4 回 西 宮・兵 庫 医 科大 学産 婦人 科 勉 強 会 ,

Adva nces in I nf lammatory Bowel Disease 2006
Tokyo, 2.17-18, Tokyo.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の内科治療.（シンポジウム）
炎症性腸疾患の理解と克服, 市民公開シンポジウム, 2.19,

11.16, 西宮.
〈廣田誠一〉

東京.

Hirota, S.（2006）Review of Pathophysiology on GIST:

松本譽之, 神野良男, 中村志郎（2006）クローン病における

the role of immunohistochemical staining and c-kit

リンパを介した免疫応答の意義.（シンポジウム）第30回日

mutational analysis.（Lunchtime Session）The second

本リンパ学会総会, 6.1-3, 東京.（日本リンパ学会機関誌, 29

Scientific Meeting of the Japan-Hungarian Surgical
Meeting, 9.23, Tokyo.
廣田誠一（2006）GISTの診断と治療.（特別講演）日本消化
器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.
廣田誠一（2006）GISTの基礎と臨床.（教育講演）第12回日
本家族性腫瘍学会学術集会, 6.16, 大阪.

（増刊）, 30, 2006.）
上小鶴幸二, 戸澤勝之 , 松本譽之（2 0 0 6）当院における
Infliximabの投与の効果, 合併症と長期予防.（シンポジウ
ム）第24回日本大腸検査学会総会, 9.2-3, 大阪.（第24回
日本大腸検査学会総会抄録集, 47, 2006.）
樋田信幸, 堀

和敏, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎合併

［シンポジウム等］

腫瘍性病変におけるpit pattern診断の有効性.（シンポジ

〈三輪洋人・堀

ウム）第24回日本大腸検査学会総会, 9.2-3, 大阪.（第24回

和俊〉

三輪洋人（2006）非侵襲的検査法の有効活用を念頭にお
いた新たな展開.（ワークショップ）第12回日本ヘリコバク
ター学会, 6.9, 東京.（プログラム抄録集 , 51, 2006.）
樋田信幸, 堀

日本大腸検査学会総会抄録, 54, 2006.）
福永

健, 大西国夫, 應田義雄, 戸澤勝之, 上小鶴孝二, 日

下

剛, 松本譽之（2 0 0 6）末梢血免疫制御性Ｔ細胞に

和敏, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎合併

着目した白血球系細胞除去療法の早期治療効果予測は

腫瘍性病変におけるpit pattern診断の有効性.（シンポジ

急性期潰瘍性大腸炎患者のQ OL向上に繋がるか？.（シ

ウム）第24回日本大腸検査学会総会, 9.2-3, 大阪.（第24回

ンポジウム）第 61回日本 大 腸肛門病 学会 総会, 9 . 2 9 -

日本大腸検査学会総会抄録, 54, 2006.）

30, 弘前.（第61回日本大腸肛門病学会総会抄録集, 478,
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田.（家族性腫腸, 6, A19, 2006.）

2006.）
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

野田雅史, 栁

秀憲, 大嶋

勉, 橋本明彦, 外賀

真, 柳生

勉, 松

利彦, 吉川麗月, 山村武平（2006）大腸癌同時性肝転移に

本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎に対する, 小開

対する治療方針およびその成績.（シンポジウム）第61回日

腹法による1期的J型回腸嚢肛門吻合術の術後管理の工夫

本消化器外科学会定期学術総会, 7.13-15, 横浜.（日本消

柳

秀憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀

真, 大嶋

と予後.（シンポジウム）第61回日本大腸肛門病学会総会,
9.29-30, 弘前.（第61回日本大腸肛門病学会総会抄録集,

賀

479, 2006.）
中 埜 廣樹, 池内浩 基, 内野
栁

化器外科学会雑誌, 39, 945, 2006.）
池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

秀憲, 柳生利彦, 外賀

真, 橋本明彦, 大嶋

真, 大嶋

基, 中村光宏, 柳生利彦, 外

勉 , 野田雅 史 , 栁

秀 憲 , 山 村 武平

（2006）インフリキシマブにより外科的治療戦略は変化し

勉, 嵯

たか.（パネルディスカッション）第61回日本消化器外科学

峨山健, 松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎手術

会定期学術総会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学会雑

症例の長期的予後.（パネルディスカッション）第61回日本

誌, 39, 972, 2006.）

大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学
神野良男, 坂上

柳生利彦, 栁
賀

会雑誌, 59, 507, 2006.）

秀憲, 池内浩基, 野田雅史, 吉川麗月, 外

真, 中埜廣樹, 内野

基 , 田中慶 太 , 山 村 武平

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン法内

（2006）腹腔鏡を用いないビキニライン小開腹下大腸全摘,

視鏡からみたクローン病の病勢や治療評価について.（シ

J型回腸嚢肛門吻合術.（ビデオセッション）第61回日本消

ンポジウム）第48回日本消化器病学会大会, 10.11-13, 札

化器外科学会定期学術総会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器

幌.（第48回日本消化器病学会大会抄録集, 2006.）
池 内浩 基, 中 埜 廣樹 , 内野
堀

基, 中 村 光 宏, 山村 武平,

外科学会雑誌, 39, 1032, 2006.）
西脇

学, 山村武平（2006）
『胆』領域；胆道良性疾患の超

和敏, 三輪洋人, 樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性

音波診断ポイント－外科の立場から－.（シンポジウム）日

大腸炎術後の回腸嚢炎および胃十二指腸病変の検討.（シ

本超音波医学会第32回関西地方会学術集会第9回関西地

ンポジウム）第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸
神野良男, 坂上

隆, 井上

田幸治, 戸澤勝之, 芝
日下

方会講習会, 8.26, 大阪.（プログラム, 16, 2006.）
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

研究会プログラム抄録集, 18, 2006.）
拓, 横山陽子, 河野友彰, 吉

栁

秀憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀

真, 大嶋

勉, 松

本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎に対する, 小開

一弘, 上小鶴孝二, 大西国夫,
健, 應田義雄, 松本譽之,

腹法による1期的J型回腸嚢肛門吻合術の術後管理の工

鏞民, 中嶋一彦, 林千鶴子, 山本憲康, 大島忠之, 富

夫と予後.（シンポジウム）第61回日本大腸肛門病学会総

田寿彦, 堀 和敏, 三輪洋人（2006）クローン病の小腸病変

会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 479,

金

剛, 樋田信幸, 福永

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

2006.）

（ダブルバルーン法内視鏡を中心として）（シンポジウム）
.
第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究会プロ

栁

秀憲, 野田雅史, 柳生利彦, 外賀

嶋

グラム抄録集, 21, 2006.）

真, 吉川麗月, 大

勉, 橋本明彦, 池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 中村

松本譽之（2006）Surveillance colonoscopy in Japan.（シン

光宏, 山村武平（2006）中下部直腸癌に対する術前（化

ポジウム）第3回日本炎症性腸疾患研究会, 12.2-3, 東京.

学）放射線療法の治療成績.（シンポジウム）第61回日本大

〈山村武平・吉川麗月〉
池内浩基, 中埜廣樹, 内野

腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会
基, 中村光宏, 大嶋

勉, 橋本

明彦, 外賀 真, 柳生利彦, 野田雅史, 栁 秀憲, 山村武平
（2006）術後に診断が変更となった炎症性腸疾患症例の

雑誌, 59, 482, 2006.）
中 埜 廣樹, 池内浩 基, 内野
栁

秀憲, 柳生利彦, 外賀

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,
真, 橋本明彦, 大嶋

勉, 嵯

検討.（コアシンポジウム）第2回日本消化管学会総会学術

峨山健, 松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎手術

集会, 2.11-12, 東京.（プログラム・抄録集, 27, 106, 2006.）

症例の長期的予後.（パネルディスカッション）第61回日本

池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野
栁

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

秀憲, 山村武平（20 06）Cl i n ic a l re su lt s a f t er

restorat ive proctocolectomy wit hout d iver t i ng

大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学
会雑誌, 59, 507, 2006.）
池内浩基, 内野

基, 山村武平（2006）クローン病多数回手

ileostomy for ulcerative colitis.（国際シンポジウム）第

術症例の問題点, 短腸症候群症例を中心に.（ワークショッ

106回日本外科学会定期学術集会, 3.29-31, 東京.（日本外

プ）ワークショップ17クローン病の治療･看護･管理（消化

科学会雑誌, 107（臨増2）, 72, 2006.）

吸収学会・消化器病学会合同）, 10.13, 札幌.（日本消化器

外賀
本

真, 栁
潔, 大嶋

秀憲, 吉川麗月, 野田雅史, 池内浩基, 塚
勉, 藤原由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇

病学会雑誌, 103（臨増）, A701, 2006.）
吉川麗月, 栁
潔, 大嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 池内浩基, 塚

都宮譲二, 玉置知子, 山村武平（2006）家族性大腸腺腫

本

症に合併するデスモイド腫瘍治療におけるDoxorubicin/

都宮譲二（2006）Management for desmoid tumors

勉, 藤原由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇

Daca rbazine併用療法の有用性.（パネルディスカッショ

in association with Familial Adenomatous Polyposis

ン）第12回日本家族性 腫瘍学会学 術集会, 6.16 -17, 吹

（FAP）（ワークショップ）
.
第44回日本癌治療学会, 10.18-
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Society of Histochemistry and Cytochemistry, 8.25,

20, 東京.
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野
栁

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

秀憲, 柳生利彦, 外賀

真, 橋本明彦, 大嶋

勉, 久

野隆史, 山村武平（2006）大腸病変を有するクローン病患

Hawaii, U.S.A.
廣田誠一（2006）GISTの診断と治療.（パネルディスカッショ
ン）第78回日本胃癌学会総会, 3.10, 大阪.

者の術式の選択と予後.（ワークショップ）第68回日本臨

羽 尾裕之 , 植田初江 , 廣田誠 一（2 0 0 6）動脈硬化 進 展

床外科学会総会, 11.9-10, 広島.（日本臨床外科学会雑誌, 67

における中膜平滑筋細胞の重要性－S m o ot h mu s c l e
cell heterogeneity, from animal model to human

（増刊）, 339, 2006.）
野田雅史, 栁

秀憲, 大嶋

勉, 橋本明彦, 外賀

真, 柳生

atherosclerosis－.（シンポジウム）第47回日本脈管学会総

利彦, 吉川麗月, 池内浩基, 山村武平（2006）大腸癌同時

会, 10.20-22, 神戸.（脈管学, 46（Suppl.）, S71, 2006.）

性肝転移（H3）に対する当科における集学的治療.（サー

羽尾裕之, 植田初江, 飯原弘二, 廣田誠一（2006）頸部動脈

ジカルフォーラム）第68回日本臨床外科学会総会, 11.9-10,

狭窄症における不安定プラークの病理組織学的特徴.（パ

広島.（日本臨床外科学会会誌, 67（増刊）, 370, 2006.）

ネルディスカッション）第47回日本脈管学会総会, 10.20-

池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 中村光宏, 山村武平, 堀

22, 神戸.（脈管学, 46（Suppl.）, S95, 2006.）

和敏, 三輪洋人, 樋田信幸, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸

［一般講演］

炎術後の回腸嚢炎および胃十二指腸病変の検討.（シンポ

〈玉置知子・山本義弘〉

ジウム）第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（プログラム･抄録

高橋千晶 , 小川智美 , 皆川京子 , 管原由恵 , 三村博子 , 振
津かつみ , 齊藤優子 , 森

集, 18, 2006.）
内野

勉, 中村光宏, 中埜廣樹, 野田

玉置（橋本）知子（2006）転座による 13 トリソミーの 2 例 .

秀憲, 山村武平（2006）潰瘍性大腸

第 26 回臨床細胞分子遺伝研究会 , 2.18, 大阪 （臨床細
.

基, 竹末芳生, 大嶋

雅史, 池内浩基, 栁

崇英 , 澤井英明 , 谷澤隆邦 ,

胞分子遺伝 , 11, 46, 2006.）

炎における感染予防を念頭においたクリニカルパスと手術
部位感染.（シンポジウム）第19回日本外科感染症学会総

霞

弘之 , 澤井英明 , 管原由恵 , 三村博子 , 小森慎二 , 玉

会, 11.30-12.1, 東京.（日本外科感染症学会雑誌, 3, 390,

置（ 橋本）知子 , 森

2006.）

羊水検査時に認められた 16 番染色体逆位の遺伝カウン

〈香山浩二・小笠原利忠・鍔本浩志〉

崇英 , 振津かつみ , 香山浩二
（2006）

セリングについて . 第 30 回日本遺伝カウンセリング学会学

長谷川昭子, 持田菜穂子, Calongos, G., 香山浩二（2006）生
殖補助医療に用いられる培養液の検討.（シンポジウム）第

術集会 , 5.26-28, 大阪 .
玉置知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 管原由恵, 三村
博子, 霞

47回日本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.

弘之, 齊藤優子, 振津かつみ, 高橋千晶（2006）

長谷川昭子, 持田菜穂子, 香山浩二（2006）卵巣組織の凍結

匿名化システム導入と臨床遺伝部の役割. 第30回日本遺

保存.（シンポジウム）第24回日本ヒト細胞学会, 7.29-31, 東

伝カウンセリング学会学術集会, 5.26-28, 大阪.（日本遺伝
カウンセリング学会誌, 27, 59, 2006.）

京.
〈坂上

隆〉

神野良男, 坂上

Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gondo, N., Gega, M., Fujiwara,
隆, 井上

田幸治, 戸澤勝之, 芝
日下

拓, 横山陽子, 河野友彰, 吉
一弘, 上小鶴孝二, 大西国夫,

Genotype factors are not determinants of diagnosis

健, 應田義雄, 松本譽之,

chemosensitivity for desmoid tumors in association

鏞民, 中嶋一彦, 林千鶴子, 山本憲康, 大島忠之, 富

with Familial adenomatous polyposis（FAP）. 20 th

田寿彦, 堀 和敏, 三輪洋人（2006）クローン病の小腸病変

IUBMB International Congress of Biochemistry and

（ダブルバルーン法内視鏡を中心として）（シンポジウム）
.

Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-

金

剛, 樋田信幸, 福永

Y., Yamamura, T. and Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）

第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究会プロ
グラム抄録集, 21, 2006.）
神野良男, 坂上

23, Kyoto.（Program, 153, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanag i, H., No da, M., Fujiwara, Y.,

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン法

Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T. and

内 視 鏡 からみたクローン病の 病 勢 や治 療 評 価につい

Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）Cell cycle-oriented dose-

て.（シンポジウム）第48回日本消化器病学会大会, 10.11-

dense chemotherapy: High-dose shorter plus low-

13, 札幌.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A476,

dose metronomic regimen. 8th World Congress on

2006.）

Gastrointestinal Cancer, 6.28-7.1, Barcelona, Spain.

〈廣田誠一〉

（Annals of Oncology, 17, 2006.）

Hirota, S.（2006）Analysis of c-kit and PDGFRA gene
mutations in gastrointestinal

stromal tumors for

Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Gondo, N., Noda, M.,
Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T.

their diagnosis and imatinib therapy.（Symposium）

and Yamamura, T.（2006）Diagnostic and therapeutic

I nt racel lu la r sig na l t ra nsduct ion – a na lysis of

strategy for desmoid tumors in association with

potential surrogate markers for its inhibitors, 7 Joint

familial adenomatous polyposis（FAP）. 8th World

Meeting of The Histochemical Societ & The Japan

C ong re s s on G a st roi nte st i n a l Ca ncer, 6.28 -7.1,

th
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Barcelona, Spain.（Annals of Oncology, 17, 2006.）
吉川麗月, 柳
嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 柳生利彦, 大

勉, 藤原由規, 山村武平, 宇都宮譲二, 権藤延久, 玉

置知子（2006）家族性大腸ポリポーシス随伴デスモイド

義男, 福永

健, 樋田信幸, 大西国夫, 小坂

正, 福田能

啓, 松本譽之（2006）深部小腸のバルーン拡張を行ったク
ローン病狭窄の1症例. 第43回小腸研究会, 2.4, 東京.
上小鶴孝二, 應田義雄, 樋田信幸, 渡辺憲治, 川

浩介,

腫瘍に対する診断および治療方針. 第65回日本癌学会学

加藤恭一, 戸澤勝之, 福永

術総会, 9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会記事, 381,

堀

2006.）

本譽之
（2006）カプセル内視鏡で診断し, ダブルバルーン

高橋千晶, 霞

和敏, 小坂

健, 神野良男, 坂上

隆,

正, 福田能啓, 荒川哲男, 三輪洋人, 松

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

内視鏡下アルゴンプラズマ凝固療法（A P C）で止血しえ

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子

た空腸angiodysplasiaの1例. 第2回日本消化管学会総会

（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本

学術集会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術

人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝
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吉田幸治, 堀

和敏, 樋田信幸, 高川哲也, 田村和朗, 松

of the American Gastroenterological Association

本譽之（20 0 6）S M A D4遺伝子の変異を伴うJuve n i le
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T., Fukuda, Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）

Fukunaga, K., Jinno, Y., Ohda, Y., Yokoyama, Y., Ohnishi,

G a s t r o du o d e n it i s a s s o c i at e d w it h u l c e r a t i ve
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disease in a japanese population. 12

Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2006）
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子, 富田寿彦, 應田義雄, 金

鏞民, 日下

剛, 樋田信

幸, 福永

健, 神野良男, 坂上

敏, 小坂

正, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（20 06）

隆, 大西国夫, 堀

和

patients. 14th United European Gastroenterology
Week, 10.21-25, Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）,
A120, 2006.）
Kamikoduru, K., Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Tozawa,

Inf liximab投与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依

K., Ohda, Y., Hida, N., Fukuda, Y., Miwa, H. a nd

存性大腸型クローン病の1例. 第71回日本インターフェロ

Matsumoto, T.（2006）Leukocyte-modulation durring
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潰瘍性大腸炎患者における末梢血C D25H ig h+C D4+

Okada, T., Adkins, G., Nakajima, K., Hori, K. and Miwa,

およびC D2 8 - C D4+T細胞発現：顆粒球吸 着療法の即

H.（ 2006）Pat hogenesis of ga st r ic erosive u lcer

時的修飾効果. 第4 8回日本消化器病学会大会, 10.11-

associated with Okadaella gastrococcus infection.

13, 札幌.（第48回日本消化器病学会大会抄録集, A859,

The American college of gastroenterology Annual

2006.）

scientific meeting and postgraduate course 2006,

富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人（2006）ダブルバルーン法小
腸内視鏡から見た小腸の狭窄病変. 第72回日本消化器内

10.24, Las Vegas, U.S.A.（Program, 336, 2006.）
近藤

隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永

健, 樋田

視鏡学会総会, 10.11-14, 札幌.（第72回日本消化器内視鏡

信幸, 小坂

正, 堀

和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋

学会総会抄録集, 2150, 2006.）

人, 中村光宏, 内野

基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基,
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柳

秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した回腸癌

の1例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究

部例会プログラム, 32, 2006.）
加藤恭一, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉田幸司, 應田義雄, 福
永

会プログラム抄録集, 6, 2006.）
神野良男, 坂上

隆, 富田寿彦, 豊島史彦, 辻

智洋, 三輪

洋人, 加藤恭一, 上小鶴孝二, 吉田幸治, 日下
義男, 福永

健, 樋田信幸, 大西国夫, 小坂

日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日

正, 福田能

啓, 松本譽之（2006）深部小腸のバルーン拡張を行ったク
上小鶴孝二, 應田義雄, 樋田信幸, 渡辺憲治, 川

本消化器病学会近畿支部例会プログラム, 38, 2006.）
豊島史彦, 富田寿彦, 堀

和敏, 三輪洋人, 上小鶴孝二, 戸

澤勝之, 吉田幸司, 小坂

正, 福田能啓, 松本譽之（2006）

浩介,

Inf liximab投与後に伝染症紅斑を併発したステロイド依

隆,

存性大腸型クローン病の1例. 第84回日本消化器病学会近

正, 福田能啓, 荒川哲男, 三輪洋人, 松

畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日本消化器病学会近畿

加藤恭一, 戸澤勝之, 福永
和敏, 小坂

正, 福田能啓, 松本譽之, 富田

合併しInfliximab投与後に腸閉塞をきたした1例. 第84回

剛, 應田

ローン病狭窄の1症例. 第43回小腸研究会, 2.4, 東京.

堀

健, 樋田信幸, 小坂

寿彦, 三輪洋人（2006）慢性関節リウマチにクローン病を

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉

健, 神野良男, 坂上

本譽之
（2006）カプセル内視鏡で診断し, ダブルバルーン
内視鏡下アルゴンプラズマ凝固療法（A P C）で止血しえ

支部例会プログラム, 39, 2006.）
辻

智洋, 豊島史彦, 富田寿彦, 三輪洋人, 上小鶴孝二, 戸

た空腸angiodysplasiaの1例. 第2回日本消化管学会総会

澤勝之, 吉田幸司, 小坂

学術集会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術

譽之, 神野良男, 坂上

集会プログラム・抄録集, 56, 2006.）

ダブルバルーン内視鏡で狭窄拡張術を行いえた1例. 第84

横山陽子, 福永

健, 大西国夫, 神野良男, 樋田信幸, 應田

義雄, 富田寿彦, 堀

和敏, 小坂

正, 長瀬和子, 福田能

啓, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去

正, 福田能啓, 樋田信幸, 松本
隆（2006）クローン病狭窄に対し

回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日
本消化器病学会近畿支部例会プログラム, 39, 2006.）
富田寿彦, 林千鶴子, 金

鏞民, 中嶋一彦, 山本憲康, 肥塚

療法の効果発現に関する研究. 厚生労働科学研究費補助

浩昌, 堀 和敏, 神野良男, 坂上 隆, 松本譽之, 三輪洋人

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

（2006）内視鏡によるバレット上皮の逆行的経過観察. 第

関する調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17, 東京.
田村和朗, 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之, 池内浩基, 山村
武平（2006）炎症性腸疾患とIL-18遺伝子多型. 厚生労働

92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器
病学会雑誌, 103（Suppl.）, A192, 2006.）
樋田信幸, 堀

和敏, 應田義雄, 福永

科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎

下

症性腸管障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会,

型潰瘍性大腸炎の長期経過例に合併した虫垂癌の1例.

2.16-17, 東京.

第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化

松本譽之, 樋田信幸, 春間

賢, 工藤進英, 大塚和朗, 渡邉

聡明, 名川弘一, 五十嵐正弘, 佐田美和, 飯塚文瑛, 千葉俊
美, 岩男

泰, 渡辺憲治, 味岡洋一（2006）潰瘍性大腸炎

剛, 小坂

健, 大西国夫, 日

正, 福田能啓, 松本譽之（2006）全大腸炎

器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A270, 2006.）
上小鶴孝二, 加藤恭一, 戸澤勝之, 吉田幸治, 富田寿彦, 小
坂

正, 三輪洋人, 福田能啓, 松本譽之（2006）クローン

のサーベイランスアトラス作成. 厚生労働科学研究費補助

病の下血に対する投与経験. 第92回日本消化器病学会総

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）,

関する調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17, 東京.
工藤進英, 浜谷茂治, 大塚和朗, 佐田美和, 平田一郎, 松本
譽之, 岩男

泰, 渡辺聡明, 渡辺憲治, 五十嵐正弘（2006）

A267, 2006.）
吉田幸治, 堀

和敏, 樋田信幸, 高川哲也, 田村和朗, 松

本譽之（20 0 6）S M A D4遺伝子の変異を伴うJuve n i le

Colitic cancer dysplasiaの内視鏡拡大所見. 厚生労働科

polyposis of the stomach（以下JPS）の1例. 第92回日本

学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑

性 腸管障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会,

誌, 103（Suppl.）, A289, 2006.）
戸澤勝之, 山本憲康, 神野良男, 小林健彦, 三輪洋人, 松本

2.16-17, 東京.
辻

智洋, 林千鶴子, 金
憲康, 肥塚浩昌, 堀
上

鏞民, 富田寿彦, 中嶋一彦, 山本

譽之（2006）2度DICが改善した全身骨転移伴う胃癌の1

和敏, 川添智太郎, 三輪洋人, 坂

症例. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本

隆, 神野良男, 福田能啓, 松本譽之（2006）特殊な画

像所見を示す膵癌－退形成性膵管癌（砕骨細胞型巨細胞

消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A291, 2006.）
小坂

正, 富田寿彦, 松本譽之, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉

癌）－. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神

田幸治, 福田能啓, 辻川知之, 渡辺憲治, 伊藤裕章（2006）

戸.（第84回日本消化器病学会近畿支部例会プログラム,

クローン病のI n f l i m a x i m ab投与におけるクリニカルパ

30, 2006.）

ス導入の意義 . 第9 2回日本 消化器 病学会総会, 4 . 2 0 -

上山真子, 林千鶴子, 金
上

鏞民, 堀

和敏, 肥塚浩昌, 坂

隆, 松本譽之, 三輪洋人（2006）H.pylori除菌後異時

22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A243,
2006.）

性胃癌をくりかえした1例. 第84回日本消化器病学会近畿

Hida, N., Watanabe, K., Hori, K., Ikeuchi, H., Ohda, Y.

支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日本消化器病学会近畿支

and Matsumoto, T.（2006）Pit pattern diagnosis in
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ulcerative colitis associated neoplastic lesions. 107th

Matsumoto, T.（2006）Role of CD25high+ and CD28-

Annual Meeting of the American Gastroenterological

difficient CD4+ T-Cells in active ulcerrative colitis

A s so ciat ion I nst it ute（DDW2006）, 5.20 -25, L o s

patients. 12 t h I nternational Conference on Ulcer

A ngels, U.S.A.（Gast roi ntest i na l Endoscopy, 63,

Research（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-

AB214, 2006.）

9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl. 2）, 10, 2006.）

Hori, K., Ohda, Y., Hida, N., Hayashi, C., Tomita, T., Kim,

Fukunaga, K., Jinno, Y., Ohda, Y., Yokoyama, Y., Ohnishi,

Y., Nakajima, K., Yamamoto, N., Jinno, Y., Sakagami,

K., Kusaka, T., Kosaka, T., Hida, N., Miwa, H. and

T., Fukuda, Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）

Matsumoto, T.（2006）Endoscopic colorectal mucosal

G a s t r o du o d e n it i s a s s o c i at e d w it h u l c e r a t i ve

blood Flow evaluation for ulcerative colistis patients.

colitics. 107

A n nua l Meeting of the A merica n

12th International Conference on Ulcer Research

Gastroenterological Association Institute（DDW2006）,

（ICUR）&GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.

5.20-25, Los Angels, U.S.A.（Gastroenterology, 130

（Digestion, 73（Suppl. 2）, 39, 2006.）

th

（Suppl. 2）, A-270, 2006.）
Watanabe, K., Oshitani, N., Kamata, N., Yamagami, H.,

H ida, N., Wat a nabe, K., Hori, K., Ikeuchi, H. a nd
M a t s u m o t o, T.（ 2 0 0 6）P it p a t t e r n d i a g n o s i s i n

Higuchi, K., Matsumoto, T. and Arakawa, T.（2006）

u lcerat ive colot is associated neopast ic lesions.

Efficacy and endoscopic prediction of clinical response

12th International Conference on Ulcer Research

to leukocytapheresis in patients with corticosteroid

（ICUR）&GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.

refractory or dependent ulcerative colitis: Results

（Digestion, 73（Suppl. 2）, 38, 2006.）

with two different leukocytapheresis systems. 107th

Takagawa, T., Tamura, K., Takeda, N., Tomita, T., Ohda, Y.,

Annual Meeting of the American Gastroenterological

Fukunaga, K., Hida, N., Ohnishi, K., Hori, K., Kosaka,

A s so ciat ion I nst it ute（DDW2006）, 5.20 -25, L o s

T., Fukuda, Y., Ikeuchi, H., Yamamura, T., Miwa, H. and

A ngels, U.S.A.（Gastroenterolog y, 130（Suppl. 2）,

Matsumoto, T.（2006）Association between IL-18 gene

A-208, 2006.）

promoter polymorphisms and inflammtory bowel

Tomita, T., Hayashi, C., Kim, Y., Nakajima, K., Yamamoto,

disease in a japanese population. 12th International

N., Sakagami, T., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）

Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite

Acid induced symptom generation（heartburn）

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.

m a y n o t b e m e d i a t e d b y e s o p h a g e a l mu s c l e

2）, 59, 2006.）

contraction. 107th Annual Meeting of the American

Jinno, Y., Matsumoto, T., Oshitani, N. and Arakawa,

Gastroenterological Association Institute（DDW2006）,

T.（2006）The presence of proliferative pasma-lineage

5.20-25, Los Angels, U.S.A.（Gastroenterology, 130

cells in appendix of ulcerative colitis. 12th International

（Suppl. 2）, A-736, 2006.）

Conference on Ulcer Research（ICUR）&GI Satellite

Fukuda, Y., Takazoe, M., Sugita, A., Kosaka, T., Tomita,
T., Hori, K., Fukunaga, K., Miwa, H., Matsumoto,

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.
2）, 59, 2006.）

T., Koi z u k a, H., S a ka g a m i, T. a nd S h i moya m a,

Ohda, Y., Hori, K., Tomita, N., Hida, N., Fukunaga,

T.（2006）The t reat ment w it h a n ora l spher ica l

K., Jinno, Y., Kosaka, T., Fukuda, Y., Miwa, H. and

adsorptive carbon（AST-120）improves anal fistula,

Matsumoto, T.（2006）HGF tteatment reduces mucosal

PDA I a nd C DA I s core s-a ra ndom i zed double-

inflammation and apoptosis on rat TNBS and DSS

blind placebo-controlled trial. 107th Annual Meeting

models. 12 t h I nter nat iona l C on ference on U lcer

of the American Gastroenterological Association

Research（ICUR）&GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-

I n s t i t u t e（D D W 2 0 0 6）, 5 . 2 0 - 2 5 , L o s A n g e l s ,
U.S.A.（Gastroenterology, 130
（Suppl. 2）, A-110, 2006.）
吉田幸治, 堀

和敏, 田村和朗, 津田聡司, 福田小百合,

9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl. 2）, 64, 2006.）
近藤

隆 , 豊 島史 彦, 上小鶴 孝 二 , 吉田幸 治, 林千 鶴

子, 富田寿彦, 應田義雄, 金

鏞民, 日下

剛, 樋田信

西上隆之, 三輪洋人 , 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之

幸, 福永

健, 神野良男, 坂上

（2006）胃に発生した若年性ポリポーシス症の1例. 第12

敏, 小坂

正, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（20 06）

回日本家族性腫瘍学会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族性

Inf liximab投与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依

腫瘍
（Suppl.）, 6, A48, 2006.）

存性大腸型クローン病の1例. 第71回日本インターフェロ

神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の虫垂

病変における免疫学的異常について. 第12回国際潰瘍学
会, 7.7-9, 大阪.

隆, 大西国夫, 堀

和

ン・サイトカイン学会, 7.8, 西宮.
松本譽之, 樋田信幸, 工藤進英, 大塚和朗, 渡邉聡明, 名川
弘一, 五十嵐正弘, 佐田美和, 飯塚文瑛, 千葉俊美, 岩男

Yokoyama, Y., Fukunaga, K., Fukuda, Y., Ohnishi, K.,

泰, 渡辺憲治, 味岡洋一（2006）潰瘍性大腸炎のサーベイ

Kusaka, T., Kosaka, T., Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H. and

ランスアトラス作成. 厚生労働省科学研究費補助金難治性
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疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調

の2例. 第77回日本消化器内視鏡学会近畿地方会, 9.23,

査研究」平成18年度第1回総会, 7.20-21, 東京.

大阪.（第77回日本消化器内視鏡学会近畿地方会抄録集,

松本譽之, 樋田信幸, 工藤進英, 大塚和朗, 渡邉聡明, 名
川弘一, 五十嵐正弘, 佐田美和, 飯塚文瑛, 千葉俊美, 岩

74, 2006.）
戸澤勝之, 上小鶴孝二, 應田義雄, 福永

健, 大西国夫, 福

泰, 渡辺憲治, 味岡洋一（2006）狙撃生検によるサー

田能啓, 松本譽之（2006）当科におけるクローン病入院治

ベイランスシステムの確立・癌化例の登録システムの構築.

療後の長期予後. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-

厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業

30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 738, 2006.）

男

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成18年

秀憲, 柳生利彦, 外賀

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,
真, 橋本明彦, 大嶋

勉, 嵯

基, 野田雅 史 ,

峨山健, 松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎手術

秀憲, 福田能啓, 松本譽之（2006）手術例から見た

症例の長期予後. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-

山 村 武平, 池 内浩 基, 中 埜 廣樹 , 内野
柳

中 埜 廣樹, 池内浩 基, 内野
柳

度第1回総会, 7.20-21, 東京.

colotic cancerの現状と術式の選択. 厚生労働省科学研究
費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 507, 2006.）
内野

基, 池内浩基, 大嶋

勉, 中村光宏, 嵯峨山健, 橋本

障害に関する調査研究」平成18年度第1回総会, 7.20-21,

明彦, 外賀

東京.

憲, 西上隆之, 松本譽之, 山村武平（2006）多彩な病理形

松本譽之, 福永

健, 横山陽子, 日下

真, 中埜廣樹, 柳生利彦, 野田雅史, 柳

秀

剛, 大西国夫, 上小

態を示したColotic Cancerの1例. 第61回日本大腸肛門病

鶴孝二, 戸澤勝之, 長瀬和子（2006）顆粒球除去療法不

学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59,

応潰瘍性大 腸炎 患者の免疫学的特 性に関する検 討－
Colectomy前後でのRegulatory T-cellの経時変化を中心

713, 2006.）
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

として－. 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服

栁

研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平

峨山健, 西上隆之, 松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大

成18年度第1回総会, 7.20-21, 東京.

腸炎患者の直腸粘膜切除部のdysplasiaの頻度と危険因

福永
坂

健, 横山陽子, 戸澤勝之, 大西国夫, 日下

剛, 小

正, 松本譽之（2006）活動期クローン病患者に対す

る選択的血小板除去療法（Selective Platelet Removal

秀憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀

真, 大嶋

勉, 嵯

子. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本
大腸肛門病学会雑誌, 59, 622, 2006.）
嵯峨山健, 池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 中村光宏, 野田

Therapy, SPRT）:Early Phase-Ⅱ Study）. 第26回日本

雅史, 栁

アフェレシス学会学術大会, 7.28-29, 大津.（第26回日本ア

直腸癌と肛門管扁平上皮内癌を合併した潰瘍性大腸炎の

フェレシス学会学術大会抄録, 68, 2006.）

1例. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日

横山陽子, 福永

健, 大西国夫, 日下

剛, 長瀬和子, 松本譽

秀憲, 應田義雄, 松本譽之, 山村武平（2006）

本大腸肛門病学会雑誌, 59, 713, 2006.）

之（2006）潰瘍性大腸炎に対する免疫関連細胞の関わり

松田育雄, 今井幸宏, 富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人, 廣田

とGCAPの免疫学作用について. 第26回日本アフェレシス

誠一（2006）Whipple’
s diseaseが疑われた1症例. 第11回

学会学術大会, 7.28-29, 大津.（第26回日本アフェレシス学
長瀬和子, 大西国夫, 福永

健, 日下

日本外科病理学会学術総会, 9.30-10.1, 大阪.
福永

会学術大会抄録集, 137, 2006.）
剛, 横山陽子, 戸澤勝

健, 横山陽子, 戸澤勝之, 應田義雄, 樋田信幸, 大西

国夫, 日下

剛, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（2006）

之, 松本譽之（2006）当科での潰瘍性大腸炎患者に対す

潰瘍性大腸炎患者における末梢血C D25H ig h+C D4+

る血球成分除去療法における有害事象の発現とその対策

およびC D2 8 - C D4+T細胞発現：顆粒球吸 着療法の即

について. 第26回日本アフェレシス学会学術大会, 7.28-29,

時的修飾効果. 第4 8回日本消化器 病学会大会, 10.11-

大津.（第26回日本アフェレシス学会学術大会抄録集, 139,

13, 札幌.（第48回日本消化器病学会大会抄録集, A859,

2006.）

2006.）
剛, 松本

富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人（2006）ダブルバルーン法小

譽之（2006）初期集中的顆粒球吸着療法が著効した巨大

腸内視鏡から見た小腸の狭窄病変. 第72回日本消化器内

結腸症を合併した重症潰瘍性大腸炎の1例. 第26回日本

視鏡学会総会, 10.11-14, 札幌.（第72回日本消化器内視鏡

戸澤勝之, 横山陽子, 福永

健, 大西国夫, 日下

アフェレシス学会学術大会, 7.28-29, 大津.（第26回日本ア
フェレシス学会学術大会抄録集 , 140, 2006.）

学会総会抄録集, 2150, 2006.）
樋田信幸, 堀

和敏, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎合併

Kusaka, T., Onishi, K., Yokoyama, Y., Fukunaga, K.,

腫瘍性病変の実体顕微鏡によるPit pattern診断と病理組

S awada, K. a nd Matsumoto, T.（ 2006）About t he

織所見の解析. 第72回日本消化器内視鏡学会総会, 10.11-

transition of cytapheresis our department. First

14, 札幌.（ 第72回日本消化器内視鏡学会総会抄 録集,

Japan-Korea I BD Symposium, 9.23, Seoul, Korea.
芝

一弘, 松本譽之, 金

鏞民, 堀

2176, 2006.）
Matsumoto, T., Fujiyama, Y., Okawa, K., Ito, H., Torii, A.,

（Abstracts , 110, 2006.）
和敏, 富田寿彦, 三輪

Yoshikawa, S., Nakaoka, R., Okuyama, Y., Watanabe,

洋人（2006）大腸癌と鑑別が困難であった虚血性大腸炎

K. and Nishishita, M.（2006）Multicenter prospective
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open label study of leukocytapheresis in patients with
intractable moderate to severe ulcerative colitis. 14

th

集会, 2.11-12, 東京.（プログラム・抄録集, 243, 2006.）
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

United European Gastroenterology Week, 10.21-25,

栁

Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）, A128, 2006.）

coclitic cancerの合併頻度について. 厚生労働科学研究

Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Tozawa, K., Kamikoduru,

費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

K., Fukuda, Y., Ohnisi, K., Kusaka, T., Kosaka, T.,

障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17,

Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2006）

東京.

Demonstration of low regulatory CD25High+CD4 and

大嶋

秀憲, 山村武平（2006）粘膜切除部のdysplasia及び

勉 , 野田雅 史 , 池 内 浩 基 , 栁

秀 憲 , 山 村 武平

high pro-inflammatory CD28-CD4+ T-cell subsets in

（2006）小腸signet ring cell carcinomaの1例. 第84回日

patients with ulcerative colitis : Modified by selective

本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（プログラム,

granulocyte and monocyte adsorption apheresis. 14th
United European Gastroenterology Week, 10.21-25,

35, 2006.）
池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 野田雅史, 栁

秀憲, 山村

武平（2006）高齢者潰瘍性大腸炎手術症例の予後の検

Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）, A125, 2006.）
Tozawa, K., Fukunaga, K., Jinno, Y., Yokoyama, Y.,

討. 第42回日本腹部救急医学会総会, 3.9-10, 東京.

Kamikoduru, K., Ohda, Y., Hida, N., Miwa, H., Fukuda,

藤原由規, 吉川麗月, 井上貴至, 小石健二, 児島正道, 山村

Y. and Matsumoto, T.（2006）Endoscopic coloreatal

武平（2006）進行食道癌に対する術前化学放射線療法の

mucosal blood flow evaluation for ulcerative colitis

成績とCXCR4, P53との関連性の検討. 第106回日本外科

patients. 14

th

United European Gastroenterology

Week, 10.21-25, Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）,

学会定期学術集会, 3.29-31, 東京.（日本外科学会雑誌, 107
（臨増2）, 280, 2006.）
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gondo, N., Gega, M., Fujiwara,

A120, 2006.）
Wata nabe, K., Machida, H., Oshita ni, N., H ig uchi,

Y., Yamamura, T. and Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）

K., M at su mot o, T. a nd A r a k awa, T.（ 20 0 6）T he

Genotype factors are not determinants of diagnosis

efficacy of surveillance colonoscopy for ulcerative

chemosensitivity for desmoid tumors in association

colitis associated cancer or dysplasia by using NBA

with Familial adenomatous polyposis（FAP）. 20 th

（Na rrow Ba nd I mag ing）. 14

United Europea n

IUBMB International Congress of Biochemistry and

Gastroenterology Week, 10.21-25, Berlin, Germany.

Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, 6.18-

th

（Gut, 55（Suppl. 5）, A231, 2006.）

23, Kyoto.（Program, 153, 2006.）

Kamikoduru, K., Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Tozawa,

藤本泰久, 村瀬 慶子, 柳生隆一郎, 山村武平, 一井重利

K., Ohda, Y., Hida, N., Fukuda, Y., Miwa, H. a nd

（2006）超音波にて嚢胞性腫瘤像を呈した硬癌の1例. 第

Matsumoto, T.（2006）Leukocyte-modulation durring

14回日本乳癌学会学術総会, 7.7-8, 金沢.（プログラム抄録

leukocytapheresis for ulcerative colitis patients as a

集, 413, 2006.）

possible predictive marker in its clinical response. 14

th

Yoshikawa, R., Yanag i, H., No da, M., Fujiwara, Y.,

United European Gastroenterology Week, 10.21-25,

Yagyu, T., Gega, M., Oshima, T., Yamamura, T. and

Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）, A19, 2006.）

Hashimoto-Tamaoki, T.（2006）Cell cycle-oriented dose-

Ohda, Y., Hori, K., Hida, N., Tomita, T., Fukunaga,

dense chemotherapy: High-dose shorter plus low-

K., Jinno, Y., Kosaka, T., Fukuda, Y., Miwa, H. and

dose metronomic regimen. 8th World Congress on

Mat su mot o, T.（ 2006）Recombi n a nt hu m a n HG F
reduced mucosal inflammation and apoptosis in rat

Gastrointestinal Cancer, 6.28-7.1, Barcelona, Spain.
（Annals of Oncology, 17, 2006.）

IBD models. 14th United European Gastroenterology

Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Gondo, N., Noda, M.,

Week, 10.21-25, Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）,

Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, T.

A7, 2006.）

and Yamamura, T.（2006）Diagnostic and therapeutic

近藤

隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永

健, 樋田

strategy for desmoid tumors in association with

正, 堀

和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋

familial adenomatous polyposis（FAP）. 8th World

人, 中村光宏, 内野

基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基,

C ong re s s on G a st roi nte st i n a l Ca ncer, 6.28 -7.1,

信幸, 小坂
柳

秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した回腸癌

の1例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究
会プログラム抄録集, 6, 2006.）
〈山村武平・吉川麗月〉
中 埜 廣樹, 池内浩 基, 内野
栁

Barcelona, Spain.（Annals of Oncology, 17, 2006.）
西脇

学, 百々元昭, 名取博之, 山村武平（2006）PEG（内

視鏡的胃瘻造設）不可能症例に対する超音波ガイド下PEG
（US guided PEG）の試み. 第3回阪神エコーレベルアッ

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

秀憲, 山村武平（2006）クローン病の回腸S状結腸部

に合併した回腸癌の1例. 第2回日本消化管学会総会学術

プミーティング, 7.1, 西宮.
池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野
栁

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

秀憲, 山村武平（20 0 6）手術症例からみたc ol it ic
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cancerの現状. 第65回大腸癌研究会, 7.7, 弘前.（プログラ

2006.）

ム･抄録集, 20, 2006.）
栁

秀憲, 野田雅史, 柳生利彦, 外賀

嶋

真, 吉川麗月, 大

勉, 橋本明彦, 久野隆史, 田中慶太, 池内浩基, 中埜

廣樹, 内野

術総会, 9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会記事, 381,
福田能啓, 池内浩基, 下山

克, 山村武平（2006）マウス・マ

クロファージのLPS誘導サイトカインの発現に及ぼすプロ

基, 中村光宏, 山村武平（2006）直腸癌に対

バイオティクス麺含有製剤の影響. 第61回日本大腸肛門病

する術前照射の有用性の検討. 第65回大腸癌研究会, 7.7,

学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59,

弘前.

617, 2006.）

藤原由規, 児島正道, 小石健二, 吉川麗月, 井上貴至, 山

池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

村武平（2 0 0 6）T3, T4食道癌に対するN e o a dj u v a nt

栁

chemoradiotherapy（NCRT）は意義があるのか？. 第61

峨山健, 西上隆之, 松本譽之, 山村武平（2006）潰瘍性大

回日本消化器外科学会定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日

腸炎患者の直腸粘膜切除部のdysplasiaの頻度と危険因

本消化器外科学会雑誌, 39, 1044, 2006.）

子. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本

外賀

真, 栁

秀憲, 野田雅史, 池内浩基, 吉川麗月, 柳生

利彦, 大嶋

勉, 橋本明彦, 山村武平（2006）切除可能直

秀憲, 柳生利彦, 橋本明彦, 外賀

真, 大嶋

勉, 嵯

大腸肛門病学会雑誌, 59, 622, 2006.）
柳生利彦, 栁

秀憲, 池内浩基, 野田雅史, 外賀

真, 橋本

腸癌に対する術前放射線療法の有用性の検討. 第61回日

明彦, 大嶋 勉, 中埜廣樹, 内野 基, 吉川麗月, 山村武平

本消化器外科学会定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消

（2006）直腸脱におけるAltemeier手術に対する工夫. 第
61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸

化器外科学会雑誌, 39, 1107, 2006.）
児島正道, 藤原由規, 井上貴至, 吉川麗月, 小石健二, 山村
武平（2006）進行食道癌における放射線化学療法後手術

肛門病学会雑誌, 59, 655, 2006.）
中 埜 廣樹, 池内浩 基, 内野
栁

定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学会雑誌,

峨山健, 西上隆之, 山村武平（2006）潰瘍性大腸炎粘膜

39, 1199, 2006.）

切除部に高分化型腺癌を認めた1例. 第61回日本大腸肛

大嶋

勉, 栁

秀 憲 , 池 内 浩 基 , 野田雅 史 , 山 村 武平

（2006）当科における消化管皮膚瘻に対するソマトスタチ
ンアナログの使用経験. 第61回日本消化器外科学会定期

秀憲, 柳生利彦, 外賀

基, 中 村光 宏, 野田雅 史 ,

症例での再発様式の検討. 第61回日本消化器 外科学会

真, 橋本明彦, 大嶋

勉, 嵯

門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌,
59, 712, 2006.）
嵯峨山健, 池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 中村光宏, 野田

学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本消化器外科学会雑誌, 39,

雅史, 栁

1234, 2006.）

直腸癌と肛門管扁平上皮内癌を合併した潰瘍性大腸炎の

栁

秀憲, 外賀

真, 柳生利彦, 野田雅史, 池内浩基, 吉川

麗月, 大嶋 勉, 橋本明彦, 田中慶太, 山村武平（2006）中
下部直腸癌に対する術前化学放射線療法の検討. 第61回

秀憲, 應田義雄, 松本譽之, 山村武平（2006）

1例. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-30, 弘前.（日
本大腸肛門病学会雑誌, 59, 713, 2006.）
内野

基, 池内浩基, 大嶋

勉, 中村光宏, 嵯峨山健, 橋本

日本消化器外科学会定期学術集会, 7.13-15, 横浜.（日本

明彦, 外賀

消化器外科学会雑誌, 39, 1267, 2006.）

憲, 西上隆之, 松本譽之, 山村武平（2006）多彩な病理形

池内浩基, 中埜廣樹, 内野

基, 野田雅史, 栁

真, 中埜廣樹, 柳生利彦, 野田雅史, 栁

秀

秀憲, 山

態を示したColitic Cancerの1例. 第61回日本大腸肛門病

村武平, 福田能啓, 松本譽之（2006）手術症例からみた

学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59,

colitic cancerの現状と術式の選択. 厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障

713, 2006.）
野田雅史, 栁

秀憲, 大嶋

勉, 橋本明彦, 外賀

真, 柳生

害に関する調査研究」平成18年度第1回総会, 7.20-21, 東

利彦, 吉川麗月, 池内浩基, 山村武平, 中村

京.

裕, 多淵芳樹（2006）大腸癌肺転移に対する治療方針－

山 村 武平, 池 内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野
柳

基, 野田雅 史 ,

秀憲, 福田能啓, 松本譽之（2006）手術例から見た

colotic cancerの現状と術式の選択. 厚生労働省科学研究

第6回兵庫大腸癌治療研究会

毅, 冨田尚

アンケート調査より－. 第

44回日本癌治療学会, 10.18-20, 東京.
中 村光 宏, 池内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野

基, 野田雅 史 ,

費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

栁

障害に関する調査研究」平成18年度第1回総会, 7.20-21,

の1例. 第68回日本臨床外科学会総会, 11.9-11, 広島.（日本

東京.

臨床外科学会雑誌, 67（増刊）, 659, 2006.）

池 内 浩 基 , 中 埜 廣樹 , 内 野

基, 中 村 光 宏 , 山 村 武平

（2006）クローン病の経過中に, 小腸－膀胱瘻をくり返した
1例. 第12回IBDクラブジュニアウエスト, 8.26, 大阪.
吉川麗月, 栁
嶋

秀憲, 外賀

真, 野田雅史, 柳生利彦, 大

勉, 藤原由規, 山村武平, 宇都宮譲二, 権藤延久, 玉

置知子（2006）家族性大腸ポリポーシス随伴デスモイド
腫瘍に対する診断および治療方針. 第65回日本癌学会学

近藤

秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した痔瘻癌

隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永

信幸, 小坂

健, 樋田

正, 堀

和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋

人, 中村光宏, 内野

基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基,

栁

秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した回腸癌

の1例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（プログラム･抄録
集, 6, 2006.）
村瀬 慶子, 藤本泰久, 柳生隆一郎, 山村武平, 伊藤

敬
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（2006）対側に非浸潤性乳管癌を伴った浸潤性乳腺内分
泌癌の1例. 第4回日本乳癌学会近畿地方会, 12.9, 和歌山.
〈香山浩二・小笠原利忠・鍔本浩志〉

山浩二（2006）子宮頸癌術前化学療法（NAC）における
妊孕性温存の可能性について－1B2症例の検討. 第58回日
本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

弘之, 青木美知, 細田容子, 豊田桃子, 鍔本浩志, 田中宏

長谷川昭子, 澤井英明, 香山浩二（2006）ハムスター同種透

幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）当科における更年期外来

明帯抗原による自己抗体の産生と卵巣機能障害の誘導.

霞

の現状. 第6回神戸メノポーズフォーラム, 1.21, 神戸.

第58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

田中宏幸, 青木美知, 細田容子, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚

山本尚子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）マウス

史, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）クローン病術

凍結保存卵巣由来前胞状期卵母細胞の培養系における

後妊娠において胎児出血性水頭症をきたした1症例. 第6

発育・成熟および産仔の生産. 第58回日本産科婦人科学

回関西出生前診療研究会, 2.18, 大阪.

会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

Uchida, K., Komori, S., Kanazawa, N., Sakata, K. and

伊藤宏一, 長谷川昭子, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二

Koyama, K.（2006）Analysis of androgenic effect for

（2006）マウス雄生生殖器官特異CD52の同種免疫による

expression of transition protein（TP）. International

抗体産生と抗体の性状分析. 第58回日本産科婦人科学会

Congress on Gamete Biology : Emerging Frontiers
in Fertility and Contraceptive Development, 2.22-25,

学術講演会, 4.21-25, 横浜.
田中宏幸, 青木美知, 伊藤宏一, 原田佳世子, 豊田桃子, 小森
慎二, 香山浩二（2006）当科における止血困難な産科出

New Delhi, India.
Ao k i, M., H a s eg awa, A., M o ch id a, N., Ko m o r i, S.,
Ogasawara, T. and Koyama, K.（2006）Production of

血に対する選択的子宮動脈塞栓術の有用性の検討. 第58
回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

offspring from preantral oocytes in cryopreseved

中西健太郎, 澤井英明, 香山浩二（2006）プロテインチップ

mouse ovaries. International Congress on Gamete

システムによる羊水中の蛋白質発現プロファイルの分析：

Biolog y : Emerg i ng Front iers i n Fer t i l it y a nd

正常妊娠と21トリソミーとの比較. 第58回日本産科婦人科

Contraceptive Development, 2.22-25, New Delhi, India.

学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存卵

澤 井 英 明 , 角田千秋 , 松尾 重 樹, 小 森 慎 二 , 香 山 浩二

巣から採取してマウス前胞状期卵母細胞由来胚の発生能

（2006）Diastrophic dysplasia sulfate transporter

について. 第130回日本不妊学会関西支部集談会・第32回

（DTDST）geneに変異を認めたatelosteogenesis type

関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大阪.

IIとdiastrophic dysplasiaの中間的な表現形を示す先天

堀内

功, 小森慎二, 霞

弘之, 武信尚史, 山本尚子, 伊藤

宏一, 中西健太郎, 原田佳世子, 持田菜穂子, 香山浩二

性四肢短縮型骨系統疾患の1症例. 第58回日本産科婦人
科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.

（2006）I V F-E T治療時の卵巣刺激に対する低反応を示

Calongos, G., Hasegawa, A. a nd Koyama, K.（ 2006）

す症例への取り組み. 第130回日本不妊学会関西支部集

Effects of anti zona pellucida antibodies on follicular

談会・第32回関西アンドロロジーカンファレンス, 3.4, 大

development a nd oocytes maturat ion of mouse

阪.

prea nt ra l fol l icles i n v it ro g row t h a nd i nv it ro

青木美知, 堀内

功, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）

m at u rat ion. 第58回日本産科婦人科学会学術講演会,
4.21-25, 横浜.

出生前画像検査にて十二指腸狭窄症が疑われ出生後に
新生児輪状膵と診断された1症例. 第16回武庫川産婦人科

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2006）The role of zona
pellucida proteins in oocyte growth and follicular

セミナー, 3.18, 西宮.
霞

弘之, 細田容子, 青木美知, 田村知子, 小森慎二, 香山

development: Study using RNA interference. The

浩二（2006）当科における更年期外来の現状. 第2回阪神

international Ovarian Conference, 5.13, Yokohama.
福岡

SERM研究会, 4.8, 大阪.

実, 木下明美, 伊藤宏一, 衣田隆俊, 中西健太郎, 内

弘之, 青木美知, 田村知子, 香山浩

田暁子, 伊藤善啓, 山本尚子, 武信尚史, 田中宏幸, 小森慎

二（2006）当科におけるラロキシフェンの使用経験（第2

二, 香山浩二（2006）脳腫瘍合併妊娠の1例. 第32回阪神

細田容子, 小森慎二, 霞

周産期勉強会, 5.18, 西宮.

報）. 第2回阪神SERM研究会, 4.8, 大阪.
堀内

功, 山本尚子, 武信尚史, 青木美知, 細田容子, 中西健

太郎, 霞

霞

弘之, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）マウス

弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）

精巣のSertoli細胞におけるTranslationally controlled

自然流産症例における絨毛染色体検査の臨床的検討. 第

tumor protein（TCTP）の発現に関する検討. 第79回日
本内分泌学会学術総会, 5.19-21, 神戸.

58回日本産科婦人科学会学術講演会, 4.21-25, 横浜.
原 田 佳 世 子, 田中 宏 幸, 辻

芳之 , 香 山 浩 二（ 2 0 0 6）

霞

弘之, 澤井英明, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置

Lactobacillusと早産の関連およびヒト培養羊膜細胞にお

知子, 森

けるLPSの作用の検討. 第58回日本産科婦人科学会学術

時に認められた16番染色体逆位の遺伝カウンセリングに

講演会, 4.21-25, 横浜.

ついて. 第30回日本遺伝子カウンセリング学会, 5.26-28, 大

武信尚史, 伊藤善啓, 内田暁子, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 香

阪.

崇英, 振津かつみ, 香山浩二（2006）羊水検査
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持田菜穂子, 長谷川昭子, 香山浩二（2006）ガラス化保存マ

infection and premature delivery. American Society

ウス卵巣由来の未熟卵母細胞からの産仔作出. 第47回日

for Reproductiv Immunolog y, 26th Anniversary
Meeting, 6.15-17, Nashville, U.S.A.

本哺乳動物卵子学会, 5.27-28, 東京.
Kasumi, H., Komori, S., Tanaka, H., Horiuchi, I., Sawai, H.

Nakanishi, K., S awa i, H., Komori, S. a nd Koyama,

and Koyama, K.（2006）Genetic counseling of a couple

K.（2006）Analysis of protein profileds of amniotic

who had two babies with endocardial fibrolastosis

fluid in a pregnant woman with a fetus of Down

successively. 13t h I nter nat iona l C on ference on

sy nd rome by S E L DI-T OF m a s s sp ect romet r y.

Prenatal Diagnosis and Therapy, 5.28-31, Kyoto.

American Society for Reproductiv Immunology, 26th

Sawai, H., Komori, S. and Koyama, K.（2006）Prenatal
d i a g n o s i s o f T h a n a t o p h o r i c d y s p l a s i a . 13t h
International Conference on Preantral Diagnosis and

Anniversary Meeting, 6.15-17, Nashville, U.S.A.
福岡

実, 加藤雅史, 伊藤宏一, 中西健太郎, 伊藤善啓,

山本尚子, 堀内

功, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 香山浩二

（2006）バルトリン腺癌による二次性パジェット病の1例. 第

Therapy, 5.28-31, Kyoto.
Hasegawa, A., Ito, K., Mochida, N., Isojima, S. a nd
Koyama, K.（2006）Distribution of male reproductive
trat CD52（M RT-CD52）in huma n sperm a nd its

80回兵庫県産科婦人科学会総会ならびに学術集会, 7.2,
神戸.
衣田隆俊, 木下明美, 原田佳世子, 内田暁子, 武信尚史, 田中

physiological function as a complement inhibitory

宏幸, 霞

factor. 11th International Symposium of Immunology

発症した脳腫瘍合併妊娠の1例. 第80回兵庫県産科婦人

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）妊娠中期に

科学会総会ならびに学術集会, 7.2, 神戸.

of Reproduction, 6.2-4, Varna, Bulgaria.
It o, K., H a s e g a w a, A., K o m o r i, S. a n d K o y a m a,

武信尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2006）クローン

K.（2006）Tissue distribution a nd immunolog ica l

病術後妊娠において胎児出血性水頭症をきたした1症例.

characterization of male reproductive tract CD52

第42回日本周産期・新生児医学会, 7.9-11, 宮崎.

（MRT-CD52）in mice. 11th International Symposium

田中宏幸, 武信尚史, 小森慎二, 香山浩二（2006）妊娠許可

of I m mu nolog y of Repro duct ion, 6.2- 4, Va r n a,

条件を満たさずに妊娠し妊娠継続した生体腎移植後妊娠
の1症例. 第42回日本周産期・新生児医学会, 7.9-11, 宮崎.

Bulgaria.
福岡

実, 内田暁子, 中西健太郎, 伊藤宏一, 山本尚子,

奥

久人, 武信尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二, 野

島道生, 島

博基（2006）妊娠許可条件を満たさず妊娠

し, 出産しえた生体腎移植後妊娠の1症例. 第114回近畿

霞

弘之, 小森慎二, 田中宏幸, 香山浩二（2006）マウス精

巣のSertoli細胞でのTranslationally controlled tumor
protein（ICTP）の発現の検討. 日本アンドロロジー学会
第25回学術大会, 7.15-16, 石川.
堀内

産科婦人科学会総会, 6.10-11, 奈良.

功, 青木美知, 内田暁子, 伊藤宏一, 中西健太郎, 原

細田容子, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 鍔本浩志, 小笠

田佳世子, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 小森慎二, 香山浩二

原 利 忠 , 香 山 浩二（2 0 0 6）P l a t i n u m±p a c l i t a x e l

（2006）術前に卵巣悪性腫瘍との鑑別が困難であった子

resistant/refractory卵巣癌癌性腹水に対して緩和治療と

宮内膜症性嚢胞の3症例. 第17回近畿エンドメトリオーシ

して腹腔内docetaxel投与を行った3症例. 第114回近畿産

ス・GnRH研究会, 9.2, 大阪.
Tanaka, H., Yamamoto, N., Komori, S. a nd Koyama,

科婦人科学会総会, 6.10-11, 奈良.
青木美知, 山本尚子, 福岡

実, 武信尚史, 鍔本浩志, 小笠

K.（2006）Successful treatment of ectopic pregnancy

原利忠, 香山浩二（2006）高齢婦人科癌患者に対する化

in a cesarean section scar by selective uterine artery

学療法－5年間の検討. 第114回近畿産科婦人科学会総会,

embolization: a case report. The 12th International

6.10-11, 奈良.

Federation of Placenta Associations Meeting, 9.6-9,

内田暁子, 堀内

功, 青木美知, 木下明美, 福岡

実, 衣田

Kobe.

隆 俊 , 鍔 本 浩 志 , 小笠 原 利 忠 , 小 森 慎 二 , 香 山 浩二

堀内

（2006）術前診断として卵巣悪性腫瘍が強く疑われた子

岡

功, 山本尚子, 武信尚史, 持田菜穂子, 霞

弘之, 福

実, 衣田隆俊, 小森慎二, 香山浩二（2006）当院にお

宮内膜症性嚢胞の3症例. 第114回近畿産科婦人科学会総

ける凍結胚移植の臨床成績の検討：自然周期とホルモン

会, 6.10-11, 奈良.

補充周期の比較. 第24回日本受精着床学会総会・学術講

Komori, S., Sakata, K., Kasumi, H., Takenobu, T., Uchida,
K., Fukuoka, M. and Koyama, K.（2006）Analysis of

演会, 9.21-22, 軽井沢.
長谷川昭子, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 武信尚史, 小

effects of androgen on protein profiles in TM4 mouse

林眞一郎（2 0 0 6）抗透明帯抗体により卵巣障害の可能

Sertoli cells by SELDI-TOF mass specrrometry.

性について. 第24回日本受精着床学会総会・学術講演会,

American Society for Reproductiv Immunology, 26th
Anniversary Meeting, 6.15-17, Nashville, U.S.A.
Harada, K., Tanaka, H., Tsuji, Y. and Koyama, K.（2006）
Analysis of the relationship between ureaplasmal

9.21-22, 軽井沢.
持田菜穂子, 霞

弘之, 小森慎二, 山本尚子, 香山浩二, 長谷

川昭子, 繁田

実（2006）マウス体外受精・胚培養および

同一採卵周期によるsequential mediumの評価. 第24回
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藤宏一, 中西健太郎, 原田佳世子, 小森慎二, 香山浩二

日本受精着床学会総会・学術講演会, 9.21-22, 軽井沢.
高橋千晶, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 管原由恵, 三村

（2006）当院で経験した腹腔鏡下手術で広範囲な皮下気

博子, 澤井英明, 森崎裕子, 稲垣興一, 玉置（橋本）知子

腫を認めた1症例. 第115回近畿産科婦人科学会学術集会,

（2006）モザイク型13トリソミーと考えられたキメラ例. 日本
人類遺伝学会第51回大会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝
弘之, 中西健太郎, 堀内

鍔本浩志, 武信尚史, 福岡

実, 木下明美, 衣田隆俊, 小笠

原利忠, 香山浩二（2006）子宮頸癌IB2に対して術前化学

学会第51回大会抄録集, 143, 2006.）
霞

11.12, 大阪.

功, 澤井英明, 小森慎二, 香

療法（NAC）により妊孕能温存を試みた2症例. 第115回

山浩二（2006）羊水中の蛋白発現についての検討；プロテ

近畿産科婦人科学会学術集会・腫瘍研究部会, 11.12, 大

インチップシステムを用いて. 日本人類遺伝学会第51回大

阪.

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,

Kinoshita, A., Tanaka, H., Komori, S., Hasegawa, A. and
Koyama, K.（2006）Autoimmunity to Zona pellucida

75, 2006.）
澤井英明, 霞

弘之, 小森慎二, 小竹

山浩二, 西村

譲, 衣笠万里, 香

possibly causes Premature Ovarian Failure（POF）.

玄（2006）Achondrogenesis type II /

The 3rd International congress on experimental and

Gypochondrogenesisの3例. 日本人類遺伝学会第51回大

clinical reproductive immunology, 11.15-18, Banff,

会, 10.17-20, 米子.（日本人類遺伝学会第51回大会抄録集,

Canada.
Fukuoka, M., Harada, K., Tanaka, H., Tsuji, Y., Komori,

75, 2006.）
霞

弘之, 澤井英明, 堀内

功, 田中宏幸, 管原由恵, 三村

S. and Koyama, K.（2006）Analysis of the relationship

博子, 小森慎二, 香山浩二, 玉置知子（2006）心内膜線維

between u reaplasma l i n fect ion a nd premat u re

弾性症（EFE）の児を3回連続して妊娠・出産した夫婦の

d e l ive r y. T h e 3r d I nt e r n a t i o n a l c o n g r e s s o n

遺伝カウンセリング. 日本人類遺伝学会（第51回大会）第1

experimental and clinical reproductive immunology,
11.15-18, Banff, Canada.

回分科会（第6回臨床遺伝研究会）, 10.18-20, 米子.
福岡

弘之, 小

伊藤宏一, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）CD52

実, 香山浩二（2006）3種類のsequential

抗原の同種免疫による抗体産生と抗体の性状分析. 第21

実, 持田菜穂子, 長谷川昭子, 堀内

森慎二, 繁田

功, 霞

mediumを用いた体外受精・胚培養系の検討. 第131回日
澤井英明, 霞

弘之, 堀内

功, 小森慎二, 香山浩二（2006）

認定遺伝カウンセラー養成と生殖医療領域における役割
の紹介. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-

山琢雄, 野島道生, 山本新吾, 島
功, 霞

の発育・成熟におよぼす卵透明帯抗体の影響. 第21回日
本生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
武信尚史, 長谷川昭子, 小林眞一郎, 香山浩二（2006）雌性
生殖組織におけるCD52の存在. 第21回日本生殖免疫学

10, 大阪.
近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 鈴木
内

回日本生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
Calongos, G., 長谷川昭子, 香山浩二（2006）卵胞と卵母細胞

本不妊学会関西支部集談会, 10.28, 大阪.

透, 樋口喜英, 丸

博基, 持田菜穂子, 堀

会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.
小 森 慎 二 , 阪 田 和 子, 霞

弘 之 , 田中 宏 幸, 香 山 浩二

弘之, 小森慎二, 香山浩二（2006）クライン

（2006）アンドロゲンによるSertoli細胞でのmacrophage

フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討.

i n h i b it o r y f a c t o r（M I F）およびTr a n s l a t i o n a l l y

第51回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.

controlled tumor protein（TCTP）の発現への影響に

長谷川昭子, 霞

弘之, 小森慎二, 香山浩二, 武信尚史, 小

森慎二, 香山浩二（2006）雌性生殖器官におけるCD52
の発言と局在. 第51回日本生殖医学会総会・学術講演会,

12.2-3, 東京.
長谷川昭子, 山本かおり, 持田菜穂子, 繁田

実, 香山浩二

（2006）Human CD52の抗補体作用について. 第21回日本

11.8-10, 大阪.
堀内

関する検討. 第21回日本生殖免疫学会総会・学術集会,

功, 山本尚子, 武信尚史, 霞

弘之, 持田菜穂子, 小森

慎二, 香山浩二（2006）当院で経験した婦人科悪性腫瘍
に対して妊孕性温存治療を行った挙児希望患者4例. 第51

原田佳世子, 田中宏幸, 辻

芳之, 長田久美子, 香山浩二

（2006）Ureaplasmaと早産の関連およびUreaplasmaリポ
蛋白の作用の検討. 日本性感染症学会第19回学術大会,

回日本生殖医学会総会・学術講演会, 11.8-10, 大阪.
Calong os, G., 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2006）
Urinary pure FSHとrecombinant FSHのマウス卵胞in
vitro発育における比較. 第51回日本生殖医学会総会・学

12.9-10, 金沢.
〈坂上

隆〉

神野良男, 坂上

隆, 富田寿彦, 豊島史彦, 辻

智洋, 三輪

洋人, 加藤恭一, 上小鶴孝二, 吉田幸治, 日下

術講演会, 11.8-10, 大阪.
木下明美, 内田暁子, 山本尚子, 武信尚史, 田中宏幸, 霞

生殖免疫学会総会・学術集会, 12.2-3, 東京.

弘

義男, 福永

健, 樋田信幸, 大西国夫, 小坂

剛, 應田
正, 福田能

之, 澤井英明, 小森慎二, 香山浩二（2006）反復して心内

啓, 松本譽之（2006）深部小腸のバルーン拡張を行ったク

膜線維弾性症の児を妊娠・出産した1症例. 第115回近畿

ローン病狭窄の1症例. 第43回小腸研究会, 2.4, 東京.

産科婦人科学会学術集会, 11.12, 大阪.
衣田隆俊, 堀内

功, 加藤雅史, 伊藤善啓, 内田暁子, 伊

肥塚明日香, 飯島尋子, 黒田暢一, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧
原佐知子, 佐藤良樹, 坂上

隆, 石蔵礼一, 廣田誠一, 藤元
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治朗（2006）腫瘤形成性膵炎と鑑別困難であった膵癌の
1例. 日本超音波医学会第31回関西地方会学術集会, 2.4,
京都.（超音波医学, 33, 419, 2006.）
飯島尋子, 坂上

5.20-25, Los Angels, U.S.A.（Gastroenterology, 130
（Suppl. 2）, A-270, 2006.）
Tomita, T., Hayashi, C., Kim, Y., Nakajima, K., Yamamoto,

隆, 橋本眞里子, 肥塚明日香, 東浦晶子, 牧

N., Sakagami, T., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）

浦佐知子, 佐藤良樹, 斉藤正紀（2006）造影超音波が診

Acid induced symptom generation（heartburn）

断に有用であった胃粘膜下腫瘍の1例. 日本超音波医学会

m a y n o t b e m e d i a t e d b y e s o p h a g e a l mu s c l e

第31回関西地方会学術集会, 2.4, 京都.（超音波医学, 33,

contraction. 107th Annual Meeting of the American

422, 2006.）

Gastroenterological Association Institute（DDW2006）,

上小鶴孝二, 應田義雄, 樋田信幸, 渡辺憲治, 川
加藤恭一, 戸澤勝之, 福永
堀

健, 神野良男, 坂上

隆,

5.20-25, Los Angels, U.S.A.（Gastroenterology, 130
（Suppl. 2）, A-736, 2006.）

正, 福田能啓, 荒川哲男, 三輪洋人, 松

Fukuda, Y., Takazoe, M., Sugita, A., Kosaka, T., Tomita,

本譽之
（2006）カプセル内視鏡で診断し, ダブルバルーン

T., Hori, K., Fukunaga, K., Miwa, H., Matsumoto,

内視鏡下アルゴンプラズマ凝固療法（A P C）で止血しえ

T., Koi z u k a, H., S a ka g a m i, T. a nd S h i moya m a,

た空腸angiodysplasiaの1例. 第2回日本消化管学会総会

T.（2006）The t reat ment w it h a n ora l spher ica l

学術集会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術

adsorptive carbon（AST-120）improves anal fistula,

集会プログラム・抄録集, 56, 2006.）

PDA I a nd C DA I s core s-a ra ndom i z ed double-

辻

和敏, 小坂

浩介,

智洋, 林千鶴子, 金

鏞民, 富田寿彦, 中嶋一彦, 山本

blind placebo-controlled trial. 107th Annual Meeting

和敏, 川添智太郎, 三輪洋人, 坂

of the American Gastroenterological Association

隆, 神野良男, 福田能啓, 松本譽之（2006）特殊な画

I n s t i t u t e（D D W 2 0 0 6）, 5 . 2 0 - 2 5 , L o s A n g e l s ,

憲康, 肥塚浩昌, 堀
上

像所見を示す膵癌－退形成性膵管癌（破骨細胞型巨細胞
癌）－. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神
戸.（抄録集, 30, 2006.）

神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の虫垂

病変における免疫学的異常について. 第12回国際潰瘍学

上山真子, 林千鶴子, 金
上

U.S.A.（Gastroenterology, 130
（Suppl. 2）A-110 , 2006.）

鏞民, 堀

和敏, 肥塚浩昌, 坂

隆, 松本譽之, 三輪洋人（2006）H. pylori除菌後異時

性胃癌をくりかえした1例. 第84回日本消化器病学会近畿

会, 7.7-9, 大阪.
近藤

隆 , 豊 島史 彦, 上小鶴 孝 二 , 吉田幸 治, 林千 鶴

子, 富田寿彦, 應田義雄, 金

鏞民, 日下

剛, 樋田信

支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日本消化器病学会近畿支

幸, 福永

健, 神野良男, 坂上

部例会プログラム, 32, 2006.）

敏, 小坂

正, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（20 06）

辻

智洋, 豊島史彦, 富田寿彦, 三輪洋人, 上小鶴孝二, 戸
澤勝之, 吉田幸司, 小坂
譽之, 神野良男, 坂上

正, 福田能啓, 樋田信幸, 松本
隆（2006）クローン病狭窄に対し

ダブルバルーン内視鏡で狭窄拡張術を行いえた1例. 第84

隆, 大西国夫, 堀

和

Inf liximab投与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依
存性大腸型クローン病の1例. 第71回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会, 7.8, 西宮.
山平正浩, 飯島尋子, 東浦晶子, 脇

英彦, 肥塚明日香, 橋本

回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日

眞里子, 柴田陽子, 西口修平, 神野良男, 坂上

本消化器病学会近畿支部例会プログラム, 39, 2006.）

胃粘膜下腫瘍の超音波像の検討. 日本超音波医学会第32

坂上
金

隆 , 肥 塚浩昌, 山本憲 康 , 林千 鶴 子, 富田寿彦,
鏞民, 中嶋一彦, 神野良男, 堀

隆（2006）

回関西地方会学術集会, 8.26, 大阪.（抄録集, 33, 2006.）

和敏, 三輪洋人, 小

Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Fukuda, Y.

林健彦, 佐々木常雄（2006）胃癌化学療法のsecond line,

a nd M iwa, H.（ 2006）G a st r it is is i mp or t a nt for

5 -F U/C D D P併用化学 療法 抵 抗性 進行胃癌に対する

gastric carcinogenesis induced by Helicobacter pylori

PACLITAXEL/IRINOTECAN併用療法Phase I study.

infection. European Helicobacter studygroup XIXth

第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化

International workshop on Helicobacter and related

器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A167, 2006.）

bacteria in chronic digestive inf lammation, 9.7-9,

富田寿彦, 林千鶴子, 金

鏞民, 中嶋一彦, 山本憲康, 肥塚

浩昌, 堀 和敏, 神野良男, 坂上 隆, 松本譽之, 三輪洋人
（2006）内視鏡によるバレット上皮の逆行的経過観察. 第

Wroclaw, Poland.
（Helicobacter, 11, 365, 2006.）
〈廣田誠一〉
肥塚明日香, 飯島尋子, 黒田暢一, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧

92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 福岡.（日本消化器

原佐知子, 佐藤良樹, 坂上

病学会雑誌, 103（Suppl.）, A192, 2006.）

治朗（2006）腫瘤形成性膵炎と鑑別困難であった膵癌の

Hori, K., Ohda, Y., Hida, N., Hayashi, C., Tomita, T., Kim,
Y., Nakajima, K., Yamamoto, N., Jinno, Y., Sakagami,
T., Fukuda, Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）

1例. 日本超音波医学会第31回関西地方会学術集会, 2.4,
京都.（超音波医学, 33, 419, 2006.）
杉原綾子, 廣田誠一, 中正恵二, 生田真一, 安井智明, 坂

G a s t r o du o d e n it i s a s s o c i at e d w it h u l c e r a t i ve

東俊 宏, 吉 江秀 範 , 相原

colitics. 107

岸

th

A n nua l Meeting of the A merica n

Gastroenterological Association Institute（DDW2006）,

隆, 石蔵礼一, 廣田誠一, 藤元

司, 光信正夫 , 片岡保 朗 ,

清彦, 岡林一夫, 山中若樹, 寺田信行（20 0 6）vo n

Recklinghausen病に合併した十二指腸・空腸多発GIST
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の1例. 第95回日本病理学会総会, 4.30, 東京.
肥塚明日香, 飯島尋子, 橋本眞里子, 東浦晶子, 牧原佐知

雑誌, 45（Suppl.2）, 457, 2006.）
伊藤

敬, 鳥居良貴, 山本格士, 新長真由美, 松田育雄, 羽

子, 山中潤一, 安藤久美子, 中尾宣夫, 廣田誠一, 藤元治

尾裕之, 廣田誠一（2006）穿刺吸引細胞診にて腺癌細胞

朗（2006）典型的な画像を呈した肝限局性結節性過形成

のみを認めた多形性腺腫由来癌の1例. 第45回日本臨床

（FNH）の1例. 日本超音波医学会第79回学術集会, 5.26-

細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会雑
誌, 45（Suppl.2）, 460, 2006.）

28, 大阪.
齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 廣田誠一, 前山史朗, 西口

岡村義弘, 久住利香, 針山良二, 鳥居良貴, 山本格士, 新長真

修平（2006）慢性肝疾患におけるレボビスト造影実質遅

由美, 伊藤

延相の有用性の検討. 日本超音波医学会第79回学術集会,

たした低悪性度子宮内膜間質肉腫の2例. 第45回日本臨

5.26-28, 大阪.

床細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会

松田育雄, 今井幸宏, 富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人, 廣田
誠一（2006）Whipple’s diseaseが疑われた1症例. 第11回

敬, 小笠原利忠, 廣田誠一（2006）再発を来

雑誌, 45（Suppl.2）, 514, 2006.）
新長真由美, 伊藤

敬, 松田育雄, 羽尾裕之, 鳥居良貴, 山

本格士, 土井玲子, 中正恵二, 廣田誠一（2006）外耳道腫

日本外科病理学会学術総会, 9.30-10.1, 大阪.
Hao, H., Nagaya, N., Ishibashi-Ueda, H., Ka ngawa,

瘍として提出され診断が困難であった間葉系腫瘍の1例.

K., Gabbiani, G., Bochaton-Piallat, M.L. and Hirota,

第45回日本臨床細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本
臨床細胞学会雑誌, 45（Suppl.2）, 525, 2006.）

S.（2006）Growth inhibitory effects of adrenomedullin
on distinct smooth muscle cell subpopulations isolated

糸山雅子, 西川律子, 岡村義弘, 鳥居良貴, 山本格士, 新長

from rat aorta. XIVth International Vascular Biology

真由美, 伊藤

Meeting, 6.6-10, Amsterdam, Holland.（Abstracts, 143,

ゴン産生性膵内分泌腫瘍の1例. 第45回日本臨床細胞学

2006.）

会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会雑誌, 45

柿田直人, 栗林康造, 三宅光富, 宮田

茂, 中嶋泰典, 田村

邦宣, 福岡和也, 中野孝司, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）ア
スベスト肺癌の1剖検例. 第180回日本内科学会近畿地方

敬, 松田育雄, 廣田誠一（2006）グルカ

（Suppl.2）, 533, 2006.）
〈福田能啓〉
神野良男, 坂上

隆, 富田寿彦, 豊島史彦, 辻

智洋, 三輪

洋人, 加藤恭一, 上小鶴孝二, 吉田幸治, 日下

会, 9.2, 京都.

義男, 福永

久住利香, 中村純子, 西川律子, 糸山雅子, 織田みほ, 針山

健, 樋田信幸, 大西国夫, 小坂
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ローン病狭窄の一症例. 第43回小腸研究会, 2.4, 東京.

敬, 松田育雄, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）肺の異型

腺腫様過形成の1例. 第32回日本臨床細胞学会近畿連合

上小鶴孝二, 應田義雄, 樋田信幸, 渡辺憲治, 川

会学術集会, 9.10, 兵庫.（第32回日本臨床細胞学会近畿

加藤恭一, 戸澤勝之, 福永

連合会学術集会プログラム, 13, 2006.）

堀

和敏, 小坂

浩介,

健, 神野良男, 坂上

隆,

正, 福田能啓, 荒川哲男, 三輪洋人, 松

西川律子, 中村純子, 久住利香, 糸山雅子, 岡村義弘, 針山

本譽之
（2006）カプセル内視鏡で診断し, ダブルバルーン

良二, 織田みほ, 鳥居良貴, 山本格士, 新長真由美, 伊

内視鏡下アルゴンプラズマ凝固療法（A P C）で止血しえ

藤

敬, 松田育雄, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）胞巣状軟

た空腸angiodysplasiaの1例. 第2回日本消化管学会総会

部肉腫の2例. 第32回日本臨床細胞学会近畿連合会学術

学術集会, 2.11-12, 東京.（第2回日本消化管学会総会学術
集会プログラム・抄録集, 56, 2006.）

集会, 9.10, 兵庫.（第32回日本臨床細胞学会近畿連合会
学術集会プログラム, 16, 2006.）

横山陽子, 福永

健, 大西国夫, 神野良男, 樋田信幸, 應田

佐藤

元, 鳥居良貴, 岡村義弘, 織田みほ, 山本格士, 伊

義雄, 富田寿彦, 堀

藤

敬, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）Gastrointestina l

啓, 松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎に対する白血球除去

stromal tumor（GIST）の術中捺印標本の細胞学的検

療法の効果発現に関する研究. 厚生労働科学研究費補助

討.第46回近畿医学検査学会, 10.21-22, 福井.（第46回近

金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に

畿医学検査学会抄録集, 95, 2006.）

関する調査研究」平成17年度第2回総会, 2.16-17, 東京.

織田みほ, 鳥居良貴, 岡村義弘, 針山良二, 糸山雅子, 久住利
香, 西川律子, 中村純子, 佐藤

和敏, 小坂

正, 長瀬和子, 福田能

田村和朗, 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之, 池内浩基, 山村

元, 山本格士, 中正恵二,

武平（2006）炎症性腸疾患とIL-18遺伝子多型. 厚生労働

敬, 廣田誠一（2006）肺のAdenocarcinoma with

科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎

Neuroendocrine Differentiationの1例.第46回近畿学検

症性腸管障害に関する調査研究」平成17年度第2回総会,

伊藤

査学会, 10.21-22, 福井.（第46回近畿医学検査学会抄録
集, 96, 2006.）
針山良二, 中村純子, 糸山雅子, 織田みほ, 山本格士, 伊
藤

敬, 新長真由美, 羽尾裕之, 廣田誠一（2006）低分化

2.16-17, 東京.
辻

智洋, 林千鶴子, 金
憲康, 肥塚浩昌, 堀
上

鏞民, 富田寿彦, 中嶋一彦, 山本
和敏, 川添智太郎, 三輪洋人, 坂

隆, 神野良男, 福田能啓, 松本譽之（2006）特殊な画

扁平上皮癌が疑われた外耳道腫瘍の1例. 第45回日本臨

像所見を示す膵癌－退形成性膵管癌（砕骨細胞型巨細胞

床細胞学会秋期大会, 11.10-11, 東京.（日本臨床細胞学会

癌）－. 第84回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神
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野口敬康, 陶
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加藤恭一, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉田幸司, 應田義雄, 福
永

A267, 2006.）

健, 樋田信幸, 小坂

陽, 青木南都子, 窪田武士, 大村武雄, 白澤

榮一, 高橋良樹, 福田能啓（2006）炎症性腸疾患動物モデ

正, 福田能啓, 松本譽之, 富田

ルに対するアスペルギルス・オリゼーNK菌麹の効果. 第60

寿彦, 三輪洋人（2006）慢性関節リウマチにクローン病を

回日本栄養食糧学会大会, 5.19-21, 静岡.（日本栄養・食糧

合併しInfliximab投与後に腸閉塞をきたした1例. 第84回
日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日
本消化器病学会近畿支部例会プログラム, 38, 2006.）
豊島史彦, 富田寿彦, 堀

和敏, 三輪洋人, 上小鶴孝二, 戸

澤勝之, 吉田幸司, 小坂

正, 福田能啓, 松本譽之（2006）

学会60回講演要旨集, 188, 2006.）
Hori, K., Ohda, Y., Hida, N., Hayashi, C., Tomita, T., Kim,
Y., Nakajima, K., Yamamoto, N., Jinno, Y., Sakagami,
T., Fukuda, Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2006）
G a s t r o du o d e n it i s a s s o c i a t e d w it h u l c e r a t i ve

Inf liximab投与後に伝染症紅斑を併発したステロイド依

colit ics. 107t h A n nua l Meet ing of t he A merica n

存性大腸型クローン病の1例. 第84回日本消化器病学会近

Gastroenterological Association Institute（DDW2006）,

畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日本消化器病学会近畿
支部例会プログラム, 39, 2006.）
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智洋, 豊島史彦, 富田寿彦, 三輪洋人, 上小鶴孝二, 戸
澤勝之, 吉田幸司, 小坂

5.20-25, Los Angels, U.S.A.（Gastroenterology, 130
（Suppl. 2）, A-270, 2006.）
Fukuda, Y., Takazoe, M., Sugita, A., Kosaka, T., Tomita,

正, 福田能啓, 樋田信幸, 松本

T., Hori, K., Fukunaga, K., Miwa, H., Matsumoto,

隆（2006）クローン病狭窄に対し
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回日本消化器病学会近畿支部例会, 2.25, 神戸.（第84回日

adsorptive carbon（AST-120）improves anal fistula,

本消化器病学会近畿支部例会プログラム, 39, 2006.）
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譽之, 神野良男, 坂上
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伸弘, 木下幾晴, 沢田

勉, 高橋道知, 藤本

blind placebo-controlled trial. 107th Annual Meeting

朗（2006）炎症性腸疾

of the American Gastroenterological Association

患に鍼・漢方薬治療が奏効した4症例. 第104回日本内科

I n s t i t u t e（D D W 2 0 0 6）, 5 . 2 0 - 2 5 , L o s A n g e l s ,

蓮風, 小坂

正, 福田能啓, 川嶋

学会総会, 4.3-5, 大阪.（日本内科学会雑誌, 95（Suppl.）,
樋田信幸, 堀
下

U.S.A.（Gastroenterology, 130
（Suppl. 2）, A-110, 2006.）
吉田幸治, 堀

176, 2006.）
和敏, 應田義雄, 福永

剛, 小坂

健, 大西国夫, 日

和敏, 田村和朗, 津田聡司, 福田小百合, 西

上隆之, 三輪洋人, 高川哲也, 福田能啓, 松本譽之（2006）

正, 福田能啓, 松本譽之（2006）全大腸炎

胃に発生した若年性ポリポーシス症の1例. 第12回日本

型潰瘍性大腸炎の長期経過例に合併した虫垂癌の1例.

家族性腫瘍学会学術集会, 6.16-17, 吹田.（家族性腫瘍, 6

第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化
器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A270, 2006.）
小坂

（Suppl.）, A48, 2006.）
Yokoyama, Y., Fukunaga, K., Fukuda, Y., Ohnishi, K.,

正, 富田寿彦, 松本譽之, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 吉
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田幸治, 福田能啓, 辻川知之, 渡辺憲治, 伊藤裕章（2006）

Matsumoto, T.（2006）Role of CD25high+ and CD28-

クローン病のInfliximab投与におけるクリニカルパス導入

difficient CD4+ T-Cells in active ulcerrative colitis

の意義. 第92回日本消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日

patients. 12 t h I nternational Conference on Ulcer

本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A243, 2006.）

Research（ICUR）& GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-

小野雅美, 村上和成, 高橋良樹, 中林夏子, 福田能啓, 藤
岡 利 生（ 2 0 0 6）新しい モノクローナル 抗 体を用いた

9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl. 2）, 10, 2006.）
Takagawa, T., Tamura, K., Takeda, N., Tomita, T., Ohda, Y.,

Helicobacter hepaticus感染の血清学的解析. 第92回日本

Fukunaga, K., Hida, N., Ohnishi, K., Hori, K., Kosaka,

消化器病学会総会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑

T., Fukuda, Y., Ikeuchi, H., Yamamura, T., Miwa, H. and

誌, 103
（Suppl.）, A180, 2006.）

Matsumoto, T.（2006）Association between IL-18 gene

福永

健, 横山陽子, 戸澤勝之, 應田義雄, 樋田信幸, 大西

国夫, 日下

promoter polymorphisms and inflammtory bowel

剛, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（2006）

disease in a japanese population. 12th International

潰瘍性大腸炎患者における末梢血CD25H igh+CD 4+

Conference on Ulcer Research（ICUR）& GI Satellite

およびC D2 8 - C D 4+T細胞発 現

of IUPHAR 2006, 7.7-9, Osaka.（Digestion, 73（Suppl.

顆粒球吸 着療法の

即時的修飾効果. 第92回日本消化器病学会総会, 4.2022, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）, A859,
2006.）
上小鶴孝二, 加藤恭一, 戸澤勝之, 吉田幸治, 富田寿彦, 小
坂

2）, 59, 2006.）
Ohda, Y., Hori, K., Tomita, N., Hida, N., Fukunaga,
K., Jinno, Y., Kosaka, T., Fukuda, Y., Miwa, H. and
Matsumoto, T.（2006）HGF tteatment reduces mucosal

正, 三輪洋人, 福田能啓, 松本譽之（2006）クローン

inflammation and apoptosis on rat TNBS and DSS

病の下血に対する投与経験. 第92回日本消化器病学会総

models. 12 t h I nter nat iona l C on ference on U lcer

会, 4.20-22, 小倉.（日本消化器病学会雑誌, 103（Suppl.）,

Research（ICUR）&GI Satellite of IUPHAR 2006, 7.7-
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子, 富田寿彦, 應田義雄, 金
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幸, 福永

健, 神野良男, 坂上

隆, 大西国夫, 堀

和

敏, 小坂

正, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（20 06）

Kamikoduru, K., Ohda, Y., Hida, N., Miwa, H., Fukuda,
Y. and Matsumoto, T.（2006）Endoscopic coloreatal
mucosal blood flow evaluation for ulcerative colitis
patients. 14th United European Gastroenterology

Inf liximab投与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依

Week, 10.21-25, Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）,

存性大腸型クローン病の1例. 第71回日本インターフェロ

A120, 2006.）

ン・サイトカイン学会, 7.8, 西宮.
山 村 武平, 池 内浩 基, 中 埜 廣樹, 内野
柳

Kamikoduru, K., Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Tozawa,
基, 野田雅 史 ,

K., Ohda, Y., Hida, N., Fukuda, Y., Miwa, H. a nd

秀憲, 福田能啓, 松本譽之（2006）手術例から見た

Matsumoto, T.（2006）Leukocyte-modulation durring

colotic cancerの現状と術式の選択. 厚生労働省科学研究

leukocytapheresis for ulcerative colitis patients as a

費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

possible predictive marker in its clinical response. 14th

障害に関する調査研究」平成18年度第1回総会, 7.20-21,

United European Gastroenterology Week, 10.21-25,

東京.

Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）, A19, 2006.）

Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Fukuda, Y.

Ohda, Y., Hori, K., Hida, N., Tomita, T., Fukunaga,

a nd M iwa, H.（ 2006）G a st r it is is i mp or t a nt for

K., Jinno, Y., Kosaka, T., Fukuda, Y., Miwa, H. and

gastric carcinogenesis induced by Helicobacter pylori

M at su mot o, T.（ 2006）Recombi n a nt hu m a n HG F

infection. European Helicobacter studygroup XIXth

reduced mucosal inflammation and apoptosis in rat

International Workshop on Helicobacter and Related

IBD models. 14th United European Gastroenterology

Bacteria in Chronic Digestive Inflammation, 9.7-9,

Week, 10.21-25, Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）,

Wroclaw, Poland.
（Helicobacter, 11, 365, 2006.）
下山

克, 高橋良樹, 福田能啓（2006）TN B S誘発マウス

A7, 2006.）
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隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永

和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋

麹（N K菌麹）含有製剤の影響. 第61回日本大腸肛門病

人, 中村光宏, 内野

基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基,

学会総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59

柳

（Suppl.）, 617, 2006.）
福田能啓, 池内浩基, 下山

信幸, 小坂

健, 樋田

正, 堀

大 腸炎モデルの腸管免疫へ及ぼ すプロバイオティクス

秀憲, 山村武平（2006）クローン病に合併した回腸癌

の1例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（第44回小腸研究
克, 山村武平（2006）マウス・

会プログラム抄録集, 6, 2006.）

マクロファージのサイトカイン発現に及ぼ すプロバイオ

高橋留佳, 宮本純子, 荒木一恵, 安井富美子, 三野幸治, 矢

ティクス麹含有製剤の影響. 第61回日本大腸肛門病学会

吹浩子, 野口一馬, 児島正道, 舛谷元丸, 小谷穣治, 堤千

総会, 9.29-30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 616,

佳子, 福田能啓（2006）NST介入により栄養改善を認めた

2006.）

1症例－管理栄養士の立場から－. 第26回兵庫臨床栄養

戸澤勝之, 上小鶴孝二, 應田義雄, 福永

健, 大西国夫, 福

研究会, 11.18, 神戸.

田能啓, 松本譽之（2006）当科におけるクローン病入院治

■ その他 ■

療後の長期予後. 第61回日本大腸肛門病学会総会, 9.29-

〈三輪洋人・堀

30, 弘前.（日本大腸肛門病学会雑誌, 59, 738, 2006.）
福永

健, 横山陽子, 戸澤勝之, 應田義雄, 樋田信幸, 大西

国夫, 日下

剛, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（2006）

潰瘍性大腸炎患者における末梢血C D25H ig h+C D4+
およびC D2 8 - C D4+T細胞発現：顆粒球吸 着療法の即
時的修飾効果. 第4 8回日本消化器病学会大会, 10.1113, 札幌.（第48回日本消化器病学会大会抄録集, A859,
2006.）

和敏〉

三輪洋人（2006）上部消化管疾患診断・治療の最近の話題.
兵庫保険医新聞, 第1500号, 9.5, 6.
三 輪 洋人（ 2 0 0 6）内 視 鏡 陰 性 G E R Dの診 断・病 態・治
療.（講演）福山市医師会学術講演会, 1.16, 福山.
三輪洋人（2006）内視鏡陰性GER Dの病態と治療.（講演）
久留米医師会学術講演会, 2.21, 久留米.
Miwa, H.（2006）A Large-Scale, Randomized, Controlled
Comparative Study of Mosapride and Teprenone for

Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Tozawa, K., Kamikoduru,

Functional Dyspepsia-Japan Mosapride Mega-Study

K., Fukuda, Y., Ohnisi, K., Kusaka, T., Kosaka, T.,

（J M M S）（L
. ecture）The 3rd KOR EA-JA PA N GI

Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2006）

Motility Workshop, 3.10, Oita.

Demonstration of low regulatory CD25High+CD4 and

三輪洋人（2006）上部消化管疾患の診断・治療の最新の話

high pro-inflammatory CD28-CD4+ T-cell subsets in

題.（講演）兵庫県保険医協会 第425回診療内容向上研究

patients with ulcerative colitis : Modified by selective
granulocyte and monocyte adsorption apheresis. 14th
United European Gastroenterology Week, 10.21-25,
Berlin, Germany.（Gut, 55（Suppl. 5）, A125, 2006.）

会, 4.8, 神戸.
三 輪洋人（2 0 0 6）ピロリ菌と胃癌－その関連性の謎に迫
る.（講演）宇和島医師会学術講演会, 5.12, 愛媛.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（ラン
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チョンセミナー）第71回日本消化器内視鏡学会総会, 5.16,
東京.
三 輪 洋 人（ 2 0 0 6 ）バレット食 道の 進 展 .（ 講 演 ）1 2 t h

路.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の病態と治療のUp to Date.
第118回岩手消化器病懇話会, 3.18, 岩手.

I nternationa l Conference Ulcer Resea rch & GI

Matsumoto, T.（2006）Can Asia afvfording the new and

Satellite of IUPHAR 2006（第12回国際潰瘍学会＆国際

emerging therapies?. Falk Symposium 151, 3.24-25,

薬理学会ＧＩサテライト2006）, 7.7, 大阪.
三輪洋人（2006）バレット食道, その病態と診断.（講演）第
13回北九州消化器シンポジウム, 7.13, 北九州.
三輪洋人（2006）GER Dの新しい考え方－特にN ER Dの病
態と治療.（講演）石川県臨床内科医会第119回中央地区
研修会, 7.22, 金沢.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講
演）小樽市医師会学術講演会, 8.25, 小樽.
三輪洋人（2 0 0 6）胃食 道逆流症（G E R D）の新しい考え
方.（ 講演）第37回昭和大学横浜市北部病院消化器セン
ターセミナー, 9.4, 横浜.
三輪洋人（2006）上腹部症状診療の実際.（ランチョンセミ
ナー）第48回日本消化器病学会大会, 10.11, 札幌.
三輪洋人（2006）内視鏡所見からのアプローチ.（ランチョン
セミナー）第48回日本消化器病学会大会, 10.13, 札幌.
三輪洋人（2006）ストレスと胃腸の病気.（講演）日本消化器
病学会近畿支部 第36回市民公開講座, 11.12, 西宮.
三輪洋人（2006）GER Dの新しい考え方－特にN ER Dの病
態について－.（講演）長崎市医師会第3回長崎GERD研究
会, 11.12, 長崎.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシア（F D）の病態と治
療.（ランチョンセミナー）第88回日本消化器病学会九州支
部例会, 11.17, 鹿児島.
三輪洋人（2006）機能性ディスペプシアの治療戦略.（講演）
坂出市医師会学術講演会, 11.29, 香川.
〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の新たな治療－その機序と
効果予測に向けて－. 消化器と免疫, 42, 98.
松本譽之（2006）内視鏡から見た, 炎症性腸疾患, 長期経過
例・難知性例の診断における問題点と対策. 第5回南大阪
大腸内視鏡研究会, 1.12, 大阪.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態解明と治療の変遷.
岩手県南消化器病検討会当区別講演会, 1.21, 岩手.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患診療の最近の話題. 滋賀医
科大学炎症性腸疾患センター主催講演, 2.5, 滋賀.
松本譽之（2006）I BD治療のグローバルスタンダード. 第7回
関西腸疾患セミナー, 2.24, 大阪.
松本譽之（2006）クローン病の遺伝子異常と分子標的治療.
第38回川西消化器研究会, 2.25, 川西.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態と抗サイトカイン療
法. 金沢消化管フォーラム, 3.2, 金沢.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎・クローン病の理解と療養
生活について. 西宮市保健所潰瘍性大腸炎・クローン病の
医療相談会, 3.7, 西宮.
松本譽之（20 0 6）I BDへの新たな治療戦略. BA D（B ay
Area Digestive）Club（3大学合同勉強会）, 3.11-12, 淡

Sydney, Australia.
松本譽之（2006）クローン病に対する内科の立場と外科の立
場. 第6回クローン病トータルケア推進協議会総会, 4.1, 大
阪.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患への内視鏡的アプローチ－
小腸の内視鏡検査の意義－. 第6回消化器病を語る会（阪
神消化器病診連携の会）, 4.27, 尼崎.
松本譽之（2006）～クローン病への抗サイトカイン療法の実
際～. 第3回クローン病供覧会, 6.2, 高松.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の診断と治療. 第5回兵庫医
科大学消化器内科同門会, 6.8, 宝塚.
神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン内視

鏡について. 川西医師会勉強会, 6.8, 川西.
松本譽之（2006）クローン病治療へのUp To Date～抗サイ
トカイン療法の意義～. レミケードUser’s Meeting（クロー
ン病）松山, 6.9, 松山.
應田義雄（2006）腸炎ベーチェットについて. 第45回「医療・
生活･教育」相談会, 6.18, 神戸.
松本譽之（2006）レミケード治療におけるクローン病長期予
後に対する意義. 第7回京滋クローン病研究会, 6.23, 京都.
松本譽之（2006）クローン病の病態からみた治療－治療法
の選択と効果－. 第10回北関東コロンクラブ, 7.1, 東京.
松本譽之（2 0 0 6）高齢 者の血便 . 第2回阪神消化器 疾患
UP-TO-DATE, 7.15, 尼崎.
松本譽之（2 0 0 6）当院におけるI n f l i x i m a b投与の実際.
Infliximab Meeting, 7.27, 守口.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患長期経過に伴う問題点とそ
の対処. 第8回関西腸疾患セミナー, 7.28, 大阪.
松本譽之（2006）痔（肛門からの出血）. 女性セブン, 8月3日号
（小学館）, 44.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎の内科的治療. 第13回外科
フォーラム, 8.5-6, 東京.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の診断と治療. 兵庫医大病
診連携の会, 8.30, 大阪.
松本譽之（2006）クローン病の病態と治療Up To Date～抗
サイトカイン療法を中心に～. 第8回京都サイトカイン研究
会, 9.2, 京都.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患における長期経過に伴う問
題と対策－Colitic Cancerを中心として－. 第61回宮城IBD
研究会, 9.8, 仙台.
松本譽之（2006）クローン病の最新治療－抗サイトカイン療
法はクローン病の自然史を変えるのか？－. I BD Clinical
Seminar, 9.26, 広島.
松本譽之（2006）腸のアレルギー. アレルギー診察室（ラジ
オ）ラジオ大阪, 10.15.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の病態・メカニズムと求めら
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れる新薬. 炎症性腸疾患の病態・メカニズムと求められる

る. 腸内細菌学雑誌, 20, 185-186.

新薬講習会, 10.26, 東京.
松本譽之（2006）炎症性腸疾患の長期経過に伴う問題点と

細胞移植部門

対策－炎症性発癌を中心として－. 第7回京都イムノクラブ,
10.30, 京都.
松本譽之（2006）クローン病の病態と治療－抗サイトカイン
療法の現状と今後の展望－. 第7回静岡免疫学公開講座,

■ 学術論文 ■
［原著］

10.31, 藤枝.
松本譽之（2006）潰瘍性大腸炎

癌化サーベイランス法の

確立について. 第18回大腸病態治療研究会, 11.9, 大阪.
神野良男, 坂上

専任教員

隆, 松本譽之（2006）クローン病の小腸病

変. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.

Misawa, M., Kai, S., Okada, M., Nakajima, T., Nomura, K.,
Wakae, T., Toda, A., Itoi, H., Takatsuka, H., Itsukuma,
T., Nishioka, K., Fujimori, Y., Ogawa, H. and Hara,
H.（2006）Reduced-intensity conditioning followed

松本譽之（2 0 0 6）病態からみたクローン病の長期経過に

by unrelated umbilical cord blood transplantation

おける問題点を対策. 第2４回北海道クローン病検討会,

for adva nced hematolog ic ma l ig n a ncies: rapid

11.17, 札幌.

engraftment in bone marrow. Int. J. Hematol., 83,

松本譽之（2006）免疫組織化学を用いた腸管病態の可視化
－I BDの病態にどこまで迫ることができるのか？－. 第31
回兵医大腸疾患研究会, 11.18, 尼崎.

74-79.
Qiu, H.Y., Fujimori, Y., Nishioka, K., Yamaguchi, N.,
Hashimoto-Tamaoki, T., Sug i ha ra, A., Terada, N.,

樋田信幸（2006）潰瘍性大腸炎合併腫瘍性病変の診断－

Nagaya, N., Kanda, M., Kobayashi, N., Tanaka, N.,

pit Patternと病理組織診断を中心に－. 第31回兵医大腸

Westerman, K.A., Leboulch, P. and Hara H.（2006）

疾患研究会, 11.18, 尼崎.

Postnatal neovascularization by endothelial progenitor

松本譽之（2006）剖検例「炎症性腸疾患」. 大阪市立大学医
学部附属病院臨床病理検討会, 11.22, 大阪.
松本譽之（2006）炎症性小腸病変の病態と治療におけるサ
イトカインの意義. 第3回SB Club in阪神, 11.30, 大阪.
松本譽之（2006）Surveillance colonoscopy in Japan.第3回
日本炎症性腸疾患研究会, 12.2-3, 東京.
松本譽之（2006）－クローン病－内科治療. 第3回日本炎症
性腸疾患研究会市民公開講座, 12.3, 東京.
神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン内視

鏡について. 大阪厚生年金病院勉強会, 12.9, 大阪.
〈坂上

隆〉

神野良男, 坂上

隆, 松本譽之（2006）クローン病の小腸病

変. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.
神野良男, 坂上

gene. Int. J. Oncol.,28, 815-821.
■ 学会発表 ■
［一般講演］
Okada, M., Misawa, M., Kai, S., Nakajima, T., Nomura,
K., Ok i kawa, Y., S at a ke, A., It oi, H., Ta katsu ka,
H., Itsu ku ma, T., Nishioka, K., Fujimori, Y. a nd
Ogawa, H.（2006）Unrelated umbilica l cord blood
t ra nspla nt at ion usi ng T BI/F LAG cond it ion i ng
regimen for advanced hematological malignancies.
2006 BMT Ta ndem Meetings, 2.16-20, Honolulu,

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン内視

鏡について. 川西医師会勉強会, 6.8, 川西.
神野良男, 坂上

cells immortalized with the simian virus 40T antigen

隆, 松本譽之（2006）ダブルバルーン内視

鏡について. 大阪厚生年金病院勉強会, 12.9, 大阪.
〈廣田誠一〉

U.S.A.
岡田昌也, 中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井
久幸, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭, 甲斐俊朗, 藤盛好
啓, 原

宏（2006）当科における成人臍帯血移植後早

期のH H V-6感染の検討. 第28回日本造血細胞移植学会,
2.24-24, 東京.（第28回日本造血細胞移植学会総会プログ
ラム・抄録集, 172, 2006.）

廣田誠一（20 0 6）G I S Tにおける遺伝子異常. 第6回仙台
GISTカンファレンス, 2.4, 仙台.
廣田誠一（2 0 0 6）G I S Tにおける遺伝子異常. 第3回岩手
GIST研究会, 5.20, 盛岡.
廣田誠一（2 0 0 6）G I S T N ow! . 第21回C M 2（C l i n i c a l

藤盛好啓, 糸井久幸, 松井

聖, 筒井ひろ子, 岡村春樹, 中

西憲司（2006）急性移植片対宿主病（GV H D）における
IL-18の役割. 第71回日本インターフェロン・サイトカイン学
会学術集会, 7.7-8, 西宮.
日笠

聡, 常見

幸, 徳川多津子, 澤田暁宏, 丸茂幹雄, 角田

Molecular0biology and Chemotherapy Meeting）, 7.1,

ちぬよ, 藤盛好啓, 小川啓恭（2006）ＦＫ506のHUVEC

東京.

への作用 内皮障害マーカーとしてのEMP測定. 第29回日

〈福田能啓〉

本血栓止血学会, 11.17, 栃木.

福田能啓（2006）腸内環境からみたクローン病の治療方針.
第13回富山県IBD研究会, 7.22, 富山.
福田能啓, 富田寿彦, 堀

和敏, 荒木一恵, 三野幸治（2006）

プロバイオティクス・麹はNUD患者の臨床症状を改善させ

■ その他 ■
大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 五熊丈義, 岡田昌也, 高塚
広行, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）臍帯血造血前駆細胞
の体外増幅. 第14回近畿臍帯血幹細胞移植研究会, 5.13,
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大阪.

M ish i ma, M., K awa se, I., S oma, T. a nd Og awa,

兼任教員

H.（2006）Different kinetics of WT1 and PML-RARα

■ 著書 ■

gene expression levels during remission induction

〈甲斐俊朗〉

therapy with all-trans retinoic acid alone in acute

甲斐俊朗, 三澤眞人（2006）臍帯血移植. 臍帯血移植,（原
宏

編著）, 新興医学出版社, 東京, 100-109.

Kai, S.（2006）Banco de sangre del cordon umbilical y

promyelocytic leukaemia. Int. J. Hematol., 84, 468-470.
Takatsuka, H., Nakajima, T., Nomura, K., Wakae, T., Toda,
A., Itoi, H., Okada, M., Misawa, M. and Hara, H.（2006）

transplante de sangre del cordon umbilical en Japon.

Heparin cofactor II as a predictor of thrombotic

In:Fisiologia Celular de las C lulas Madre,（Morales,O.

microangiopathy after bone marrow transplantation.

M. ed.）, UCIMED, San Jose, 84-88.
■ 学術論文 ■
［総説］
〈小川啓恭・岡田昌也・高塚広行〉
池亀和博, 小川啓恭（2006）血縁者間HLA半合致ミニ移植.
臨床血液, 47, 589-598.
［原著］
〈小川啓恭・岡田昌也・高塚広行〉

Hematology, 11, 101-103.
〈甲斐俊朗〉
Kokubunji, A., Natsuaki, M., Kano, K., Kai, S., Hara,
H., Nishio, H. and Sato, S.（2006）Antigenicity and
irritancy tests of leukocyte- reduction filters using
animal models. Kobe J. Med. Sci., 52, 17-26.
Misawa, M., Kai, S., Okada, M., Nakajima, T., Nomura, K.,
Wakae, T., Toda, A., Itoi, H., Takatsuka, H., Itsukuma,

Misawa, M., Kai, S., Okada, M., Nakajima, T., Nomura, K.,

T., Nishioka, K., Fujimori, Y., Ogawa, H. and Hara,

Wakae, T., Toda, A., Itoi, H., Takatsuka, H., Itsukuma,

H.（2006）Reduced-intensity conditioning followed

T., Nishioka, K., Fujimori, Y., Ogawa, H. and Hara,

by unrelated umbilical cord blood transplantation

H.（2006）Reduced-intensity conditioning followed

for adva nced hematolog ic ma l ig n a ncies: rapid

by unrelated umbilical cord blood transplantation

engraftment in bone marrow. Int. J. Hematol., 83,

for adva nced hematolog ic ma l ig na ncies: rapid

74-79.

engraftment in bone marrow. Int. J. Hematol., 83,
74-79.
Ikegame, K., Kaida, K., Fujioka, T., Kawakami, M., Hasei,

■ 学会発表 ■
［指定講演］
〈甲斐俊朗〉

H., Inoue, T., Taniguchi, Y., Yoshihara, S., Hayashi,

甲斐俊朗（2006）造血幹細胞移植−ミニ移植と臍帯血移植

S., Ku r at a, Y. a nd Og awa, H.（ 20 0 6）Id iopat h ic

−.（教育講演）第54回日本輸血・細胞治療学会総会, 6.11,

thrombocytopenic purpura after influenza vaccination

大阪.

in a bone marrow transplantation recipient. Bone

［シンポジウム等］

Marrow Transplant., 38, 323-324.

〈小川啓恭・岡田昌也・高塚広行〉

Takatsuka, H., Nakajima, T., Nomura, K., Okikawa, Y.,

吉原

哲, 玉置広哉, 池亀和博, 川上

学, 藤岡龍哉, 谷口

Wakae, T., Toda, A., Itoi, H., Okada, M., Misawa, M.,

裕紀, 海田勝仁, 長谷井仁美, 井上貴之, 村上雅樹, 升田

Hara, H. and Ogawa, H.（2006）Changes of clotting

知機, 金

factors（7, 9 and 10）and hepatocyte growth factor in

タリングによる同種移植後髄外再発の早期診断.（ワーク

patients with thrombotic microangiopathy after bone

ショップ）第28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東

marrow transplantation. Clin. Transplant., 20, 640-

京.（第28回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録

643.
Ogawa, H., Ikegame, K., Yoshihara, S., K awa ka m i,

義浩, 相馬俊裕, 小川啓恭（2006）WT1モニ

集, 149, 2006.）
今戸健人, 岩崎

剛, 黒岩孝則, 北野幸恵, 佐野

統, 藤元

M., Fujioka, T., Masuda, T., Taniguchi, Y., Hasei,

治朗, 原

H., Kaida, K., Inoue, T., K i m, E.H. a nd K awase,

子）は慢性GVHDを抑制する.（シンポジウム）第71回イン

I.（2006）Unmanipulated HLA 2-3 antigen-mismatched

ターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.8, 西宮（兵庫

（haploidentica l）stem cell tra nspla ntation using

医科大学）（第71回インターフェロン
.
・サイトカイン学会学

nonmyeloablative conditioning. Biol. Blood Marrow
Transplant., 12, 1073-1084.

宏, 小川啓恭（2006）HGF（肝細胞増殖因

術集会抄録集, 98, 2006.）
今戸健人, 岩崎

剛, 黒岩孝則, 北野幸恵, 佐野

統, 小

Tatekawa, T., Ogawa, H., K awa ka m i, M., Oka, Y.,

川啓恭（2 0 0 6）腸管 G V H D 発症におけるT L R- 4の役

Yasukawa, K., Sugiyama, H., Kawase, I. and Soma,

割.（ワークショップ）第68回日本血液学会・第48回日本臨

T.（2006）A novel direct competitive repopulation

床血液学会合同総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1017,

assay for human hematopoietic stem cells using

2006.）

NOD/SCID mice. Cytotherapy, 8, 390-398.
Tamaki, H., Yamagami, T., Kawakami, M., Kim, E.H.,

〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2006）非血縁者間臍帯血移植の現況.（シンポジ
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ウム）平成17年度厚生労働科学研究ヒトゲノム･再生医療
研究事業, 6研究班合同公開シンポジウム, 1.28, 東京.
甲斐俊朗, 三澤眞人, 高橋隆幸, 小阪嘉之, 大塚欣敏, 村
山

徹, 原

宏（2006）悪性疾患に対する臍帯血ミニ

血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細
胞移植学会総会プログラム・抄録集, 233, 2006.）
長谷井仁美, 池亀和博, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 吉原
上

学, 海田勝仁, 金倉

哲, 川

譲, 小川啓恭（2006）授乳期の

移植の成績−兵庫さい帯血バンクからの報告−.（ワーク

末梢血幹細胞採取における母乳中G-CSF濃度の推移. 第

ショップ）第28回日本造血細胞移植学会, 2.24, 東京.

28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28

荒木延夫, 河村久美子, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
戸

壽, 甲斐俊朗（2006）Luminex法を用いたKIRリガン

ドであるH LA-Cの日本人遺伝子頻度.（ワークショップ）
第28回日本造血細胞移植学会, 2.24, 東京.

回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 191,
2006.）
野村香織, 中島利幸, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井久幸, 岡田昌
也, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭（2006）移植後心不全

甲斐俊朗（2006）G-C SF動員アフェレーシスドナーの安全

における血清ANP, BNP測定の有用性. 第28回日本造血

性.（シンポジウム）第13回日本輸血・細胞治療学会･秋季

細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細胞
移植学会総会プログラム・抄録集, 233, 2006.）

シンポジウム, 10.4, 札幌.

岡田昌也, 中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井

［一般講演］

久幸, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭, 甲斐俊朗, 藤盛好

〈小川啓恭・岡田昌也・高塚広行〉
Ikegame, K., Fujioka, T., Ta nig uchi, Y., Yoshihara,

啓, 原

宏（2006）当科における成人臍帯血移植後早

S., Kawa ka mi, M., Hasei, H., Kaida, K., Masuda,

期のHHV-6感染の検討. 第28回日本造血細胞移植学会総

T., Kim, E.H., Kanakura, Y. and Ogawa, H.（2006）

会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細胞移植学会総会プ

Un ma n ipu lated H L A 2-3 a nt igen- m ismatched
（h a p l o i d e n t i c a l）n o n m y e l o a b l a t i v e s t e m c e l l

ログラム・抄録集, 178, 2006.）
海田勝仁, 池亀和博, 長谷井仁美, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 吉

transplantation. 2006 BMT Tandem meetings, 2.16-20,

原

Honolulu, U.S.A.

浩, 升田知機, 村上雅樹, 尾路祐介, 岡

哲, 白方俊章, 川上

学, 西田純幸, 坪井昭博, 金
芳弘, 金倉

義
譲,

Kaida, K., I kega me, K., Fujioka, T., Ta nig uchi, Y.,

小川啓恭（2006）イトリゾールによる血縁者間H LA不適

Yoshihara, S., Kawakami, M., Hasei, H., Nishida, S.,

合造血幹細胞移植後の真菌感染症予防. 第28回日本造血

Masuda, T., Murakami, M., Kim, E.H., Tsuboi, A.,

細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血細胞

Oji, Y., Oka, Y., Shirakata, T., Ka nakura, Y. a nd
Ogawa, H.（2006）Serum levels of soluble interleukin-2

移植学会総会プログラム・抄録集, 172, 2006.）
吉原

哲, 藤岡龍哉, 川上

学, 池亀和博, 谷口裕紀, 長谷

receptor is a powerful marker of acute graft-versus

井仁美, 海田勝仁, 井上貴之, 小川啓恭（2006）同種骨髄

host disease after HLA-haploidentical bone marrow

移植後にCD56陽性クローンによる髄外再発, 骨髄再発を

transplantation. 2006 BMT Tandem meetings, 2.16-20,

来した急性骨髄性白血病（t（8;21））の一例. 第28回日本

Honolulu, U.S.A.

造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28回日本造血

Yoshihara, S., Tamaki, H., Ikegame, K., Kawakami,
M., Fujioka, T., Taniguchi, Y., Kaida, K., Hasei, H.,

細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 166, 2006.）
高塚広行, 中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井

Inoue, T., Mura ka mi, M., Masuda, T., K im, E.H.,

久幸, 岡田昌也, 三澤眞人, 小川啓恭（2006）移植後TMA

S oma, T. a nd Ogawa, H.（2006）Ea rly pred ict ion

に対するheparin-cofactorⅡの予測因子としての有用性.

of extramedullary relapse of leukemia following

第28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28

allogeneic stem cell transplantation using the WT1

回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 168,

transcript assay. 2006 BMT Tandem Meetings, 2.16-

2006.）
中島利幸, 野村香織, 佐竹敦志, 沖川佳子, 糸井久幸, 岡

20, Honoruru, U.S.A.
Okada, M., Misawa, M., Kai, S., Nakajima, T., Nomura,

田 昌也, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭（2006）移植後

K., Okikawa, Y., S at a ke, A., It oi, H., Ta katsu ka,

TM Aにおける第7, 9, 10凝固因子活性及びHGF値. 第

H., Itsu ku ma, T., Nishioka, K., Fujimori, Y. a nd

28回日本造血細胞移植学会総会, 2.24-25, 東京.（第28

Ogawa, H.（2006）Unrelated umbilica l cord blood

回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録集, 168,

t ra nspla nt at ion usi ng TBI/F LAG cond it ion i ng

2006.）

regimen for hematologic malignancies. 2006 BMT
Tandem Meetings, 2.16-20, Honoruru, U.S.A.
井上貴之, 海田勝仁, 池亀和博, 長谷井仁美, 藤岡龍哉, 谷

井上貴之, 海田勝仁, 中島利幸, 佐竹敦志, 沖川佳子, 徳川
多津子, 吉原

哲, 澤田暁宏, 糸井久幸, 丸茂幹雄, 藤岡龍

哉, 谷口裕紀, 岡田昌也, 高塚広行, 日笠

聡, 池亀和博,

学, 岡

芳弘, 西田純幸, 白方俊

小川啓恭（2006）2度のHLA半合致ミニ移植により分子学

日承, 金倉

譲, 小川啓恭（2006）移

的寛解に至った急性骨髄性白血病の一例. 第85回近畿血

植前処置におけるエンドキサン大量療法により重篤な心

液学地方会, 6.24, 神戸.（第85回近畿血液学地方会プログ

不全を合併した急性骨髄性白血病の一例. 第28回日本造

ラム・抄録集, 7, 2006.）

口裕紀, 吉原

哲,川上

章, 喜安純一, 崔
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常見
野

幸, 岩崎

剛, 今戸健人, 日笠

聡, 小川啓恭, 佐

Fujimura, Y.（2006）Infusions of fresh frozen plasma

統（2006）SLE患者, HIV患者におけるCD4+CD25+

to the patients with a high-risk group for hepatic

制御性T細胞. 第３4回日本臨床免疫学会総会, 10.2-3, 東

VOD associated with stem cell transplantation reduce

京.（日本臨床免疫学会会誌, 29, 247, 2006.）

its occurrence. The 48th a nnual meeting of the

中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 糸井久幸, 岡田

American Society of Hematology, 12.9-12, Orlando,

昌也, 池亀和博, 高塚広行, 小川啓恭, 三澤眞人, 廣田誠

U.S.A.（Blood, 108（ASH Annual Meeting Abstracts）,

一（2006）Imatinib投与中肺胞蛋白症を発症した慢性骨

433a, 2006.）

髄性白血病の1例. 第68回日本血液学会・第48回日本臨

Imado, T., Iwasaki, T., Kuroiwa, T., Kitano, S., Sano,

床血液学会合同総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47,1205,

H. a nd Og awa, H.（ 20 0 6）A s s o c i at io n of T L R- 4

2006.）

mutations in host and donor cells and the risk for

池亀和博, 海田勝仁, 藤岡龍哉, 川上
上貴之, 谷口裕紀, 吉原

哲, 金倉

真知子, 倉田義之, 高塚広行, 日笠

学, 長谷井仁美, 井

acute GVHD after allogeneic hematopoietic stem

譲, 林

悟, 押田

cell transplantation. The 48th annual meeting of the

聡, 岡田昌也, 小川

American Society of Hematology, 12.9-12, Orlando,

啓恭
（2006）インフルエンザワクチンにより誘発された骨

U.S.A.（Blood, 108（ASH Annual Meeting Abstracts）,

髄移植後の（特発性）血小板減少性紫斑病. 第68回日本

923a, 2006.）

血液学会・第48回日本臨床血液学会合同総会, 10.6-8, 福
岡.（臨床血液, 47, 1211, 2006.）

Asou, N., Kishimoto, Y., Kiyoi, H., Okada, M., Kawai, Y.,
Tsuzuki, M., Horikawa, K., Matsuda, M., Shinagawa,

糸井久幸, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 沖川

K., K ob ay a s h i, T., O ht a ke, S ., N i s h i mu r a, M.,

佳子, 谷口裕紀, 藤岡龍哉, 池亀和博, 岡田昌也, 高塚広

Takahashi, M., Yagasaki, F., Takeshita, A., Kimura,

行, 小川啓恭（2006）乳房原発non-Hodgkinリンパ腫の一

Y., Iwa naga, M., Naoe, T. a nd Oh no, R.（2006）

例. 第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同

A randomized study with or without intensified

総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1269, 2006.）

maintenance chemotherapy in patients with acute

佐竹敦志, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 谷口裕紀, 藤岡

promyelocytic leukemia who had become negative for

龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌也, 高塚広行, 小川啓恭

PML-RAR transcript after consolidation therapy: The

（2006）前処置にTBI＋BU＋CYを用いた非血縁者間骨髄

Japan Adult Leukemia Study Group（JALSG）APL97

移植. 第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合

Study. The 48th annual meeting of the American

同総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1243, 2006.）

Society of Hematology, 12.9-12, Orlando, U.S.A.（Blood,

大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）

108（ASH Annual Meeting Abstracts）, 569a, 2006.）

ヒト間葉系幹細胞との共培養によるヒト臍帯血由来巨核

Sakamaki, H., Fujisawa, S., Tobinai, K., Taniwaki, M.,

球系前駆細胞の体外増幅：NOD/S CI Dマウスでの検討.

Miyawaki, S., Jinnai, I., Utsunomiya, A., Tanimoto, M.,

第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同総会,

Morishima, Y., Okada, M., Miyazaki, Y., Uoshima, N.,

10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1078, 2006.）

Seriu, T. and Ohno, R.（2006）Dasatinib（SPRYCEL®,

日笠

聡, 常見

幸, 徳川多津子, 澤田暁宏, 丸茂幹雄, 角田

BM S-354825）Phase-I/I I st udy of pat ient s w it h

ちぬよ, 藤盛好啓, 小川啓恭（2006）FK506のHUVECへ

c h r o n i c mye l o id l eu ke m i a（C M L）r e s i st a nt or

の作用

intolerant to imatinib: Results of the CA180031 study

内皮障害マーカーとしてのEMP測定. 第29回日

本血栓止血学会, 11.17, 栃木.
澤田暁宏, 日笠

聡, 常見

in Japan（Phase I Portion）. The 48th annual meeting

幸, 徳川多津子, 角田ちぬよ, 丸

of the American Society of Hematology, 12.9-12,

茂幹雄, 岡田昌也, 小川啓恭（2006）特発性好酸球増多

Orlando, U.S.A.（Blood, 108（ASH Annual Meeting

症候群に合併した四肢末梢動脈閉塞症の1例. 第29回日本

Abstracts）, 287b, 2006.）

血栓止血学会, 11.18, 栃木.
末永浩一, 沖川佳子, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 徳

北野幸恵, 岩崎
野

剛, 今戸健人, 黒岩孝則, 小川啓恭, 佐

統（2006）腸管GV H D発症におけるTL R-4の役割.

川 多津子, 谷口裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 玉

第36回日本免疫学会総会・学術集会, 12.11-13, 大阪（大

置広哉, 岡田昌也, 小川啓恭（2006）R-CHOPにより抗

阪国際会議場）（日本免疫学会総会・学術集会記録,
.
36,

U1-R N P抗体が陰性化したMC T D合併非ホジキンリン

65, 2006.）

パ腫. 第86回近畿血液学会地方会, 11.18, 和歌山.（ 第
86回近畿血液学会地方会プログラム・抄録集, 250, 26,
2006.）
M at s u m ot o, M., K aw a, K., Ya g i, H., P a rk, Y.D.,
Ta k e s h i m a , Y., K o s a k a , Y., H a r a, H., K a i, S.,
Yamamoto, M., Kanemaru, A., Fukuhara, S., Hino,
M., Sako, M., Hiraoka, A., Ogawa, H., Hara, J. and

〈甲斐俊朗〉
荒木延夫, 河村久美子, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
戸

壽, 甲斐俊朗, 原

宏（2006）KIRリガンドHLA-C

の日本人遺伝子頻度とそのタイピングの重要性. 第4回日
本組織適合性学会近畿地方会, 2.4, 大阪.
下野珠実, 辻

培心, 池本純子, 甲斐俊朗（2006）臍帯血出

庫時の確認検査における検討. 第54回日本輸血学会総会,
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6.9-11, 大阪.（日本輸血学会雑誌, 52, 232, 2006.）
培心, 下野珠実, 村田理恵, 甲斐俊朗（2006）兵庫さい

辻

帯血バンクにおける2次元コード管理システム. 第54回日本
輸血学会総会, 6.9-11, 大阪.（日本輸血学会雑誌, 52, 232,

Japan cord blood bank network analysis. 48th annual
meeting of the American Society of Hematology, 12.912, Orlando, U.S.A.（Blood, 108（Suppl.）, 897a, 2006.）
Nagamura-Inoue, T., Kai, S., Takanashi, M., Kato, K.,
Isoyama, K., Kohsaki, M., Azuma, H., Taniguchi, S.,

2006.）
Kokubunji, A., Ikemoto, J., Murata, R., Otani, Y., Imoto,

Nakabayashi, M. and Kato, S.（2006）Unrelated cord

S. a nd Kai, S.（ 2006）Et hylene ox ide（E T O）a nd

blood transplantation for the patients with CML,a

transfusion-induced adverse reactions in a patient on

Japan cord blood bank network analysis. 48th annual

maintenance hemodialysis. 29 International Congress

meeting of the American Society of Hematology,

of the International Society of Blood Transfusion,

12.9-12, Orla ndo, U.S.A.（Blood, 108（Suppl.）,888-

th

9.2-7, Cap e Tow n, S out h A f r ic a.（Vox S a ng.,91,

889a,2006.）
■ その他 ■

228,2006.）
大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）
ヒト間葉系幹細胞との共培養によるヒト臍帯血由来巨核
球系前駆細胞の体外増幅：NOD/S CI Dマウスでの検討.
第68回日本血液学会, 10.6-8, 福岡.（臨床血液, 47, 1078,

〈小川啓恭・岡田昌也・高塚広行〉
岡田昌也（2006）白血病について. 塩野義製薬全社中継ビデ
オ講演会, 11.20.
小川啓恭（2006）H LA不適合移植. 第6回南兵庫臨床血液
セミナー, 3.10, 神戸.

2006.）
井上玲子, 奥田典子, 下野珠実, 村田理恵, 池本純子, 前田和
宏, 郡谷哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2006）IgM抗体の不
活性化により,反応が増強されたFy-b抗体について. 第50

小川啓恭（2006）日常診療における血液疾患および骨髄移
植の新展開. 第8回川西市臨床医学研究会, 4.1, 川西.
澤田暁宏, 常見

幸, 徳川多津子, 丸茂幹雄, 日笠

聡, 小川

回日本輸血学会近畿支部総会, 12.2, 大阪.（日本輸血学会

啓恭（2006）在宅自己注射治療の導入により凝固因子製

近畿支部総会プログラム, 17, 2006.）

剤使用量が著明に減少した血友病A インヒビターの1症

荒木延夫, 西村千恵, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三

例. 第2回関西血友病治療研究会, 4.1, 大阪.

宏（2006）兵庫さい帯血バンク

大倉伸彦, 藤盛好啓, 西岡啓介, 五熊丈義, 岡田昌也, 高塚

へのH LA検査の現状. 第50回日本輸血学会近畿支部総

広行, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2006）臍帯血造血前駆細胞

会, 12.2, 大阪.（日本輸血学会近畿支部総会プログラム,

の体外増幅. 第14回近畿臍帯血幹細胞移植研究会, 5.13,

戸

壽, 甲斐俊朗, 原

大阪.

22, 2006.）
荒木延夫, 西村千恵, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
戸

壽, 甲斐俊朗, 原

宏（2006）臍帯血移植のレシピ

エントHLA抗体の検出と臨床成績. 第50回日本輸血学会
近畿支部総会, 12.2, 大阪.（日本輸血学会近畿支部総会
プログラム, 23, 2006.）
池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 下野珠実, 村田理恵, 前田和

小川啓恭（2006）HLA不適合移植. 第27回京都造血幹細胞
移植研究会, 5.19, 京都.
小川啓恭（2006）H LA不適合移植. 第1回静岡造血幹細胞
移植研究会, 5.27, 静岡.
小川啓恭（2006）造血幹細胞移植の新展開－H LA不適合
graftの利用. 第57回兵庫県白血病懇話会, 6.3, 神戸.

宏, 郡谷哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗, 藤岡龍哉, 池亀和博,

加藤洋規, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 沖川

岡田昌也, 小川啓恭（2006）顆粒球採取についての現状

佳子, 谷口裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌

報告. 第50回日本輸血学会近畿支部総会, 12.2, 大阪.（日

也, 高塚広行, 小川啓恭（2006）著明な白血球増多で発症

本輸血学会近畿支部総会プログラム, 23, 2006.）

した急性前骨髄球性白血病症例. 第57回兵庫県白血病懇

M at s u m ot o, M., K aw a, K., Ya g i, H., P a rk, Y.D.,
Ta k e s h i m a , Y., K o s a k a , Y., H a r a, H., K a i, S.,
Yamamoto, M., Kanamaru, A., Fukuhara, S., Himo,

話会, 6.3, 神戸.
小川啓恭（2006）最近の血液疾患の診断と治療. 第24回武
庫川カンファレンス, 6.10, 西宮（兵庫医科大学）.

M., Sako, M., Hiraoka, A., Ogawa, H., Hara, J. and

澤田暁宏, 日笠

Fujimura, Y.（2006）Infusion of fresh frozen plasma to

茂幹雄, 厚井

the patients with a high-risk group for hepatic VOD

性関節症に対する整形外科的治療. 第2回阪神ヘモフィリ

associated with stem cell transplantation reduce its

ア研究会, 6.24, 兵庫.

occurrence. 48

th

annual meeting of the American

聡, 常見

幸, 徳川多津子, 角田ちぬよ, 丸

薫, 小川啓恭（2006）当院における血友病

岡田昌也（2006）臍帯血移植の現状と将来展望

当科にお

Society of Hematology, 12.9-12, Orlando, U.S.A.（Blood,

ける複数臍帯血移植. 多地点合同メディカル・カンファレン

108（Suppl.）, 433a, 2006.）

ス, 7.13, 大阪.

Isoya ma, K., Kato, K., Ta ka nashi, M., A zuma, H.,
Naga mura-I noue, T., Kai, S. a nd Kato, S.（2006）

小川啓恭（2006）HLA半合致移植. 第3回血液・免疫・腫瘍
フォーラム, 7.28, 高松.

Cord blood transplantation from unrelated donor for

岡田昌也, 中島利幸, 井上貴之, 野村香織, 佐竹敦志, 海田

treatment of childhood acute myeloid leukemia :A

勝仁, 沖川佳子, 糸井久幸, 高塚広行, 三澤眞人, 小川啓恭
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（2006）低悪性度B細胞リンパ腫に対するリツキシマブ, ク
ラドリビン併用療法. 第4回兵庫がん治療・細胞療法研究

ンクと臍帯血移植−. 兵庫県技師研修会, 12.16, 西宮（兵
庫医科大学）.

会, 9.2, 神戸.
澤田暁宏, 常見

幸, 徳川多津子, 丸茂幹雄, 日笠

聡, 小川

細胞・遺伝子治療部門

啓恭（2006）在宅自己注射治療の導入により凝固因子製
剤使用量が著明に減少した血友病A

インヒビターの1症

例. 第6回東海地区インヒビター症例検討会, 9.2, 名古屋.
小川啓恭（2006）HLA半合致移植. NPOつばさ法人フォー

［総説］
白川利朗, 後 藤章 暢（2 0 0 6）遺伝 子治療の現状と展 望 .

ラムin大阪, 9.30, 大阪.
徳川多津子, 沖川佳子, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 谷口
裕紀, 藤岡龍哉, 澤田暁宏, 糸井久幸, 丸茂幹雄, 池亀和
博, 玉置広哉, 岡田昌也, 日笠

■ 学術論文 ■

聡, 高塚広行, 小川啓恭

（2006）H I V感染症に合併した非ホジキンリンパ腫の1例.
第58回兵庫県白血病懇話会, 10.14, 神戸.

Urology View, 4, 71-75.
後藤章暢（2006）泌尿器科癌に対する遺伝子治療. 臨床泌
尿器科, 60, 265-271.
後藤章暢, 寺尾秀治（2006）泌尿器科疾患における漢方の
RCT. 漢方と最新治療, 15, 179-183.

小川啓恭（2006）HLA半合致移植. NPOつばさ法人 フォー
ラムin 岡山, 10.21, 岡山.

後藤章暢（2006）牛車腎気丸. 排尿障害プラクティス, 14,
181-186.

小川啓恭（2006）造血幹細胞移植. 市民公開講座, 11.1, 西宮
（兵庫医科大学）.

［原著］
Higuchi, M., Kudo, T., Suzuki, S., Evans, T.T., Sasaki,

小川啓恭（2006）造血幹細胞移植の“いま”と“これから”. 骨
髄移植・さい帯移植推進合同フォーラム, 11.21, 神戸.

R., Wada, Y., Shirakawa, T., Sawyer, J.R. and Gotoh,
A.（2006）Mitochondrial DNA determines androgen

小川啓恭（2006）HLA半合致移植. 学術講演会, 12.5, 倉敷.
岡田昌也（2006）ICD-O 白血病及びリンパ腫の改訂. 近畿
コーディング研究会, 12.19, 西宮（兵庫医科大学）.

dependence in prostate cancer cell lines. Oncogene,
25, 1437-1445.
Shirakawa, T., Acharya, B., Kinoshita, S., Kumagai,

〈甲斐俊朗〉

S., Gotoh, A. and Kawabata, M.（2006）Decreased

甲斐俊朗（2006）複数臍帯血同時移植法の確立に関する研

susceptibility to fluoroquinolones and gyrA gene

究（臨床第II相試験）. 厚生労働科学研究費補助金（ヒト

mutation in the Salmonella enterica serovar Typhi and

ゲノム･再生医療等研究事業）
「臍帯血を用いる造血幹細

Paratyphi A isolated in Katmandu, Nepal, in 2003.

胞移植技術の高度化と安全性確保に関する研究」班

Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 54, 299-303.

平

成17年度第2回班会議, 1.27, 東京.
甲斐俊朗（2006）複数臍帯血移植. 第7回造血幹細胞移植
勉強会, 2.2, 福岡.
甲斐俊朗（2006）日本さい帯血バンクネットワークよりの報
告. 臍帯血バンク採取従事者･ボランティア合同研修会,
2.10, 神戸.
甲斐俊朗（2006）さい帯血バンクと臍帯血移植−兵庫さい
帯血バンクの現況−. ロータリークラブ例会卓話, 2.13, 神戸
（神戸ポートピアホテル）.
甲斐俊朗（2006）兵庫さい帯血バンク活動状況と移植成績.
骨髄移植・さい帯血移植推進合同フォーラム, 2.21, 兵庫
（兵庫県農業共済会館）.
甲斐俊朗（2006）成人臍帯血移植. 第20回福井造血幹細胞
移植研究会, 3.8, 福井.
甲斐俊朗（2 0 0 6）さい帯血バンクの現状と課題 , 移植成
績（
. 基調講 演）骨髄バンク・さい帯血バンク合同公 開
フォーラム 空想的近未来2009年春, 3.12, 東京（日本赤十
字社）.
甲斐俊朗（2006）造血幹細胞移植. 日本輸血学会認定技師
研修会, 7.1-2, 西宮（兵庫医科大学）.
甲斐俊朗（2006）複数臍帯血移植.（特別講演）第2回北海
道血液内科学フォーラム学術講演会, 10.13, 札幌.
甲斐俊朗（2006）多様化する造血幹細胞移植−さい帯血バ

Shigemura, K., Shirakawa, T., Tanaka, K., Arakawa, S.,
Gotoh, A. and Fujisawa, M.（2006）Rapid detection
of the fluoroquinolone resistance-associated ParC
mutation in Neisseria gonorrhoeae using TaqMan
probes. Int. J. Urol., 13, 277-281.
Takata, T., Shirakawa, T., Kawasaki, Y., Kinoshita,
S., Gotoh, A., Ka no, Y. a nd Kawabata, M.（2006）
G enetica lly eng ineered Bif idobacterium a nima ls
expressing the Salmonella f lagellin gene for the
mucosal immunization in a mouse model. J. Gene
Med., 8, 1341-1346.
Hamada, K., Shirakawa, T., Gotoh, A., Roth, J.A. and
Follen, M.（2006）Adenovirus-mediated transfer of
human papillomavirus 16 E6/E7 antisense RNA and
induction of apoptosis in cervical cancer. Gynecol.
Oncol., 103, 820-830.
Okada, H., Shirakawa, T., Gotoh, A., Kamiyama, Y.,
Muto, S., Ide, H., Hamaguchi, Y. and Horie, S.（2006）
Enumeration of bacterial cell numbers and detection
of sig nifica nt bacteriuria by use of a new f low
cytometry-based device. J. Clin. Microbiol., 44, 35963599.
Kubo, S., Seleme, M.C., Soifer, H.S., Perez, J.L., Moran,
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J.V., K a za z ia n, H.H. a nd K a sa ha ra, N.（ 2006）L1

M. and Gotoh, A.（2006）Improvement of Quality of

retrotransposition in nondividing and primary human

life of patients with metastatic or local recurrent

somatic cells. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 103, 8036-

prostate cancer after Phase I/II clinical trial of

8041.

Ad-O C-TK plus Va lacyclov ir. The 12t h A n nua l

Hinata, N., Shirakawa, T., Terao, S., Goda, K., Tanaka, K.,
Yamada, Y., Hara, I., Kamidono, S., Fujisawa, M. and
Gotoh, A.（2006）Progress report on phase I/II clinical

Meeting of the Japan Society of Gene Therapy, 8.2426, Tokyo.（Abstracts, 80, 2006.）
寺尾秀治, 白川利朗, 日向信行, 谷口尚範, 杉村和朗, 武

trial of Ad-OC-TK plus VAL therapy for metastatic or

中

篤, 原

locally recurrent prostate cancer: initial experience at

田

盛, 守殿貞夫, 後藤章暢, 藤澤正人（2006）Ad-OC-

Kobe University. Int. J. Urol., 13, 834-837.

T K / VA L遺伝子治療臨床試験における肝機能障害に

Miyata, M., Shirakawa, T., Acharya, B., Terao, S. and
Gotoh, A.（2006）Effects of nafamostat mesilate on
ADP-induced platelet aggregation and disaggregation
in hemodialysis patients. ASAIO J., 52, 272-275.
■ 学会発表 ■
［一般講演］
Kubo, S., Kataoka, M., Tateno, C., Palmer, D.J., Ng,
P., Yoshizato, K. and Kasahara, N.（2006）In vivo

勲, 岡田

弘, 荒川創一, 松尾雅文, 前

対する検討. 第44回日本癌治療学会総会, 10.18-20, 東
京.（日本癌治療学会誌, 41, 717, 2006.）
寺尾秀治, 白川利朗, 久保秀司, 田沢周作, 富永英之, 千田
道雄, 武中

篤, 藤澤正人, 後藤章暢（2006）PETを用い

たAd-OC-TK/VAL遺伝子治療評価方法の有用性. 第65
回日本癌学会総会, 9.28-30, 横浜.（日本癌学会65回総会
記事, 506-507, 2006.）
寺尾秀治, 白川利朗, 日向信行, 和田義孝, 宮田賢宏, 久保

st able t ra nsduct ion of hu ma n i zed l iver t is sue

秀司, 田中一志, 武中

in chimeric mice via high-capacity adenovirus-

弘, 藤澤正人, 後藤章暢（2006）内分泌療法抵抗性前立

lentivirus hybrid vector. American Society of Gene

腺癌に対するAd-OC-TK plus Valacyclovir遺伝子治療

Therapy 9th Annual Meeting, 5.31-6.4, Baltimore,

臨床研究におけるquality of lifeの評価. 第58回日本泌尿

U.S.A.（Molecular Therapy, 13（Suppl.1）, S6, 2006.）

器科学会西日本総会, 11.2-4, 長崎.（西日本泌尿器科, 68

K u b o, S ., H a g a , K . a n d K a s a h a r a , N （
. 2 0 0 6）

篤, 荒川創一, 原

勲, 岡田

（増刊）, 159, 2006.）

Enha ncement of tra nsduct ion wit h replicat ion-

■ その他 ■

competent retrovirus vectors using helper-dependent

後藤章暢（20 06）前立腺肥大症に伴う排尿障害について.

adenovirus. The 12th Annual Meeting of the Japan
Society of Gene Therapy, 8.24-26, Tokyo.（Abstracts,
34, 2006.）
K u b o, S ., H a g a , K . a n d K a s a h a r a , N （
. 2 0 0 6）
Enhancement of tumor transduction with replicationcompetent retrovirus vectors using helper-dependent
adenovirus. 2006 International Society of Cell and
Gene Therapy of Cancer Japan Conference, 10.13-15,
千葉.（Program Abstracts, 101, 2006.）
寺尾秀治, 白川利朗, 合田上政, 濱田雄行, 田川雅敏, 後藤
章暢, 藤澤正人（2006）ヒト膀胱癌細胞に対するミドカイ
ンプロモーターを組み込んだ増殖制限型アデノウイルスベ
クター（A D-M K-E1a）の有用性の検討. 第94回日本泌尿
器科学会総会, 4.12-15, 福岡.（日本泌尿器科学会雑誌, 97,
513, 2006.）
Terao, S., Shirakawa, T., Takahashi, Y., Miyata, M., Kubo,
S., Fujisawa, M. and Gotoh, A.（2006）Therapeutic

明石市医師会学術講演会, 2.23, 明石.
後藤章暢（2006）遺伝子治療の臨床応用について. 第1回阪
神運動器先端医学セミナー, 2.6, 西宮.
後藤章暢（2006）これからの先端医療について. 北九州市泌
尿器科医会研修会, 3.20, 北九州.
後藤章暢（2006）排尿障害治療薬について. 第一製薬平成
18年度上半期支店研究会, 4.6, 神戸.
後藤章暢（2006）がん治療最前線. おの泌尿器科クリニック
セミナー, 5.28, 大阪.
後藤章暢（2006）排尿障害の診断と治療. 姫路内科医会学
術講演会, 6.3, 姫路.
後藤章暢（2006）前立腺肥大症に伴う排尿障害について. 篠
山市医師会日医生涯教育講座, 7.13, 篠山.
後藤章暢（2006）泌尿器科領域における牛車腎気丸の有用
性. 信州泌尿器科漢方学術講演会, 8.11, 松本.
後藤章暢（2006）産学官連携医療への取り組み. 第18回産
業医学推進研究会全国大会, 10.28, 東京.

efficacy of midkine promoter-based replication-

Gotoh, A.（2006）How was molecular based therapy

selective adenovirus vector to target the midkine-

developed a nd approved i n Japa n. Fi r st X i’a n

e x pre s s i ng hu m a n bl a dde r c a nc e r c e l l s. T he

International Forum, 10.21, Xi’an, China.

International Urological Conference of Taiwan The
16th Annual Meeting, 8.19-20, Taipei, Taiwan.（The

神経再生研究部門

I nternationa l Urolog ica l Conference of Ta iwa n,
CD-ROM, J5, 2006.）
Terao, S., Shirakawa, T., Miyata, M., Kubo, S., Fujisawa,

■ 学術論文 ■
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［原著］
Takano, K., Kitao, Y., Inagi, R., Momoi, T., Matsuyama,
T., Miyata, T., Yoneda, Y., Iso, H., Stern, D. M., Hori,
O. and Ogawa, S.（2006）A rat model of human FENIB
（familial encephalopathy with neuroserpin inclusion
bodies）. Biochem. Biophys. Res. Commun., 346, 10401047.
■ 学会発表 ■
［指定講演］
松山知弘（2006）脳卒中治療への道－導かれし分子たち－,
神経よ目覚めなさい.（特別講演）第31回脳循環・脈管セミ
ナー, 10.21, 神戸.
［シンポジウム等］
松山知弘（2006）障害誘導性神経幹細胞の分離培養.（ワー
クショップ）第8回OR IG I N神経科学研究会夏のワーク
ショップ, 9.1, 松山.
斉野織恵, 中込隆之, 稲垣

忍, 松山知弘（2006）脳梗塞に

対する成体神経幹細胞移植の効果.（ワークショップ）第8
回ORIGIN神経科学研究会夏のワークショップ, 9.1, 松山.
松山知弘（2006）マウスの脳卒中（血管再生による脳血管
障害治療法）の基礎的検討.（シンポジウム）第2回革新脳
科学C OE・金沢大学十全医学会合同国内シンポジウム,
9.22, 金沢.
［一般講演］
宇野久一, 中込隆之, 斉野織恵, 藤川昌敏, 松山知弘（2006）
マウス一過性脳虚血モデルにおけるエダラボンの効果. 第
4回フリーラジカルと脳疾患西日本研究会学術集会, 11.3,
吹田.
斉野織恵, 中込隆之, 藤川昌敏, 田口明彦, 稲垣

忍, 松山

知弘（2006）マウス脳梗塞巣由来神経幹細胞の単離. 第
18回日本脳循環代謝学会総会, 11.10-11, 東京.
■ その他 ■
松山知弘（2006）脳卒中治療への道－導かれし分子たち－.
第3回神経同門会, 1. 21, 西宮.
松山知弘, 田口明彦（2006）脳卒中, 脳血管性痴呆症に対す
る再生医療技術を用いた治療法の開発に関する研究. 平
成17年度循環器病研究委託費研究報告会, 2.14, 吹田.
松山知弘（2006）脳卒中の再生医療. 大阪大学医学部保健
学科講義, 6.7, 吹田.
中込隆之, 松山知弘（2006）マウス脳梗塞巣由来神経幹細
胞の単離. 平成16年度循環器病研究委託費第1回班会議,
7.5, 吹田.
松山知弘（2006）脳血管障害に対する血管再生療法.（ラン
チョンセミナー）第29回日本神経科学大会, 7.19, 京都.
松山知弘（20 0 6）脳血管障害に対する新しい治療法の確
立に向けて. 兵庫医科大学医学会学術講演会, 9.29, 西宮
（兵庫医科大学）.
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兵庫医科大学篠山病院

Conference, 4.15, 神戸.
楊

鴻生（2006）骨折予防の観点に基づく最新の骨粗鬆症
治療方針.（指定講演）骨関節ファーラム函館, 7.22, 函館.

診療部

楊

（整形外科）

楊

鴻生（2006）骨折予防の観点に基づく最新の骨粗鬆症
治療方針.（指定講演）骨関節ファーラム札幌, 7.22, 札幌.

■ 学術論文 ■

鴻生（2006）骨粗鬆症

楊

鴻生（2006）骨粗鬆症

［総説］
楊

鴻生（2005）骨粗鬆症の診断

骨粗鬆症の診療における

西.
楊

鴻生（2006）変形性膝関節症の保存療法と手術へのタ

鴻生（2006）骨粗鬆症 日本のプライマリケア, 良くある

イミング（指定講演）
.
骨関節フォーラム神戸会場, 4.15, 神

健康問題100. 綜合臨牀, 55（増刊）, 850-857.
楊

鴻生（2006）脊椎破裂骨折. 骨粗鬆症治療, 5, 318-320.

楊

鴻生（2006）脊椎カリエス. 骨粗鬆症治療, 5, 166-167.

楊

戸.
楊

鴻生（2006）骨粗鬆症治療役における服薬コンプライ
アンスについて.（指定講演）第一回阪神骨粗鬆症フォーラ

鴻生（2006）整形外科と腰痛. 産婦人科治療, 92, 122-

ム, 9.30, 西宮.
楊

125.
楊

鴻生（2006）QOL向上を目指した骨粗鬆症治療.（指定

鴻生（2006）易骨折性とリスクファクター対策. 日本臨

講演）愛媛県骨粗鬆症学術講演会, 12.8, 松山.
楊

牀, 64, 1605-1609.
楊

鴻生（20 0 6）骨粗鬆症における最近の話題.（指定講

鴻生（2006）造骨性転移性脊椎腫瘍. 骨粗鬆症治療, 5,

演）兵庫県保険医協会薬科部研究会, 2.18, 神戸（フコク

246-247.

生命海岸通ビル）.

楊

鴻生（2006）シュモール結節. 骨粗鬆症治療, 5, 68-69.

楊

鴻生（2006）骨粗鬆症Q&A, ビスフォスフォネート製剤
は骨粗鬆症以外にどのような疾患に効果があるのでしょ

楊

鴻生（2006）QOLを考えた骨粗鬆症治療.（指定講演）
松江医師会学術講演会, 9.14, 松江.

楊

鴻生（2006）新しい骨粗鬆症の診断と治療－患者様に

うか？. 骨粗鬆症治療, 5, 78-80.
楊

応じた薬剤の使い分け.（指定講演）芦屋市医師会学術講

鴻生（2006）骨粗鬆症. 綜合臨牀, 55, 850-857.

［原著］
楊

鴻生, 松田泰彦, 足立

日常の診療における診断と治

療のポイント.（指定講演）川西市医師会講演会, 3.18, 川

鑑別診断とその手順. Modern Physician, 25, 1353-1357.
楊

日常の診療における診断と治

療のポイント.（指定講演）相生医師会講演会, 4.27, 相生.

演会, 9.22, 芦屋.
楊

克,

天瑞（2006）変形性膝

関節症における膝関節内注射によるQOL評価. 臨床リウ
マチ, 18, 175-180.

鴻生（20 06）骨粗鬆症の薬物療法における最近の話
題.（指定講演）第22回兵庫県薬剤師会摂丹支部兵庫県
病院薬剤師会摂丹支部共催研修会, 8.17, 丹波.

［シンポジウム等］

Takata, S., Hashimoto, J., Nakatsuka, K., Yoshimura,

Yoh, K.（ 2006）How to prevent t he femora l neck

N., Yoh, K., Ohno, I., Yabe, H., Abe, S., Fukunaga,

fracture in Japan.（Symposium）4th ICBMR-2006, 4.8-

M., Terada, M., Zamma, M., Ralston, S., Morii, H.

13, Kunming, China.

and Yoshikawa, H.（2006）Guidelines for diagnosis

楊

鴻生（2006）運動器の10年骨粗鬆症診療の現状と展

and management of Paget’s disease of bone in Japan.

望.（指定シンポジスト）第79回日本整形外科学会総会,

J.Bone Miner. Metab., 24, 359-367.

5.18-21, 横浜.

■ 学会発表 ■

楊

鴻生（2006）骨粗鬆症治療薬による大腿骨頚部骨折の

［指定講演］

予防.（指定シンポジスト）第106回中部日本整形災害外科
学会, 4.7, 大阪.

Yoh, K.（2006）Assessing and promoting quality of life
in Japan.（Workshop）3rd IOF Asia-Pacific Regional
Conference on Osteoporosis and 16th Annual Meeting
of the Australian & New Zealand Bone & Mineral
Society, 10.22-26, Port Douglas, Australia.
楊

鴻生（2006）骨粗鬆症の診断と薬物療法の実際.（指定
講演）骨関節フォーラム仙台, 11.18, 仙台.

楊

鴻生（2006）膝関節疾患の機能評価と治療.（ランチョン
セミナー）第21回日本臨床リウマチ学会, 11.22, 東京.

楊

鴻生（2006）最近の骨粗鬆症の知見.（指定講演）第96
回鈴鹿医師会講演会, 8.23, 鈴鹿.

楊

鴻生（2006）骨粗鬆症治療の効果判定, 疼痛, A DL
及び Q O L 評 価の 必 要 性 （
. 指 定 講 演）E v i s t a W e b

［一般講演］
楊

鴻生（2006）超音波による骨粗鬆症の診断と治療. 第5
回運動器内科研究会, 8.27, 大阪.

横井英之, 吉矢晋一, 松本

学, 山際得益, 楊

鴻生（2006）

骨粗鬆症に関する臨床的検討. 第26回日本骨形態計測
学会, 7.27-29, 新潟.（日本骨形態計測学会雑誌, 16, S96,
2006.）
三村寛一, 阿部恵子, 三村達也, 山本威久, 楊

鴻生（2006）

超音波方による小中学生における3年間の骨密度変化. 第
8回骨粗鬆症学会, 10.12-14, 東京.
田中

清, 姫野雅子, 楊

鴻生（2006）多変量解析による

JOQOLの基礎検討. 第8回骨粗鬆症学会, 10.12-14, 東京.
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Bejrachandra, P. and

Yoh, K.（2006） Correration of

trabecular bone density from QUS at calcaneus by

［原著］
野添匡史, 間瀬教史, 福井みどり, 岡前暁生, 眞渕

敏, 田

DM-US 100 and CM100 to bone mineral density from

中章太郎（2006）体幹前傾姿勢における肺気量位の変化.

DXA at lumbar spines. The 17th International Bone

日本私立医科大学理学療法学会誌, 23, 7-10.
■ 学会発表 ■

Densitometry Workshop, 11.5-9, Kyoto.
Bejrachandra, P. and Yoh, K.（2006）Sensitivity and
specificity by QUS debvices at peripheral regions

［一般講演］
村上茂史, 永井絵里, 間瀬教史, 田中章太郎（2006）長期的

th

に動作能力の改善が認められた中心性頸髄損傷の1症例.

International Bone Densitometry Workshop, 11.5-9,

平成17年度兵庫県理学療法士会北播磨・丹波ブロック新

d e f i n e d b y DX A a t l u m b a r s p i n e s . T h e 17

人発表会, 1.28, 加西.（新人発表会抄録集, 1, 2006.）

Kyoto.
Bejrachandra, P. and Yoh, K.（2006）Evaluation of cortical

山本健太, 野添匡史, 間瀬教史, 田中章太郎（2006）運動中

and trabecular bone density by QUS for osteoporotic

のFlow-Volume Loopによる換気制限の評価を行った慢

patients. 第26回日本骨形態計測学会, 7.27-29, 新潟.

性気管支炎の1症例. 平成17年度兵庫県理学療法士会北

■ その他 ■

播磨・丹波ブロック新人発表会, 1.28, 加西.（新人発表会

楊

抄録集, 5, 2006.）

鴻生（2005）痛み対策は骨粗鬆症患者のQOL改善に

太田佳織, 竹村柾俊, 間瀬教史, 田中章太郎（2006）低栄養

不可欠. 日経CME, 10月号.
鴻生（2005）既存椎体骨折の重傷度と新規に発生する

のため人工呼吸器からのウィーニングに難渋した難治性

椎体及び非椎体骨折のリスク：MO R E試験の結果から

肺炎の1症例. 平成17年度兵庫県理学療法士会北播磨・

Summary report from BONE. Excerpta Medica, １-４.

丹波ブロック新人発表会, 1.28, 加西.（新人発表会抄録集,

楊

楊

鴻生（2005）骨粗鬆症治療の効果をQOLで評価する.

14, 2006.）
岡田

整形爛漫, 8, 8-9.

誠, 岡前暁生, 間瀬教史, 田中章太郎（2006）イレウ

鴻生（2006）骨粗鬆症の診断と治療, 日本と欧米の違

ス緊急手術後に下側肺障害を呈した1症例. 平成17年度

い.（指定講演）関西乳癌若手勉強会, 3.24, 尼崎（関西労

兵庫県理学療法士会北播磨・丹波ブロック新人発表会,

楊

1.28, 加西.（新人発表会抄録集, 18, 2006.）

災病院）.
楊

鴻生（2006）Q OLを高めるための骨粗鬆症治療の実
鴻生（2006）骨粗鬆症の新しい治療.（指定講演）沖縄
鴻生（2006）アレンドロネート週一回錠について.（指定

野添匡史, 間瀬教史, 岡前暁生, 山本健太, 田中章太郎
（2006）慢性閉塞性肺疾患患者における運動時換気制限

講演）第五回骨カルシウム関節の会, 12.2, 神戸.
楊

量位と呼吸運動の変化. 第41回日本理学療法学術大会,
5.26, 前橋.（理学療法学, 36（Suppl. 2）, 260, 2006.）

骨粗鬆症懇話会, 6.16, 沖縄.
楊

敏, 田

中章太郎, 道免和久（2006）体幹前傾姿勢における肺気

際.（指定講演）第3回山梨骨粗鬆症座談会, 2.17, 山梨.
楊

野添匡史, 間瀬教史, 福井みどり, 岡前暁生, 眞渕

と動的肺過膨張－フローボリュームループを用いて－. 第

鴻生（2006）長期透析の合併症. きぼう, 93, 11-13.

19回兵庫県理学療法士学会, 7.2, たつの市.（第19回兵庫

（麻酔科）

県理学療法士学会抄録集, 17, 2006.）
山本健太, 野添匡史, 間瀬教史, 田中章太郎（2006）運動
中のFlow-Volume Loopによる換気制限の評価を行った

■ 学会発表 ■

慢性気管支炎の一症例. 第19回兵庫県理学療法士学会,

［一般講演］
今井啓登, 和泉良平（2006）ネオスチグミン投与後に洞停止
に陥った心室頻拍症の1例. 第53回日本麻酔科学会, 6.1-3,

7.2, たつの市.（第19回兵庫県理学療法士学会抄録集, 18,
2006.）
野添匡史, 間瀬教史, 福井みどり, 岡前暁生, 山本健太, 眞

神戸.（日本麻酔科学会誌, 20, 293, 2006.）

渕

敏（2006）体幹前傾姿勢による肺気量位と呼吸運動

の変化

医療技術部門

山本健太, 間瀬教史, 野添匡史, 岡前暁生（2006）慢性呼吸

（リハビリテーション室）

器疾患の重症例における歩行中の換気制限について. 第
46回近畿理学療法学術大会, 11.26, 奈良.（第46回近畿理
学療法学術大会抄録集, 52, 2006.）

■ 学術論文 ■

■ その他 ■

［総説］
野 添 匡 史 , 間 瀬 教 史 , 永井 絵 里 , 笹 沼 里味 , 眞 渕

敏

（2006）運動療法中の換気補助目的にN PPVを用いて奏
功した慢性閉塞性肺疾患患者. 理学療法ジャーナル, 40,
289‐293.

健常人での変化. 第16回日本呼吸管理学会, 7.29,

札幌.（日本呼吸管理学会誌, 16, 206, 2006.）

福岡達之（2006）正常嚥下の理解. ふれあいの郷 もくせい
嚥下講習会, 1.26, 丹波.
福岡達之（2006）摂食嚥下障害と食事介助. 山路園嚥下講
習会, 7.20, 丹波.
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山下妙子（2006）排泄動作と道具の工夫－そのオムツはず
しませんか. 兵庫医科大学篠山キャンパス公開健康教室,
2.27, 篠山.
杉田由美（2006）摂食嚥下障害－危険サインに気づくため
に. 篠山健康福祉事務所神経難病者交流会, 3.8, 篠山.

（検査室）
■ その他 ■
中田直行（2006）日常臨床で疑問に感じた人工弁の症例. 第
10回阪神心エコー図カンファレンス, 7.15, 西宮（兵庫医科
大学）.

（薬剤室）
■ その他 ■
鈴木

寛（2006）癌性疼痛に対する薬剤についてその1. 看

護職員研修, 10.3, 篠山（兵庫医科大学篠山病院）.
鈴木

寛（2006）癌性疼痛に対する薬剤についてその2. 看

護職員研修, 10.18, 篠山（兵庫医科大学篠山病院）.
鈴木

寛（2006）知っておきたいお薬のこと. 兵庫医科大学

篠山キャンパス公開健康教室, 11.27, 篠山（兵庫医科大学
篠山病院）.

兵庫医大業績録（2006）

兵庫医科大学附属看護専門学校
教育部門
■ 学会発表 ■
［一般講演］
末廣 謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 垣下榮三（2006）メタボリッ
クシンドロームにおける可溶性トロンボモデュリン値の変
動. 第48回日本臨床血液学会総会, 10.6-8, 福岡.（臨床血
液, 47, 1235, 2006.）
末廣 謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 垣下榮三（2006）メタボリッ
クシンドロームにおける血管障害進展におよぼす精神的ス
トレスの影響. 第29回日本血栓止血学会学術集会, 11.1618, 宇都宮.（日本血栓止血学会誌, 17, 592, 2006.）
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Biophys J
Bird Conservation International
Blood

1.522
4.757
0.452
10.370

主題分野および分野別順位
Otorhinolaryngology 21/30
Substance Abuse 4/8
Substance Abuse 3/8
Gastroenterology & Hepatology 14/48
Pharmacology & Pharmacy 47/199
Cardiac & Cardiovascular Systems 13/74
Cardiac & Cardiovascular Systems 17/74
Gastroenterology & Hepatology 5/48
Sport Sciences 6/73
Cardiac & Cardiovascular Systems 44/74
Rheumatology 2/23
Oncology 47/127
Surgery 11/138
Microbiology 15/88
Pharmacology & Pharmacy 30/199
Biochemistry & Molecular Biology 89/262
Cell Biology 63/156
Toxicology 42/76
Rheumatology 6/23
Rheumatology 1/23
Engineering，Biomedical 21/42
Transplantation 16/19
Andrology 3/5
Urology & Nephrology 29/55
Peripheral Vascular Disease 12/52
Otorhinolaryngology 24/30
Biochemistry & Molecular Biology 109/262
Biophysics 24/66
Hematology 16/61
Immunology 37/117
Transplantation 5/19
Pharmacology & Pharmacy 125/199
Biophysics 8/66
Ornithology 15/19
Hematology 2/61

掲載論文著者所属

論文数

耳鼻
環境予防
１外
環境予防
法医
上部消化管, 下部消化管, 内視鏡,
家族
免疫
冠疾患
冠疾患
環境予防
内視鏡
整形
循内, 冠疾患
整形
肝・胆・膵

１
１
１
１
１
４

病微

１

呼吸器・RCU

１

公衛
血液, リウマチ・膠原病, １外
リウマチ・膠原病
細胞・遺伝

１
２
１
１

産婦, 分娩, 発生, 家族

１

小児
耳鼻
行動, 生化, 薬理, 行動, 健康, １外,
眼科, 神経再生
血液, 細胞移植

１
２
５

化学, 病微, 遺伝, 生体, 発生, 家族
１生
遺伝, 家族
２病

２
１
１
１

１
１
４
１
１
１
１
１
１

１

インパクトファクター

主題分野および分野別順位

Bone Marrow Transplant

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

2.621

Br J Dermatol
Brain

3.334
7.617

Breast Cancer Res
Cancer Immunol Immunother

4.157
4.313

Cancer Sci
Cardiovasc Intervent Radiol

3.869
1.149

Chem Senses

1.608

Chemosphere
Clin Cancer Res
Clin Chim Acta
Clin Exp Pharmacol Physiol

2.442
6.177
2.328
1.780

Clin Lab
Clin Transplant

NE
2.051

Oncology 56/127
Hematology 29/61
Immunology 55/117
Transplantation 9/19
Dermatology 2/39
Clinical Neurology 3/146
Neurosciences 14/199
Oncology 39/127
Oncology 35/127
Immunology 24/117
Oncology 42/127
Cardiac & Cardiovascular Systems 47/74
Radiology，Nuclear Medicine & Medical Imaging 63/85
Behavioral Sciences 33/43
Food Science & Technology 23/96
Neurosciences 142/199
Physiology 48/79
Environmental Sciences 27/144
Oncology 13/127
Medical Laboratory Technology 6/25
Pharmacology & Pharmacy 108/199
Physiology 43/79

Connec Tissue Res

1.123

Cryobiology

2.162

Cytokine

2.355

Cytotherapy

2.165

Diabet Med
Diagn Microbiol Infect Dis

2.484
2.553

Dig Surg

1.397

Dis Colon Rectum

2.442

Surgery 36/138
Transplantation 12/19
Cell Biology 134/156
Orthopedics 23/43
Biology 16/64
Physiology 36/79
Biochemistry & Molecular Biology 141/262
Cell Biology 91/156
Immunology 64/117
Biotechnology & Applied Microbiology 53/140
Cell Biology 101/156
Hematology 33/61
Medicine，Research & Experimental 32/76
Endocrinology & Metabolism 45/93
Infectious Diseases 19/47
Microbiology 34/88
Gastroenterology & Hepatology 38/48
Surgery 54/138
Gastroenterology & Hepatology 18/48
Surgery 19/138

掲載論文著者所属

論文数

血液, 細胞移植

１

病微, 免疫, 生体
病微

１
１

歯科
１病, 整形, 生体

１
１

２病, 肝・胆・膵
放射線

１
１

２解, 耳鼻, 生体

１

環境予防
肝・胆・膵, 歯科
環境予防
冠疾患

１
３
２
１

肝・胆・膵
血液, 細胞移植

１
１

産婦, 分娩, 生体, 発生, 家族

１

２生, 麻酔

１

病微, 免疫, 内分泌・代謝, 生体

２

血液, 細胞移植

１

糖尿病
細胞・遺伝

１
１

２外, 家族

１

２外, 家族

１

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

インパクトファクター

Drug Target Insight
Endocr J
Eur J Neurosci
Eur J Pharmacol
Eur J Radiol
Eur Radiol
Exp Anim

NE
1.140
3.709
2.522
1.332
2.554
0.423

Exp Neurol
Fertil Steril

4.156
3.277

Free Radic Biol Med

5.440

Free Radic Res
Gastroenterology
Genes Genet Syst

2.536
12.457
0.898

Glia
Gut
Gynecol Oncol

5.013
9.002
2.319

Hand Surg
Heart Vessels

NE
1.056

Hematology
Hepatol Res
Hepatology
Histochem Cell Biol

NE
1.255
10.446
3.220

Horm Metab Res
Hypertens Res
Infect Immun

1.997
3.177
4.004

Int Immunol
Int J Angiol
Int J Antimicrob Agen

4.015
NE
2.221

Int
Int
Int
Int
Int

4.693
2.234
1.361
1.295
1.733

J
J
J
J
J

Cancer
Cardiol
Clin Pharmacol Ther
Hematol
Hyg Environ Health

主題分野および分野別順位
Endocrinology & Metabolism 78/93
Neurosciences 52/199
Pharmacology & Pharmacy 72/199
Radiology,Nuclear Medicine & Medical Imaging 53/85
Radiology,Nuclear Medicine & Medical Imaging 22/85
Veterinary Sciences 81/128
Zoology 102/114
Neurosciences 42/199
Obstetrics & Gynecology 5/59
Reproductive Biology 4/24
Biochemistry & Molecular Biology 50/262
Endocrinology & Metabolism 11/93
Biochemistry & Molecular Biology 128/262
Gastroenterology & Hepatology 1/48
Biochemistry & Molecular Biology 225/262
Genetics & Heredity 114/131
Neurosciences 30/199
Gastroenterology & Hepatology 3/48
Oncology 69/127
Obstetrics & Gynecology 13/59
Cardiac & Cardiovascular Systems 55/74
Peripheral Vascular Disease 40/52
Gastroenterology & Hepatology 41/48
Gastroenterology & Hepatology 2/48
Cell Biology 69/156
Microscopy 1/9
Endocrinology & Metabolism 58/93
Peripheral Vascular Disease 16/52
Immunology 27/117
Infectious Diseases 9/47
Immunology 26/117
Infectious Diseases 28/47
Microbiology 45/88
Pharmacology & Pharmacy 90/199
Oncology 27/127
Cardiac & Cardiovascular Systems 26/74
Pharmacology & Pharmacy 139/199
Hematology 48/61
Public, Environmental & Occupational Health 51/98
Infectious Diseases 37/47

掲載論文著者所属

論文数

薬理
小児, 脳外
環境予防
２解, 生体
放射線, 病病, 家族
放射線
１解

１
２
１
１
１
１
３

２解, 耳鼻, 生体
産婦, 分娩, 発生, 家族

１
１

臨検

１

生化
１外
薬理

１
２
１

薬理
肝・胆・膵
細胞・遺伝

１
１
１

整形
循内

１
１

血液, 細胞移植
肝・胆・膵, 超音波
肝・胆・膵
２病

１
６
１
１

内分泌・代謝
冠疾患, 内分泌・代謝
病微

１
２
１

２病, 病微, 免疫, 生体
心臓血管外
泌尿

３
２
１

歯科
公衛
内分泌・代謝
血液, 細胞移植
公衛

１
１
１
２
１

雑誌名
（Index Medicus 略誌名）

インパクトファクター

Int J Immunopathol Pharmacol

3.213

Int J Mol Med
Int J Oncol

1.854
2.556

Int J Tuberc Lung Dis

2.035

Int J Urol
Intern Med
J Am Coll Cardiol
J Am Soc Nephrol
J Atheroscler Thromb
J Biol Chem
J Biomech Eng

0.691
0.797
9.701
7.371
NE
5.808
1.309

J Bone Joint Surg Am

2.444

J Bone Joint Surg Br

1.790

J Bone Miner Metab

1.468

J
J
J
J
J

0.630
2.403
3.445
13.598
3.831

Clin Biochem Nutr
Clin Gastroenterol
Clin Microbiol
Clin Oncol
Comp Neurol

J Control Release

4.012

J
J
J
J

0.739
0.612
1.240
1.927

Craniofac Surg
Dermatol
Epidemiol
Gastroenterol

J Gastroenterol Hepatol
J Gene Med

1.785
3.916

J Hepatobiliary Pancreat Surg

1.182

J Hepatol
J Hum Genet
J Immunol

6.073
2.205
6.293

主題分野および分野別順位
Immunology 41/117
Pathology 10/65
Pharmacology & Pharmacy 49/199
Medicine,Research & Experimental 34/76
Oncology 57/127
Infectious Diseases 31/47
Respiratory System 18/34
Urology & Nephrology 47/55
Medicine,General & Internal 64/103
Cardiac & Cardiovascular Systems 3/74
Urology & Nephrology 1/55
Biochemistry & Molecular Biology 39/262
Biophysics 53/66
Engineering，
Biomedical 25/42
Orthopedics 4/43
Surgery 18/138
Orthopedics 11/43
Surgery 44/138
Endocrinology & Metabolism 75/93
Medicine，
Research & Experimental 48/76
Nutrition & Dietetics 46/55
Gastroenterology & Hepatology 19/48
Microbiology 21/88
Oncology 5/127
Neurosciences 47/199
Zoology 1/114
Chemistry, Multidisciplinary 16/124
Pharmacology & Pharmacy 33/199
Surgery 98/138
Dermatology 35/39
Public, Environmental & Occupational Health 63/98
Gastroenterology & Hepatology 29/48
Gastroenterology & Hepatology 33/48
Biotechnology & Applied Microbiology 22/140
Genetics & Heredity 39/131
Medicine，
Research & Experimental 15/76
Gastroenterology & Hepatology 42/48
Surgery 67/138
Gastroenterology & Hepatology 4/48
Genetics & Heredity 73/131
Immunology 11/117

掲載論文著者所属

論文数

呼吸器・ＲＣＵ

１

行動
１病, 遺伝, 歯科, 生体, 発生, 家族,
細胞移植
環境予防

１
２

泌尿, 細胞・遺伝
呼吸器・ＲＣＵ
冠疾患
小児
循内, 冠疾患, 生体
１病, 糖尿病
整形

３
１
１
１
２
２
１

整形

１

整形

１

篠山
（整）

１

上部消化管, 家族
上部消化管, 家族
公衛, 泌尿, 細胞・遺伝
遺伝, ２外, 生体, 発生, 家族
１解, ２解, 生体

１
１
３
１
２

泌尿

１

形成
皮膚
血液
上部消化管, 下部消化管, ２外,
臨栄養, 家族
上部消化管, 下部消化管, ２外, 家族
細胞・遺伝

１
１
１
８

１外

２

１外
総合診療
病微, 免疫, 皮膚, 生体

１
１
１

１

２
１

雑誌名
（Index Medicus 略誌名）

インパクトファクター

J Interferon Cytokine Res

2.472

J
J
J
J
J

NE
0.561
4.357
0.944
2.880

Invasive Cardiol
Laryngol Otol
Lipid Res
Muscle Res Cell Motil
Neuroimmunol

J Neurol
J Neurosci
J Oral Pathol Med

2.984
7.453
1.530

J Otolaryngol
J Pediatr Orthop B

0.368
0.534

J Pharmacol Sci
J Rehabil Med

2.242
2.168

J Reprod Med Endoclinol
J Rheumatol
J Therm Biol

NE
2.940
0.950

J Vasc Res

2.505

J Virol
Jpn J Clin Oncol
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc

5.341
1.376
1.216

Kobe J Med Sci
Life Sci

NE
2.389

Mech Ageing Dev

3.846

Metabolism
Microb Pathog

2.497

Microsc Res Tech
Mod Rheumatol

2.258
1.680
NE

主題分野および分野別順位
Biochemistry & Molecular Biology 132/262
Cell Biology 87/156
Immunology 61/117
Otorhinolaryngology 25/30
Biochemistry & Molecular Biology 62/262
Cell Biology 140/156
Immunology 48/117
Neurosciences 77/199
Clinical Neurology 31/146
Neurosciences 15/199
Dentistry, Oral Surgery & Medicine 20/49
Pathology 36/65
Otorhinolaryngology 29/30
Orthopedics 38/43
Pediatrics 69/74
Pharmacology & Pharmacy 87/199
Rehabilitation 2/27
Sport Sciences 8/73
Rheumatology 8/23
Biology 41/64
Zoology 54/114
Physiology 31/79
Peripheral Vascular Disease 21/52
Virology 3/23
Oncology 108/127
Orthopedics 21/43
Sport Sciences 35/73
Surgery 61/138
Medicine，
Research & Experimental 28/76
Pharmacology & Pharmacy 79/199
Cell Biology 50/156
Geriatrics & Gerontology 5/30
Endocrinology & Metabolism 43/93
Immunology 69/117
Microbiology 44/88
Anatomy & Morphology 5/15
Biology 21/64
Microscopy 5/9

掲載論文著者所属

論文数

生体

１

冠疾患
耳鼻
２生
神経・脳卒中
生体

１
１
１
１
１

リウマチ・膠原病
２解, 耳鼻, 生体
放射線

１
２
１

臨遺伝
整形

１
１

薬理
リハビリ

１
１

産婦, 分娩, 発生, 家族
整形
健康, １生, 生化, １病, ２病, 耳鼻

１
１
４

環境予防

１

１病
泌尿
整形

１
１
３

輸血, 細胞移植
１解, 病微, 遺伝, 免疫, 歯科, 生体,
リウマチ・膠原病, 発生, 家族
生化

１
４

健康, １生, 内分泌・代謝
病微

１
１

２病

１

環境予防

１

１

雑誌名
（Index Medicus 略誌名）

インパクトファクター

Mol Cell Biol

6.773

N Engl J Med
Nat Cell Biol
Nat Immunol
Nature
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol
Neurochem Res

51.296
18.485
27.596
26.681
NE
2.139

Neuropathol Appl Neurobiol

2.681

Neuroreport
Neurosci Res
Neuroscience
Neurotoxicology

2.137
1.953
3.427
2.718

Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids
Oncogene

0.671
6.582

Orthopedics
Osaka City Med J
Otol Neurotol

0.583
NE
1.339

Pacing Clin Electrophysiol
Pain

NE
4.836

Pancreas
Pathol Int
Phytother Res

2.121
1.108
1.144

Plast Reconstr Surg
Platelets

1.864
1.679

Proc Natl Acad Sci USA

NE

Psychiatry Clin Neurosci

1.132

主題分野および分野別順位
Biochemistry & Molecular Biology 30/262
Cell Biology 25/156
Medicine, General & Internal 1/103
Cell Biology 5/156
Immunology 3/117
Multidisciplinary Sciences 2/51
Biochemistry & Molecular Biology 151/262
Neurosciences 119/199
Clinical Neurology 41/146
Neurosciences 90/199
Pathology 17/65
Neurosciences 120/199
Neurosciences 129/199
Neurosciences 62/199
Neurosciences 85/199
Pharmacology & Pharmacy 63/199
Toxicology 14/76 "
Biochemistry & Molecular Biology 240/262
Biochemistry & Molecular Biology 34/262
Oncology 12/127
Cell Biology 29/156
Genetics & Heredity 17/131
Orthopedics 35/43
Clinical Neurology 93/146
Otorhinolaryngology 8/30
Anesthesiology 1/22
Clinical Neurology 15/146
Neurosciences 34/199
Gastroenterology & Hepatology 24/48
Pathology 44/65
Chemistry, Medicinal 24/35
Pharmacology & Pharmacy 148/199
Surgery 43/138
Cell Biology 119/156
Hematology 40/61
Clinical Neurology 103/146
Neurosciences 164/199
Psychiatry 70/95

掲載論文著者所属

論文数

リウマチ・膠原病

１

血液
２病
２病
２病
環境予防
薬理, 精神

１
１
１
１
１
３

臨遺伝

１

生物, ２生, ２解, 眼科, 生体
２解
２解, 臨遺伝, 生体
２生

４
１
３
１

内分泌・代謝
血液, 細胞・遺伝

１
２

整形
集中・
ＩＣＵ
耳鼻

１
１
１

循内, 冠疾患
２生, ２解, 整形, 生体

１
２

感染制御
病病, 家族
化学

１
１
１

形成
環境予防

１
１

１生, 病微, 免疫, リウマチ・膠原病,
皮膚, 生体, 細胞・遺伝
行動, 精神

３
１

雑誌名
（Index Medicus 略誌名）

インパクトファクター

Radiat Med
Reproduction

NE
2.958

Scand J Gastroenterol
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg
Spine

1.869
NE
2.351

Surg Today
Tohoku J Exp Med

0.698
1.012

Transplant Proc

0.962

Ultrasound Med Biol

2.011

Virchows Arch
Vojnosanit Pregl
World J Gastroenterol
World J Surg

2.251
NE
NE
1.765

主題分野および分野別順位
Developmental Biology15/34
Reproductive Biology 8/24
Gastroenterology & Hepatology 31/48

掲載論文著者所属

論文数

放射線, 中央放射
産婦, 分娩, 発生, 家族

５
１

家族
２病
整形

１
１
１

Clinical Neurology 55/146
Orthopedics 5/43
Surgery 103/138
１外, 感染制御
Medicine, General & Internal 57/103
環境予防
Medicine，
Research & Experimental 60/76
Immunolgy 104/117
リウマチ・膠原病
Surgery 87/138
Transplantation 18/19
Acoustics 3/28
肝・胆・膵, 超音波
Radiology，
Nuclear Medicine & Medical Imaging 34/85
Pathology 22/65
下部消化管, 内視鏡, 家族
Surgery 45/138

２
１
２
１
１
２
２
１

法医
２病, 遺伝, ２外, 生体, 発生, 家族
感染制御

合計

257

Impact Factor は Journal Citation Reports 2006 を使用したものです．

（ＡＢＣ順）

賛助会員名簿

バイエル薬品株式会社
万有製薬株式会社
ブリストル・マイヤーズ株式会社
医療法人愛仁会 千船病院
中外製薬株式会社
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
ファイザー製薬株式会社
学校法人 平成医療学園
河野医科器械株式会社
杏林製薬株式会社
明治製菓株式会社
医療法人

明和病院

三菱ウェルファーマ株式会社
持田製薬株式会社
日本イーライリリー株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社

三和化学研究所

塩野義製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺製薬株式会社
株式会社 ツムラ
株式会社 やよい
ゼリア新薬工業株式会社

本誌刊行に際して、多大の協力を
賜った賛助会員各位に深甚なる謝
意を表します。
運営委員会

兵庫医科大学医学会会則
（名 称）
第 1 条 本会は，兵庫医科大学医学会と称する．
（事務局）
第 2 条 本会の事務局は，兵庫医科大学付属図書館内に置く．
（目 的）
第 3 条 本会は，本学設立の主旨に沿って広く医学の進歩，発展に寄与し , 社会に貢献することを目的とする．
（事 業）
第 4 条 本会は，次の事業を行う．
1 ．総会および学術集会の開催
2 ．機関誌の発行
3 ．その他本会の目的を達成するために必要な事業
（会 員）
第 5 条 本会は，次の会員をもって組織する．
1 ．正会員 ･･････ ①本学専任の教員 , 病院助手およびレジデント
②本学研修医，大学院学生，研究生，出身者および関係者で入会を希望する者
2 ．賛助会員 ････ 本会の目的に賛同し評議員会の承認を得た者
3 ．名誉会員 ････ 本会の発展に功労のあった会員で評議員会において推薦された者
4 ．準会員 ･･････ 本学関係者以外の個人で本会の目的に賛同し評議員会の承認を得た者
（役 員）
第 6 条 本会に次の役員を置く．
1 ．会 長
2 ．副会長
3 ．評議員
４．監 事
（役員の選出）
第 7 条 会長は，本学学長をもってこれにあてる．
② 副会長は，会長の指名とする．
③ 評議員は，本学教授および評議員会の推薦により会長が委託した者とする．
④ 監事は，会長が委託した者とする．
（役員の任務）
第 8 条 会長は，本会を代表し会務を統括するとともに評議員会を招集してその議長となる．
② 副会長は，会長を補佐し，会長に事故のあったときは会長の職務を代行する．
③ 評議員は，評議員会を組織し本会の重要事項を審議する．
④ 監事は，事業ならびに会計を監査する．
（運営委員会）
第 9 条 本会の事業を行うために運営委員会を置く．
② 運営委員会に関する規程は，別に定める．
（顧 問）
第 10 条 本会に顧問を置くことができる．顧問は評議員会の推薦により会長が委託する．
（総会および学術講演会）
第 11 条 総会は，年 1 回これを開催し，事業・会計の報告ならびに特別講演などを行う．
② 学術集会は，年 1 回以上開催する．
（機関誌）
第 12 条 本会の発行する機関誌は兵庫医科大学医学会雑誌（ACTA MEDICA HYOGOENSIA 略称
兵医大医会誌，ACTA MED. HYOGO.）と称し，会員に無料で配布する．
② 雑誌の編集，発行に関しては別に定める．
（経 費）
第 13 条 本会の経費は，会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる．
（会 費）
第 14 条 会費は次のように定める．
1 ．正 会 員 ･･････････4 , 0 0 0 円（年額）
2 ．賛助会員 ･････････2 5 ,0 0 0 円（年額）
3 ．名誉会員 ･････････ 会費の納入を要しない 4 ．準会員 ･･･････････1 0 , 0 0 0 円（年額）
（会計年度）
第 15 条 会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする．
（入会，退会等）
第 16 条 本会に入会する者は，所定の用紙に住所，氏名，所属等を記入し，年度会費を添えて本会事務局に届
け出るものとする．
② 会員が住所を変更した場合または退会しようとする場合は，その旨を本会事務局に届け出るものとする．
（資格の喪失）
第 17 条 住所変更届並びに会費の納入を１年以上怠った者は，会員の資格を失う．
（会則の変更）
第 18 条 本会則の変更は，評議員会の議を経て行う．
附
則
本会則は，昭和５０年 1 月 1 日から施行する．
附
則
この改正は，平成元年 11 月 2 日から施行する．
附
則
この改正は，平成 6 年 4 月 1 日から施行する．
附
則
この改正は，平成 11 年 6 月 3 日から施行する．
附
則
この改正は，平成 16 年 7 月 1 日から施行する．
附
則
この改正は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する．

兵庫医科大学医学会役員

会

長

波

田

壽

一

評 議 員

本

学

教

授

運営委員

佐

野

			

谷

澤

隆

邦（会計監事）

			

廣

田

誠

一

村

岡

良

和

中

野

孝

司

			

野

口

光

一

岡

村

春

樹

越

久

仁

敬

			

辻

村

亨

塚

本

吉

彦

筒

井

ひろ子

統（委員長）

（ＡＢＣ順）

兵庫医科大学業績録 2 0 0 6
印

刷

平成 19 年 3 月 20 日

発

行

平成 19 年 3 月 25 日

発行所

西宮市武庫川町 1 番 1 号（〒 663 - 8501）
兵庫医科大学内
兵庫医科大学医学会

編集責任者

佐野

統

