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■著書■

1

Funatsu T， Kondoh H， Miyagawa S， Takeda K,
Shudo Y， Masai T， Fujita S， Nishino M， Sawa
Y， O s a k a C a r d i o v a s c u l a r S u r g e r y R e s e a r c h
（OSCAR） Group． Does stringent restrictive
annuloplasty for functional mitral regurgitation cause
functional mitral stenosis and pulmonary
hypertension ? ． Circulation 2011;124:S97-106
Imanishi Y， Miyagawa S， Maeda， N， Fukushima S,

大 松 重 宏． がん診 療 連 携 拠 点 病 院において相 談 支 援

Kitagawa-Sakaida S， Daimon T， Hirata A， Shimizu

センターはどのような役割を担っているのか． 日本ホス

T， Okano T， Shimomura I， Sawa Y． Induced

ピス・緩和ケア研究振興財 団「ホスピス緩和ケア白書」

adpocyte cell-sheet ameliorates cardiac dysfunction in

編集委員会 編． ホスピス緩和ケア白書 2 0 1 1． 大阪：

a mouse myocardinal infarction model：A novel drug

日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団， 2011:46-50

delivery system for heart failure． Circulation

■学術論文■

2011;124:S10-7

［総説］

Akahori H， Tsujino T， Naito Y， Matsumoto M， Lee-

大松重宏． がん診療における医療ソーシャルワーカーの
役割． Medicina 2011;48:2148-51
大 松 重 宏． がん患 者 会の活 動 実 態についての調 査 報
告． ルーテル学院研究紀要 2011;45:77-89

Kawabata M， Ohyanagi M， Mitsuno M， Miyamoto Y,
Daimon T， Hao H， Hirota S， Masuyama T.
Intraleaflet hemorrhage is associated with rapid
progression of degenerative aortic valve stenosis.
Eur Heart J 2011;32:888-96
Kainuma S， Taniguchi K， Toda K， Funatsu T，

心理学

Psychology
■学術論文■

K o n d o h H， N i s h i n o M， D a i m o n T， S a w a Y，
Pulmonary hypertension predicts adverse cardiac
events after restrictive mitral annuloplasty for severe
functional mitral regurgitation． J Thorac Cardiovasc

［原著］

Surg 2011;142:783-92

Nishimura Y， Takizawa R， Muroi M， Marumo K，

Saga A， Okura H， Soeda M， Tani J， Fumimoto Y，

Kinou M， Kasai K． Prefrontal cortex activity during

Komoda H， Moriyama M， Moriyama H，

response inhibition associated with excitement

Yamashita S， Ichinose A， Daimon T， Hayakawa T，

symptoms in schizophrenia． Brain Res 2011;1370:194-

Matsuyama A． HMG-CoA reductase inhibitor

203

augments the serum total cholesterol-lowering effect

Wilson D， Muroi M， MacLeod C． Dilution， not load,

of human adipose tissue-derived multilineage

affects distractor processing． J Exp Psychol Hum

progenitor cells in hyperlipidemic homozygous

Percept Perform 2011;37:319-35

Watanabe rabbits. Biochem Biophys Res Commun

■学会発表■

2011;412:50-4

［国内学会］

Wakabayashi K， Tsujino T， Naito Y， Ezumi A， Lee-

室井みや， 原田悦子， 丸山美津子． 医療現場における “し

Kawabata M， Nakao S， Goda A， Sakata Y，

忘れ” を防ぐための認知心理学的研究． 第6回医療の質・

Yamamoto K，Daimon T，Masuyama T.

安全学会学術集会 2011.11 東京

Administration of angiotensin-converting enzyme
inhibitors is associated with slow progression of mild
aortic stenosis in Japanese patients．Heart Vessels

数学

Mathematics
■学術論文■
［原著］
Daimon T， Zohar S， O'Quigley J． Posterior
maximization and averaging for Bayesian working
model choice in the continual reassessment method.
Stat Med 2011;30:1563-73
Kainuma S， Taniguchi K， Daimon T， Sakaguchi T,

2011;26:252-7
Uwa N， Kataoka TR， Torii I， Sato A， Nishigami T，
Song M， Daimon T， Saeki N， Sagawa K， Mouri T,
T e r a d a T， S a k a g a m i M， T s u j i m u r a T ． C D 4 4
expression is related to poor prognosis of
hypopharyngeal squamous cell carcinoma． Acta
Otolaryngol 2011;131:323-9
Takebayashi H， Tsuzuki K， Oka H， Fukazawa K，
Daimon T， Sakagami M． Clinical availability of a selfadministered odor questionnaire for patients with

2
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olfactory disorders．Auris Nasus Larynx 2011;38:65-72
■学会発表■

Fukuda A， Terasawa D， Tsuda S， Nguyen MH.
Excitation properties of ν=2/3 bilayer quantum Hall

［国際学会］

phases investigated by magnetotransport methods.

Teramukai S， Daimon T， Zohar S． A Bayesian

Phys Rev B 2011;83:235330/1-4

adaptive design with two-priors approach and

Fukuda A， Sekikawa T， Iwata K， Ogasawara Y，

predictive probabilities in single-arm exploratory

Zheng YD， Morikawa T， Terasawa D， Tsuda S，

clinical trials． 32nd Annual Conference of the

Arai T， Ezawa ZF， Sawada A． Effects of the in-

International Society for Clinical Biostatistics 2011.8

plane magnetic fields on excitations of the ν=1/3

Ottawa

bilayer quantum Hall states in the vicinity of single

Kainuma S， Taniguchi K， Sakaguchi T， Funatsu T，
M i y a g a w a S， M a s a i T， D a i m o n T， S a w a Y .
Prosthesis-patient mismatch and pulmonary

layer limit．AIP Conf Proc 2011;1399:609-10
Zheng YD， Morikawa T， Fukuda A， Tsuda S， Arai
T,

Ezawa ZF， Sawada A． Excited states of spins

hypertension after restrictive mitral annuloplasty.

and pseudospins in the ν=2/3 bilayer quantum Hall

25th European Association for Cardio-Thoracic

systems． AIP Conf Proc 2011;1399:635-6

Surgery Annual Meeting（EACTS2011） 2011.10

Tsuda S， Fukuda A， Terasawa D， Nguyen MH，
Ogasawara Y， Zheng YD， Sawada A． Comparison

Lisbon
Shudo Y， Taniguchi K， Kainuma S， Takeda K,

of the magnetoresistance hysteresis between bilayer ν

Sakaguchi T， Funatsu T， Miyagawa S， Kondoh H,

=4/3 and monolayer ν=2/3 quantum Hall states． J

Daimon T， Sawa Y． Reverse ventricular and
myocardial remodeling following restrictive mitral

Phys Conf Ser 2011;334:012027/1-4
［研究報告］

annuloplasty in ischemic dilated cardiomyopathy:

福田昭， 寺澤大樹， 大野恭秀， 松本和彦． グラフェンを用

longitudinal MDCT analysis． American Heart

いた量子ホール効果ナノデバイス 物質・デバイス領域共同研

Association Scientific Sessions Conference 2011

究拠点研究成果報告書（平成22年度）2011;282-3
■学会発表■

2011.11 Frolida
Kainuma S， Taniguchi K， Sakaguchi T， Funatsu T,

［国際学会］

Miyagawa S， Kondoh H， Nishi H， Yoshikawa Y,

Zheng YD， Sawada A， Ezawa ZF， Morikawa T，

Fukushima S， Takeda K， Saito S， Shudo Y,

Fukuda A， Terasawa D， Tsuda S， Nguyen MH.

Masai T， Otake S， Daimon T， Kuratani T， Sawa

Investigation of excitation properties in the ν=2/3

Y． Mitral valve repair for medically-refractory

bilayer quantum Hall systems． The 19th

functional mitral regurgitation in patients with end-

International Conference on Electronic Properties of

stage renal disease and advanced heart failure.

Two-Dimensional Systems（EP2DS19）2011.7

American Heart Association Scientific Sessions
Conference 2011 2011.11 Frolida
［国内学会］

Tallahassee
Terasawa D， Fukuda A， Morikawa T， Zheng YD,
Ezawa ZF， Sawada S． Anomalous behavior of the

辻大樹， 金容壱， 中道秀徳， 大門貴志， 諏訪香， 岩部

onset of the activated temperature in the bilayer ν=1

悠太郎， 林秀樹， 井上和幸， 吉田雅行， 伊藤邦彦.

quantum Hall states with small tunneling energy.

5-HT3受容体拮抗薬の制吐効果とABCB1遺伝子多型との

The 19th International Conference on Electronic

関連性の解析． 第9回日本臨床腫瘍学会学術集会 2011.7

Properties of Two-Dimensional Systems（EP2DS19）

横浜

2011.7 Tallahassee
Tsuda S， Minh-Hai N， Terasawa D， Fukuda A，
Zheng YD， Arai T， Sawada A． Interlayer diffusion

物理学

Physics
■学術論文■
［総説］

of nuclear spin polarization in the ν=2/3 quantum Hall
states． The 19th International Conference on
Electronic Properties of Two-Dimensional Systems
（EP2DS19）2011.7 Tallahassee
Arai T， Yamanaka S， Yayama H， Sawada A,

福田昭， 寺澤大樹， 大野恭秀， 松本和彦． グラフェンにお

Fukuda A． Linewidth broadening in edge-

ける２次元電子系の分子吸着物性と無冷媒超低温冷凍機

magnetoplasmon resonance of helium surface state

の開発． 兵庫医科大学医学会雑誌 2011;36:43-50

electrons． 26th International Conference on Low

［原著］
Zheng YD， Sawada A， Ezawa ZF， Morikawa T，

Temperature Physics（LT26）2011.8 Beijing
Fukuda A， Terasawa D， Morikawa T， Zheng YD，

3
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Arai T， Ezawa ZF， Sawada A． Activated
transport in the ν=1 bilayer quantum Hall states with

回京都大学低温物質科学研究センター講演会・研究交流
会 2011.3 京都

small tunneling energy ΔSAS =1 K． 26th International

鄭仰東， 森川智喜， 福田昭， 津田是文， 新井敏一， 澤

Conference on Low Temperature Physics（LT26）

田安樹． 2層ν＝2/3量子ホール系のスピンと擬スピンの励起
状態． 2010年度第9回京都大学低温物質科学研究センタ

2011.8 Beijing
Iwata K， Fukuda A， Morino M， Sawada A.

ー講演会・研究交流会 2011.3 京都

Anisotropic nuclear spin relaxation and dynamic

福田昭， 寺澤大樹， 中嶋富夫， 澤田安樹， 矢山英樹． 半

polarization rates in the ν=2/3 quantum Hall states.

導体物性測定のための無冷媒希釈冷凍機の開発． 2010年

26th International Conference on Low Temperature

度第9回京都大学低温物質科学研究センター講演会・研究
交流会 2011.3 京都

Physics（LT26）2011.8 Beijing

福田昭， 寺澤大樹， 森川智喜， 鄭仰東， 新井敏一， 澤

［国内学会］
津田是文， Nguyen MH， 福田昭， 寺澤大樹， 小笠原良

田安樹． 2層系量子ホール状態におけるトポロジカル励起.

晃， 岩田一樹， 澤田安樹． 二層系ν＝4/3量子ホール状態

2010年度第9回京都大学低温物質科学研究センター講演

における核スピン緩和．（Web発表）日本物理学会第66回

会・研究交流会 2011.3 京都
寺澤大樹， 福田昭， 大野恭秀， 松本和彦． 面内磁場下の

年次大会 2011.3 新潟
寺澤大樹， 福田昭， 森川智喜， 鄭仰東， 澤田安樹． 2層

2層グラフェン量子ホール効果の研究． 2010年度第9回京都

系ν＝1量子ホール状態における発現温度の異常．日本物理

大 学 低 温 物 質 科 学 研 究センター講 演 会・研 究 交 流 会
2011.3 京都

学会2011年秋季大会 2011.9 富山
Nguyen MH， 津田是文， 福田昭， 寺澤大樹， 小笠原良

寺澤大樹， 福田昭， 澤田安樹． 2層独立コンタクト量子ホー

晃， 岩田一樹， 澤田安樹． 2層ν=2/3量子ホール状態に

ル素子によるジョセフソン共鳴の探索． 2010年度第9回京都

おける核スピン偏極の拡散．日本物理学会2011年秋季大会

大 学 低 温 物 質 科 学 研 究センター講 演 会・研 究 交 流 会
2011.3 京都

2011.9 富山
新井敏一， 山中修司， 矢山英樹， 澤田安樹， 福田昭． ヘ

津田是文， Nguyen MH， 福田昭， 寺澤大樹， 澤田安

リウム液面電子の圧縮性とエッジ励起スペクトル． 日本物理

樹． 2層系を用いたν＝2/3量子ホール状態における核スピン

学会2011年秋季大会 2011.9 富山

緩和測定． 2010年度第9回京都大学低温物質科学研究セ

青山大志， 藤井裕， 菊池彦光， 千葉明朗， 光藤誠太郎，

ンター講演会・研究交流会 2011.3 京都

水崎隆雄， 松原明， 上野智弘， 福田昭， Lee S， Lee

Nguyen MH， Tsuda S， Fukuda A， Terasawa D,

SG． 絶縁体領域のSi:Pにおける動的核スピン偏極観測のた

S a w a d a A． N u c l e a r - s p i n r e l a x a t i o n t i m e a t

めの二重共鳴装置開発． 第50回電子スピンサイエンス学会

monolayer ν＝2/3 and bilayer ν＝4/3 quantum Hall
states． 2010年度第9回京都大学低温物質科学研究センタ

年会（SEST2011）2011.11 仙台
［研究会・講演会等］

ー講演会・研究交流会 2011.3 京都

Tsuda S， Nguyen MH， Terasawa D， Fukuda A,
Zheng YD， Sawada A． Relaxation of nuclear spins
on

化学

ν=2/3 quantum Hall state in double quantum

well． 京都大学グローバルCOEプログラム「普遍性と創発

Chemistry

性から紡ぐ次世代物理学」全体シンポジウム「フロンティア
■学術論文■

開拓」2011.2 京都
Zheng YD， Morikawa T， Fukuda A， Tsuda S， Arai

［総説］

T， S a w a d a A． E x c i t e d S t a t e s o f S p i n s a n d

野坂和人， 江嵜啓祥， 小野塚真理， 今野博行， 服部恭

Pseudospins in the ν=2/3 Bilayer Quantum Hall

尚， 赤路健一． 酵母の転写因子Pdc2によるチアミン依存

Systems． 京都大学グローバルCOEプログラム「普遍性と

性転写誘導機構．ビタミン 2011;85:538-46

創発性から紡ぐ次世代物理学」全体シンポジウム「フロンテ
ィア開拓」2011.2 京都

候 群 の 病 因 解 析 −． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 雑 誌

Nguyen MH， Tsuda S， Terasawa D， Fukuda A,
Zheng YD， Morikawa T， Arai T， Sawada A.
Nuclear spin dynamics on single-layer

野坂和人．ビタミンB1の代謝生化学−チアミン反応性貧血症
2011;36:19-22
［原著］

ν=2/3 and

Kikuchi M， Nosaka K， Akaji K， Konno H． Solid

double-layer ν=4/3 quantum Hall states. 京都大学グロ

phase total synthesis of callipeltin E isolated marine

ーバルCOEプログラム「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物

sponge Latrunculia sp． Tetrahedron Lett

理学」全体シンポジウム「フロンティア開拓」2011.2 京都

2011;52:3872–5

新井敏一， 山中修司， 矢山英樹， 澤田安樹， 福田昭． ヘ

Konno H， Nosaka K， Akaji K． Synthesis of

リウム液面電子エッジ振動励起モードの減衰． 2010年度第9

tokaramide A， a cysteine protease inhibitor from

4

兵庫医大業績録（2011）

marine sponge Theonella aff．mirabilis．Tetrahedron

system of immunomodulator and corticosteroid naïve
patients with Crohn's disease． Gut Liver 2011;5:37-45

2011;67:9067-71
■学会発表■

Nagase K， Fukunaga K， Kashiwamura S， Kono T,

［国際学会］

Kamikozuru K， Yokoyama Y， Hida N， Ohda Y，

Esaki H， Sawama Y， Monguchi Y， Nosaka K， Sajiki

Takeda N， Yoshida K， Iimuro M， Kikuyama R,

H． Chemoselective hydrogenation using Pd on

Kato K， Miwa H， Matsumoto T． Immunoregulatory

spherical carbon．The 2nd international symposium

effects of adsorptive granulocyte and monocyte

on process chemistry (ISPC2011) 2011.8 Kyoto

apheresis in patients with drug refractory Crohn's

［国内学会］

disease． Ther Apher Dial 2011;15:367-73

波多江典之， 矢野圭悟， 江嵜啓祥， 岩村樹憲． ロペラミ
ド

Suzuki Y， Ikeda K， Kawakami K． Development of

誘導体におけるピペリジン部の窒素置換基による抗腫瘍活性

gustatory papillae in the absence of Six1 and Six4． J

への効果．日本薬学会第131年会 2011.3 静岡

Anat 2011;219:710-21

今野博行， 大槻雄介， 松崎健太， 生駒恵， 野坂和人.
環状リポペプチドBurkholdine類誘導体の合成と抗真菌活
性． 第48回ペプチド討論会 2011.9 札幌

■学会発表■
［国際学会］
Yokoyama Y， Fukunaga K， Kashiwamura S,

Nosaka K， Esaki H， Onozuka M， Konno H， Hattori

K a m i k o z u r u K， M i w a H， M a t s u m o t o T ． T h e

Y， Akaji K． Facilitated recruitment of Pdc2， a

transition of peripheral immune-characteristics in

yeast transcriptional activator， in response to

ulcerative colitis patients at active，quiescent and

thiamin starvation．第34回日本分子生物学会 2011.12 横

trans-colectomy， Digestive Disease Week 2011
（DDW2011） 2011.5 Chicago

浜
［地方会等］

Yokoyama Y， Fukunaga K， Kashiwamura S，

今野博行， 大槻雄介， 松崎健太， 生駒恵， 野坂和人.

Kamikozuru K， Kikuyama R， Kato K， Takeda N，

環状リポペプチド Bk-1229 類似体の合成と抗真菌活性．日

Matsumoto T． The transition of peripheral immune-

本農芸化学会東北支部第146回大会 2011.10 山形

characteristics from pre， post to trans-operation in

［研究会・講演会等］

ulcerative colitis． 15th International Congress of

野坂和人． 酵母のチアミン依存性転写因子Pdc2のDNA結合
活性． 第423回ビタミンＢ研究協議会 2011.2 東京
野坂和人． 酵母のチアミン依存性転写因子Pdc2の標的配列.
第426回ビタミンＢ研究協議会 2011.11 大津

Mucosal Immunology（ICMI2011） 2011.7 Paris
Takata M， Nakagomi T， Kashiwamura S， Nakano-Doi
A， Saino O， Okamura H， Mimura O， Matsuyama T.
Glucocorticoid-induced TNF receptor-stimulated T
cells serve as a negative regulator for CNS repair
after cerebral infarction． XXVth International

生物学

Biology
■著書■
塚本吉彦． 第8章 色の生理−3 色覚の情報処理−3.3 網
膜．日本色彩学会 編．新編色彩科学ハンドブック．第3版.
東京：東京大学出版会， 2011:362-3
池田啓子． ジストニアパーキンソニズムの分子病態． 伊藤正
男， 川合述史 編． ブレインサイエンスレビュー2011． 東京：
クバプロ， 2011:203-23
■学術論文■
［総説］

Symposium on Cerebral Blood Flow， Metabolism
and Function & Xth International Conference on
Quantification of Brain Function with PET（Brain
2011） 2011.5 Barcelona
［国内学会］
福永健， 加藤恭一， 柏村信一郎， 松本譽之． 次世代白血
球除去療法を目指した温熱刺激顆粒球・単球吸着療法の基
礎検討：オンライン免疫調節治療の可能性．（シンポジウ
ム）第48回日本消化器免疫学会総会 2011.7 金沢
横山陽子， 福永健， 柏村信一郎， 上小鶴孝二， 菊山梨
紗， 吉田幸治， 武田直久， 飯室正樹， 應田義雄， 樋
田信幸， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 免疫制御性

塚本吉彦． 生物情報の基礎−網膜神経回路の電顕的研究と

T細胞に着目した急性期・寛解期および外科手術後潰瘍性

ベネット先 生 の 回 顧 −． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 雑 誌

大腸炎の免疫学的病態の検討．（シンポジウム）第48回日

2011;36:1-5
［原著］

本消化器免疫学会総会 2011.7 金沢
Yajima H， Suzuki M， Ochi H， Ikeda K， Sato S，

Kato K， Fukunaga K， Kamikozuru K， Kashiwamura S,

Ogino H， Ueno N， Kawakami K． Heterochronic

Hida N， Ohda Y， Takeda N， Yoshida K， Iimuro M,

shift of Six1 expression drives evolutionary transition

Yokoyama Y， Kikuyama R， Miwa H， Matsumoto T.

of vertebrate primary sensory neurons．第44回日本発

Infliximab therapy impacts the peripheral immune-

生生物学会年会 2011.5 宜野湾

兵庫医大業績録（2011）
Ikeda K， Sato S， Yajima H， Kawakami K.
Expression pattern of Six genes in the mouse early
embryos． 第44回日本発生生物学会年会 2011.5 宜野湾
池田啓子． 嗅上皮発生段階におこるNeurogenesisを司る遺
伝子カスケード．（シンポジウム）日本味と匂学会第45回大会

5

下関
白土佑介， 武村政徳， 辻田純三． ストレッチングの仕方がい
つ確立されるのか？． 第66回日本体力医学会大会 2011.9
下関
賀屋光晴， 山下陽一郎， 石垣享， 小山勝弘， 武田ひとみ,
大谷秀憲， 武村政徳， 玉木彰， 辻田純三． 医療系大学

2011.10 金沢

生の体力に関する研究（3）
． 第66回日本体力医学会大会
2011.9 下関

健康スポーツ科学

Health and Sports Sciences
■学術論文■
［原著］
賀屋光晴， 山下陽一郎， 辻田純三． 医療系大学生の体力
と運動習慣の関係．体育・スポーツ科学 2011;20:29-32

辻田純三， 武村政徳， 山下陽一郎， 小山勝弘， 石垣享,
武田ひとみ， 賀屋光晴， 大谷秀憲， 川辺政実． 周波数
加工ネックレスの生体に及ぼす影響（3）
． 第66回日本体力
医学会大会 2011.9 下関
山本隼年， 武村政徳， 辻田純三． 肩甲骨面上肢挙上動作
の筋電図学的検討−野球選手の棘上筋エクササイズへの示
唆−． 第66回日本体力医学会大会 2011.9 下関

Takemura M， Furuta T， Tsujita J， Oku Y.

辻田純三， 中嶋富夫， 賀屋光晴． 高気圧空気チャンバー使

Determination of anaerobic threshold by the

用における症例検討（視力測定）
． 第50回日本生気象学会

breakpoint of locomotor respiratory coupling． Hyogo
Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta Med Hyogo）
2011;36:99-106
［症例報告］
中尾哲也, 増田研一， 辻和哉， 牛島詳力， 金井成行， 柳
田育久， 辻田純三， 平川和文. 左踵骨後足部滑液包炎

大会 2011.11 京都
［地方学会］
辻田純三． スポーツ現場における熱中症発症実態とその要因
について．（シンポジウム）日本体力医学会第25回近畿地方
会 2011.1 大阪
栗田興司， 武村政徳， 狩野祐司， 中尾哲也， 春木淳二,

を有した陸上競技短距離選手の１症例～発生機序に着目し

賀屋光晴， 辻田純三． 特性ベルトによる下肢基部加圧が

た理学療法的アプローチ～． 関西医療大学紀要 2011;5:25-

筋活動へ及ぼす影響−スクワット動作における大腿部筋活動

31
■学会発表■
［国際学会］
Kanoh Y，Takemura M，Kurita K，Nakao T，Kaya M,
Tsujita J． Affect of verval instruction to alter landing
muscle activity for center of gravity position.

−．日本体力医学会第25回近畿地方会 2011.1 大阪
中尾哲也， 増田研一， 金井成行， 貞方勇祐， 小林大樹,
辻田純三， 平川和文． 下部体幹筋群収縮様式の違いによ
る片脚起立時の変化−骨盤回旋角度および重心変化から
−．日本体力医学会第25回近畿地方会 2011.1 大阪
武村政徳， 伊藤健司， 中尾哲也， 春木淳二， 賀屋光晴,

American College of Sports Medicine 58th Annual

辻田純三． 小学生の体力の特徴−「健康力測定」を用い

Meeting（ACSM2011）2011.5 Denver

た都市部と郊外部との比較−． 日本体力医学会第25回近

Kurita K，Takemura M，Kanoh Y，Nakao T，Haruki J,

畿地方会 2011.1 大阪

Kaya M， Tsujita J． Effects of low-intensity bench

伊藤健司， 武村政徳， 中尾哲也， 辻和哉， 辻田純三.

press exercise with restricted arm muscle blood flow

高齢者のウォーキングによる歩数量増加と健康力との関係−

on muscle activation． American College of Sports

特に健康力低下に着目して−． 日本体力医学会第25回近

Medicine 58th Annual Meeting（ACSM2011）2011.5
Denver
［国内学会］
山下陽一郎， 小田南州生， 賀屋光晴， 辻田純三． 運動習
慣の違いが男子学生の体力テストの結果に及ぼす影響． 第
66回日本体力医学会大会 2011.9 下関
狩野祐司， 小田啓之， 杉山匡人， 武村政徳， 辻田純三.
ジャンプ着地における重心位置の違いが身体に与える影響.
第66回日本体力医学会大会 2011.9 下関
中尾哲也， 増田研一， 金井成行， 辻田純三， 平川和文.
下部体幹筋群収縮様式の違いによる肩関節自動屈曲可動域
変化． 第66回日本体力医学会大会 2011.9 下関
伊藤健司， 武村政徳， 辻田純三． 健康力測定を用いた健
康力評価尺度の作成． 第66回日本体力医学会大会 2011.9

畿地方会 2011.1 大阪
■その他■
辻田純三． 加齢を考える． 兵庫県いなみ野学園高齢者大学
講座 2011.3 加古川

6

兵庫医大業績録（2011）

専 門 部 門
Specialty Division
〔基礎医学系講座〕
Basic Medicine Seminars

本生理学会・第116回日本解剖学会全国学術集会合同学
会 2011.3 横浜
［地方会等］
全瑨坤， 前田誠司， 大谷（桑原）佐知， 田中宏一， 早川
徹， 関真．ラット腎上皮系細胞におけるアセチルコリンによる
カリウムチャンネル発現促進について． 第87回日本解剖学会
近畿支部学術集会 2011.12 西宮

解剖学

Anatomy

神経科学部門

細胞生物部門

Division of Neuroscience

Division of Cell Biology
■学術論文■
［総説］

■学術論文■
［原著］

早川徹． 迷走神経の運動および感覚ニューロンの上部消化管

Yamanaka H， Kobayashi K， Okubo M， Fukuoka T,

における投射様式． 兵庫医科大学医学会雑誌 2011,36:23-

Noguchi K． Increase of close homologue of cell

6

adhesion molecule L1 in primary afferent by nerve

［原著］

injury and the contribution to neuropathic pain． J

Hayakawa T， Kuwahara-Otani S， Maeda S， Tanaka K，

Comp Neurol 2011;519:1597-615

Seki M． Projections of calcitonin gene-related peptide

Fukuoka T， Noguchi K． Comparative study of voltage-

immunoreactive neurons in the vagal ganglia of the

gated sodium channel α-subunits in non-overlapping

rat． J Chem Neuroanat 2011;41:55-62

four neuronal populations in the rat dorsal root

Maeda S， Jun JG， Kuwahara-Otani S， Tanaka K，

ganglion． Neurosci Res 2011;70:164-71

Hayakawa T， Seki M． Non-neuronal expression of

Narita M， Niikura K， Nanjo-Niikura K， Narita M,

choline acetyltransferase in the rat kidney．Life Sci

Furuya M， Yamashita A， Saeki M， Matsushima Y,

2011,89:408-14

Imai S， Shimizu T， Asato M， Kuzumaki N,

Tanaka K， Hayakawa T， Maeda S， Kuwahara-Otani S，

Okutsu D， Miyoshi K， Suzuki M， Tsukiyama Y,

Seki M． Distribution and ultrastructure of afferent

Konno M， Yomiya K， Matoba M， Suzuki T.

fibers in the parietal peritoneum of the rat. Anat Rec

Sleep disturbances in a neuropathic pain-like condition

（Hoboken）2011;294:1736-42
■学会発表■
［国内学会］

in the mouse are associated with altered GABAergic
transmission in the cingulate cortex． Pain
2011;152:1358-72

Hayakawa T， Kuwahara S， Maeda S， Tanaka K， Seki

Cavanaugh DJ， Chesler AT， Jackson AC， Sigal YM,

M． Projections to the upper alimentary canal of

Yamanaka H， Grant R， O'Donnell D， Nicoll RA,

CGRP immunoreactive neurons in the vagal sensory

Shah NM， Julius D， Basbaum AI． Trpv1 reporter

ganglia of the rat．（誌上開催）第88回日本生理学会・

mice reveal highly restricted brain distribution and

第116回日本解剖学会全国学術集会合同学会 2011.3 横浜

functional expression in arteriolar smooth muscle

Maeda S， Jun JG， Kuwahara S， Tanaka K， Hayakawa

cells． J Neurosci 2011;31:5067-77

T， Seki M． Expression of choline acetyltransferase

Yoshida N， Kobayashi K， Yu L， Wang S， Na R,

by the non-neuronal cells in the rat kidney．（誌上開

Yamamoto S， Noguchi K， Dai Y． Inhibition of

催）第88回日本生理学会・第116回日本解剖学会全国学術

TRPA1 channel activity in sensory neurons by the

集会合同学会 2011.3 横浜

glial cell line-derived neurotrophic factor family

Tanaka K， Hayakawa T， Maeda S， Kuwahara-Otani S，

member， artemin． Mol Pain 2011;7:41

Seki M． Distribution and ultrastructure of afferent

Fukuoka T， Yamanaka H， Kobayashi K， Okubo M,

fibers in the parietal peritoneum of the rat. （誌上開

Miyoshi K， Dai Y， Noguchi K． Re-evaluation of the

催）第88回日本生理学会・第116回日本解剖学会全国学術

phenotypic changes in L4 dorsal root ganglion neurons

集会合同学会 2011.3 横浜

after L5 spinal nerve ligation． Pain 2011;153:68-79

Oku Y， Yokota S， Okabe A， Okada Y， Hayakawa T.

Kobayashi K， Takahashi E， Miyagawa Y， Yamanaka H,

Anatomical architecture and functional significance of

Noguchi K． Induction of the P2X7 receptor in spinal

a novel respiratory neuron group in the high cervical

microglia in a neuropathic pain model． Neurosci Lett

spinal cord of the neonatal rat．（誌上開催）第88回日

2011;504:57-61
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Gu M， Miyoshi K， Dubner R， Guo W， Zou S， Ren

大久保正道， 山中博樹， 小林希実子， 野口光一．ラット後

K， Noguchi K， Wei F． Spinal 5-HT3 receptor

根神経節におけるロイコトリエン受容体の発現と疼痛行動へ

activation induces behavioral hypersensitivity via a

の関与． 第33回日本疼痛学会 2011.7 松山

neuronal-glial-neuronal signaling cascade． J Neurosci
2011;31:12823-36
Noguchi K， Okubo M． Leukotrienes in nociceptive
pathway and neuropathic/inflammatory pain． Biol
Pharm Bull 2011;34:1163-9
■学会発表■
［国際学会］

神田浩里， 小林希実子， 山中博樹， 野口光一． 末梢神経
障害後の脊髄におけるCOX-1,COX-2，PGD2,thromboxane
A2合成酵素の発現． 第34回日本神経科学大会 2011.9 横
浜
八木秀司， 謝敏カク， 池田弘， 駒田致和， 猪口徳一， 黒
田一樹， 岡部勝， 佐藤真． 神経棘突起の形態調節にお
けるFILIPの役割． 第34回日本神経科学大会 2011.9 横浜

Noguchi K． The role of leukotrienes in spinal cord and

八木秀司， 謝敏カク， 池田弘， 駒田致和， 猪口徳一， 黒

DRG in pain mechanism． The 4th Asian Pain

田一樹， 岡部勝， 佐藤真． 大脳皮質形成と棘突起形態

Symposium（APS 2011）2011.5 Shanghai

におけるFILIPの 役 割． 第54回日本 神 経 化 学 会 大 会

Yagi H， Xie MJ， Ikeda H， Komada M， Iguchi T,

2011.9 金沢

Kuroda K， Okabe M， Sato M． Deletion of FILIP

野口光一． 神経障害性疼痛の分子メカニズム．（ランチョンセ

resulted in the disturbance of cortical formation and

ミナー）第26回日本整形外科学会基礎学術集会 2011.10

impaired spines． Cortical Development Conference

前橋

2011 2011.5 Greece
Xie MJ， Yagi H， Kuroda K， Wang CC， Komada M,
Iguchi T， Sato M． Neurons that start glia-guided
locomotion are sorted based on dendritic growth cone

吉田直樹， 福岡哲男， 今西幸仁， 藤井良憲． アトピー性脊
髄炎による運動障害． 第48回日本リハビリテーション医学会
学術集会 2011.11 千葉
［地方会等］

activities regulated by Abl kinase and CDK5 via

神原政仁， 小林希実子， 野口光一． 末梢神経損傷後の脊

Wave2-Abi2． Cortical Development Conference 2011

髄に一過性に増加するTNF alpha． 第87回日本解剖学会

2011.5 Greece
Yu L， Noguchi K， Dai Y． Pinosylvin methyl ether

近畿支部学術集会 2011.12 西宮
［科学研究費等班会議］

desensitizes the TRPV1 channel． The 41st Annual

野口光一． 脂質メディエーター特にロイコトリエンによる疼痛伝

Meeting of the Society for Neuroscience

達制御機構（各個研究）
． 新学術領域研究「生命応答を

（Neuroscience 2011）2011.11 Washington DC
Kanda H， Kobayashi K， Yamanaka H， Noguchi K.
Expression of PGD2 and TXA2 synthases and the
receptors in spinal cord following peripheral nerve
injury． The 41st Annual Meeting of the Society for
Neuroscience（Neuroscience 2011）2011.11
Washington DC
Okubo M， Yamanaka H， Kobayashi K， Fukuoka T,
Dai Y， Noguchi K， Expression of leukotriene

制御する脂質マシナリー」平成23年度第2回班会議 2011.7
淡路
［研究会・講演会等］
野口光一． 痛みの分子形態学的研究．（シンポジウム）筋骨
格系疼痛シンポジウム 2011.3 名古屋
野口光一． 痛み分子メカニズムのABCと最近の知見． 第231
回大阪臨床整形外科医会研修会 2011.6 大阪
野口光一． 神経障害性疼痛の分子メカニズムupdate． 第17
回糖尿病性神経障害を考える会 2011.8 東京

receptors in the rat dorsal root ganglion and the
effect on pain behaviors． The 41st Annual Meeting

生理学

of the Society for Neuroscience（Neuroscience 2011）
2011.11 Washington DC

Physiology

Noguchi K． Detailed analysis of gene expression in

生体機能部門

primary afferent neurons in a rat model of

Division of Physiome

neuropathic pain．The 9th International Association
for the Study of Pain Research Symposium（The 9th
IASP）2011.10 Shanghai
［国内学会］
野口光一． 痛みの分子メカニズム. （イブニングセミナー7）第
52回日本神経学会学術大会 2011.5 名古屋
野口光一， 山中博樹． 侵害受容系の可塑的変化と神経障
害性疼痛−細胞接着因子に注目して−．（シンポジウム）第
33回日本疼痛学会 2011.7 松山

■学術論文■
［総説］
越 久 仁 敬． 過 換 気 症 候 群 の 病 態 生 理． ファルマシア
2011;47:1133-7
越 久 仁 敬． 中 枢 呼 吸 リズ ム 生 成 機 構． The Lung
Perspectives 2011;19:317-21
越久仁敬． 蛍光イメージングを用いた呼吸中枢網の解析． 呼
吸と循環 2011;59:1199-205
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荒田晶子， 松岡基行， 大川太資， 迫健太郎， 和田吉弘，

sodium cyanide on cervical root activity in brainstem-

四本界人． 呼吸中枢に対する橋の役割． 兵庫医科大学医

spinal cord preparation．（誌上開催）第88回日本生理

学会雑誌 2011;36:51-7

学会大会・第116回日本解剖学会総会全国学術集会合同

［原著］

大会 2011.3 横浜

Lal A， Oku Y， Hülsmann S， Okada Y， Miwakeichi

Fujiki Y， Okada Y， Oku Y， Yokota S， Tamura Y,

F， K a w a i S， T a m u r a Y， I s h i g u r o M， D u a l

Ishiguro M， Miwakeichi F． A comparison of

oscillator models of the respiratory neuronal network

standardization methods of voltage-imaging data that

generating quantal slowing of respiratory rhythm． J

enable to integrate the spatial information from

Comp Neurosci 2011;30:225-40

different samples． 第34回日本神経科学大会 2011.9 横

Miwakeichi F， Oku Y， Okada Y， Kawai S， Tamura

浜

Y， Ishiguro M． Detection and visualization method

Arata A， Shimomura H， Amano K， Arata S,

of dynamic state transition for biological spatio-

Yamakawa K， Tanizawa T． The differences of the

temporal imaging data． IEEE Trans Med Imaging

respiratory network between C57BL/6 and BALB/c

2011;30:859-66

in Dscam knockout mice． 第34回日本 神 経 科 学 大 会

Koganezawa T， Okada Y， Terui N， Paton JFR,

2011.9 横浜

Oku Y． A μ-opioid receptor agonist DAMGO induces

Okabe A， Arata A， Shimizu-Okabe C， Takayama C,

rapid breathing in the arterially perfused in situ

Konishi S， Fukuda A． Postnatal changes of Cl-

preparation of rat．Respir Physiol Neur o b i o l

homeostasis in respiration-related rhythmic activity in

2011;177:207-11

mouse hypoglossal nucleus． 第34回日本神経科学大会

Takemura M， Furuta T， Tsujita J， Oku Y.

2011.9 横浜

Determination of anaerobic threshold by the break

I t o - S h i g a M， K a n b a r a - K u m e N， S h i m o m u r a H ,

point of locomotor respiratory coupling． Hyogo Ika

Tanizawa T， Arata A． Cyanide modulates on the

D a i g a k u I g a k k a i Z a s s h i（ A c t a M e d H y o g o ）

cervical activity in neonatal rat brainstem-spinal cord

2011;36:99-106
■学会発表■
［国際学会］
Arata A． Analysis of the respiratory rhythm genesis

preparation． 第34回日本神経科学大会 2011.9 横浜
荒田晶子， 下村英毅， 藤井盛光， 谷澤隆邦． 橋結合腕傍
核における呼吸性ニューロンの特性． 第64回日本自律神経
学会 2011.10 秋田

using knock-out mice with respiratory failure.

平 田 豊， 越 久 仁 敬． TRP channels are involved in

（Invited lecture）Experimental Biology Annual

mediating hypercapnic Ca2+ responses in rat glia-rich

meetings（EB2011）2011.4 Washington DC
Miwakeichi F， Oku Y， Okada Y， Kawai S， Tamura
Y， Ishiguro M． A spatio-temporal analysis for
detecting neural activation in the imaging data． 58th

medullary cultures independent of extracellular pH.
第34回日本分子生物学会年会 2011.12 横浜
［科学研究費等班会議］
荒 田 晶 子， Erik De Schutter． Bridging computational

World Statistics Congress of the International

neuroscience and system biology． 日米科学技術協力

Statistical Institute（ISI2011）2011.8 Dublin

事業「脳研究」 分野 研究情報交換セミナー成果報告

Arata A， Fujii M， Tanaka I， Ezure K． Adrenergic
modulation on the respiratory phase-switching

2011.12 岡崎
［研究会・講演会等］

neurons in nucleus parabrachialis complex in the

越久仁敬， 古田高征， 武村政徳， 辻田純三． 頚部干渉波

neonatal rat． Society for Neuroscience 2011

電気刺激による嚥下促通効果． 第6期NPO法人西日本呼

（Neuro2011）2011.11 Washington DC
［国内学会］
Arata A． The structure and function of the respiratory
center viewing from gene knock-out mice．（ 誌 上 開
催）第88回日本生理学会大会・第116回日本解剖学会総会
全国学術集会合同大会 2011.3 横浜
Okabe A， Arata A， Takayama C， Konishi S， Fukuda
A． Developmental changing in Cl- homeostasis in

吸器内科医療推進機構総会 2011.2 京都
越久仁敬， 越谷直弘， 岡田泰昌． 一呼吸内の呼吸中枢活
動のゆらぎは決定論的カオスである． バイオフィジオロジー研
究会 2011.2 京都
藤木康久， 横田茂文， 岡田泰昌， 越久仁敬， 田村義保,
石黒真木夫， 三分一史和． 脊髄イメージングデータにおけ
る標準化手法とその評価． 医用診断のための応用統計数
理の新展開III 2011.9 立川

postnatal mouse hypoglossal nucleus．（誌上開催）第

志賀真理， 下村英毅， 谷澤隆邦， 荒田晶子． 低酸素状態

88回日本生理学会大会・第116回日本解剖学会総会全国学

における新生児期の呼吸リズム． 第39回自律神経研究会

術集会合同大会 2011.3 横浜
Ito-Shiga M， Kanbara-Kume N， Arata A． Effects of

2011.12 東京
■特許■
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越久仁敬 他５名． 嚥下活動モニタリング装置， 嚥下活動

Kimura R， MacTavish D， Yang J， Westaway D,

モニタリングシステム， 生体情報記録装置および嚥下活

J h a m a n d a s J H ． B e t a a m y l o i d（ Aβ）
-induced

動 モ ニタリングプログラム． 出 願日:2009.6.25 公 開日

depression of hippocampal long-term potentiation is

:2011.1.13 出願番号:特願2009-151324 公開番号:特開2011-

mediated through the amylin receptor． Society for

4968

Neuroscience（Neuroscience2011）2011.11 Washington

■その他■

DC

荒田晶子． 呼吸中枢について−最近の知見−． 田中啓
治， 岡本仁 編．（ビデオ）脳科学の進歩 分子から心まで.
東京：放送大学教育振興会， 2011

［国内学会］
西本高明， 松本明， 木原武士， 赤地昭紀， 杉本八郎.
低濃度H2O2はPI3K-Aktシグナル経路を介して細胞保護作
用を発揮する． 84回日本薬理学会年会 2011.3 横浜
［地方会等］

生体情報部門

Division of Bioinformation

菅野武史， 西崎知之．リノール酸誘導体DCP-LAは， PP-1
阻害/CaMKII活性化を介してAMPA受容体のエキソサイト
ーシスを刺 激 する． 第120回日本 薬 理 学 会 近 畿 部 会

■学術論文■
［原著］
Shimizu T， Kanno T， Tanaka A， Nishizaki T．α，β

2011.11 京都
［研究会・講演会等］
西本高明． 興奮性神経毒性に対するAMPAの保護作用機

-DCP-LA selectively activates PKC-ε and stimulates

序． 兵庫医大・岐阜大・産業医大合同セミナー 2011.12 福

neurotransmitter release with the highest potency

岡

among 4 diastereomers．Cell Physiol Biochem
2011;27:149-58

生化学

Kanno T， Nishizaki T． Sphingosine induces apoptosis
in hippocampal neurons and astrocytes by activating

Biochemistry

caspase-3/-9 via a mitochondrial pathway linked to
SDK/14-3-3 protein/Bax/cytochrome c． J Cell

■著書■

Physiol 2011;226:2329-37

鈴木敬一郎． 総説， 糖質． 鈴木敬一郎， 本家孝一， 大

Kanno T， Nishizaki T． Endogenous sphingosine
1-phosphate regulates spontaneous glutamate release
from mossy fiber terminals via S1P3 receptors． Life
Sci 2011;89:137-40
Kanno T， Nishizaki T． CFTR mediates noradrenalineinduced ATP efflux from DRG neurons． Mol Pain
2011;7:72
Y a g u c h i T， N a k a n o T， G o t o h A， N i s h i z a k i T .
Adenosine promotes GATA-2-regulated p53 gene
transcription to induce HepG2 cell apoptosis．Cell
Physiol Biochem 2011;28:761-70

河原知水， 藤原範子 編．カラーイラストで学ぶ集中講義生
化学． 東京:メジカルビュー社， 2011:2-11,186-241
藤原範子． アミノ酸・タンパク質． 鈴木敬一郎， 本家孝一,
大河原知水， 藤原範子 編．カラーイラストで学ぶ集中講義
生化学． 東京:メジカルビュー社， 2011:108-85
■学術論文■
［総説］
藤原範子． Cu,Zn-スーパーオキシドジスムターゼに関する研究.
兵庫医科大学医学会雑誌 2011;36:59-65
［原著］
Eguchi H， Fujiwara N， Sakiyama H， Yoshihara D,

Y a n g D， Y a g u c h i Y， N a k a n o T， N i s h i z a k i T .

Suzuki K． Hydrogen peroxide enhances LPS-induced

Adenosine activates AMPK to phosphorylate Bcl-XL

nitric oxide production via the expression of interferon

responsible for mitochondrial damage and DIABLO

beta in BV-2 microglial cells． Neurosci Lett

release in HuH-7 cells． Cell Physiol Biochem

2011;494:29-33

2011;27:71-8

Korekane H， Korekane A， Yamaguchi Y， Kato M,

Yang D， Yaguchi T， Nagata T， Gotoh A， Dovat S,

Miyamoto Y， Matsumoto A， Hasegawa T， Suzuki

Song C， Nishizaki T． AMID mediates adenosine-

K， Taniguchi N， Ookawara T． N-Glycosylation

induced caspase-independent HuH-7 cell apoptosis.

profiling of recombinant mouse extracellular

Cell Physiol Biochem 2011;27:37-44

superoxide dismutase produced in Chinese hamster

Nagata T， Yaguchi T， Nishizaki T． DL- and POphosphatidylcholines as a promising learning and
memory enhancer． Lipids Health Dis 2011;10:25
■学会発表■
［国際学会］

ovary cells． Glycoconj J 2011;28:183-96
［研究報告］
谷口直之， 藤原範子， 松本紋子． 酸化修飾の標的である
Cys111を2MEで還 元し安 定 化させたSOD1の構 造 解 析.
厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業
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「筋萎縮性側索硬化症の病態に基づく画期的治療法の開
発」班 平成22年度総括研究報告書 2011:65-7
■学会発表■
［国際学会］

SOD1ノックアウトマウスの腎臓におけるIRPlのリン酸化とその
生理的意義． 第84回日本生化学会大会 2011.9 京都
［地方会等］
江口裕伸，藤原範子，崎山晴彦，吉原大作，鈴木敬一郎.

Yoshihara D， Fujiwara N， Sakiyama H， Eguchi H,

過酸化水素はIFN-betaの発現を介してLPSによるNO産生を

Suzuki K． Changes in renal iron metabolism by

増強する． 第58回日本生化学会近畿支部例会 2011.5 大

SOD1 deficiency． International Symposium on Free

阪

Radical Research：Contribution to Medicine 2011.1
Kyoto
Fujiwara N， Ihara K， Kato S， Yoshihara D， Eguchi

鈴木敬一郎． 基礎医学の立場から， 医学研究の魅力と現状.
（シンポジウム）第58回日本生化学会近畿支部例会 2011.5
大阪

H, Sakiyama H， Wakatsuki S， Taniguchi N， Suzuki

■その他■

K． Oxidation of Cys111 residue in loop VI of human

松本紋子， 藤原範子， 谷口直之． 筋萎縮性側索硬化症に

copper/zinc superoxide dismutase． 12th

関わるSOD1のオリゴマー形成． 厚生労働科学研究費補助

International Congress On Amino Acids，Peptides

金 難治性疾患克服研究事業「筋萎縮性側索硬化症の病

and Proteins． 2011.8 Beijing

態に基づく画期的治療法の開発」班 平成22年度班会議

Sakiyama H， Fujiwara N， Noguchi T， Eguchi H,
Yoshihara D， Suzuki K． The role of O-linked GlcNAc
modification on the glucose response of ChREBP.

2011.1 東京
鈴木敬一郎． 兵庫医科大学の国家試験対策の取り組み． 平
成23年度医学教育に関するワークショップ 2011.8 東京

12th International Congress On Amino Acids,
Peptides and Proteins． 2011.8 Beijing

薬理学

Fujiwara N， Ihara K， Yamaguchi Y， Torigoe H,
Yoshihara D， Eguchi H， Sakiyama H， Wakatsuki

Pharmacology

S， Taniguchi N， Suzuki K． Types of loop VI
structure in copper zinc superoxide dismutase． 5th
Biennial Meeting of Society for Free Radical
Research-Asia（SFRR Asia）2011.8 Kagoshima

■学術論文■
［原著］
Kitanaka J， Kitanaka N， Hall FS， Uhl GR， Tatsuta

Eguchi H， Fujiwara N， Sakiyama H， Yoshihara D,

T， Morita Y， Tanaka K， Nishiyama N， Takemura

Suzuki K． Accelerated production of nitric oxide by

M． Histamine H 3 receptor agonists decrease

LPS and hydrogen peroxide in BV-2 microglial cells.

hypothalamic histamine levels and increase

5th Biennial Meeting of Society for Free Radical

stereotypical biting in mice challenged with

Research-Asia（SFRR-Asia）2011.8 Kagoshima

methamphetamine． Neurochem Res 2011;36:1824-33

Sakiyama H， Fujiwara N， Eguchi H， Yoshihara D,
Suzuki K． The new insight of transcriptional

■学会発表■
［国際学会］

activation of carbohydrate response element-binding

Kitanaka N， Kitanaka J， Tanaka K， Nishiyama N,

protein（ChREBP）
． 5th Biennial Meeting of Society

Takemura M． Isoliquiritigenin， a licorice flavonoid,

for Free Radical Research-Asia（SFRR-Asia）2011.8

inhibits methamphetamine-induced hyperlocomotion

Kagoshima

but not stereotypical behavior or conditioned place

Yoshihara D， Fujiwara N， Sakiyama H， Eguchi H,
Suzuki K． Modulation of IRP1 activities by SOD1
deficiency． 5th Biennial Meeting of Society for Free
Radical Research-Asia（SFRR-Asia）2011.8
Kagoshima
［国内学会］

preference in mice． The 41st Annual Meeting of the
Society for Neuroscience（Neuroscience 2011）
2011.11 Washington DC
Kitanaka J， Kitanaka J， Hall FS， Uhl GR， Takemura
M． Histamine H 3 receptor agonists decrease
hypothalamic histamine levels and increase

藤原範子， 伊原健太郎， 鳥越秀峰， 山口芳樹， 若槻壮

stereotypical biting in mice challenged with

市， 谷口直之， 鈴木敬一郎．ヒトSOD1ダイマーのループ

methamphetamine． The 41st Annual Meeting of the

VI構 造 は 非 対 称 である． 第84回日本 生 化 学 会 大 会

Society for Neuroscience（Neuroscience 2011）

2011.9 京都

2011.11 Washington DC

崎山晴彦，藤原範子，江口裕伸，吉原大作，鈴木敬一郎.
ChREBPのグルコース応答におけるO-GlcNAc修飾の生理
的役割． 第84回日本生化学会大会 2011.9 京都
吉原大作，藤原範子，崎山晴彦，江口裕伸，鈴木敬一郎.

［国内学会］
北中順惠， 北中純一， 渡部要， 田中康一， 立田知大， 守
田嘉男， 西山信好， 竹村基彦． 回転皿の経験が覚せい
剤誘導場所嗜好性に及ぼす影響．（誌上開催）第84回日

兵庫医大業績録（2011）
本薬理学会年会 2011.3 横浜
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［総説］

北中純一， 北中順惠， Hall FS， Uhl GR， 田中康一， 立

内山良介， 筒井ひろ子． 細菌感染によるFasシグナル系を介

田知大， 守田嘉男， 西山信好， 竹村基彦． 視床下部ヒ

したIL-18産生機構． エンドトキシン・自然免疫研究 2011;

スタミン含量変化と覚せい剤誘発常同噛み行動の発現頻度と

14:17-22

の関連性．（誌上開催）第84回日本薬理学会年会 2011.3

内山良介， 今村美智子， 筒井ひろ子． エンドトキシンショック
関連肝障害におけるTRIF-NLRP3依存的なインフラマソーム

横浜
北中純一， 北中順惠， 岡本正幸， 南弘樹，田中康一， 立
田知大， 守田嘉男， 西山信好， 竹村基彦． マウスにおけ
る覚せい剤報酬効果， 自発運動量亢進， および常同行為
に対するイソリキリチゲニン（甘草フラボノイド）の効果．（誌
上開催）第84回日本薬理学会年会 2011.3 横浜

形成の重要性． 生体の科学 2011;62:213-20
内山良介， 筒井ひろ子． Helicobacter pylori 感染と炎症惹
起のメカニズム． 医学のあゆみ 2011;238:947-52
［原著］
Okuno T， Hooper LC， Ursea R， Smith J, Nussenblatt

田中康一， 北中順惠， 北中純一， 佐藤友昭， 西川殷維，

R， Hooks JJ， Hayashi K． Role of human herpes

竹村基彦， 馬場明道， 西山信好． 酸化ストレスDNA障害

virus 6 in corneal inflammation alone or with human

修復におけるヌクレオシド輸送体を介したチミジン取り込み.
（誌上開催）第84回日本薬理学会年会 2011.3 横浜

herpesviruses． Cornea 2011;30:204-7
Matsumoto K， Kan-O K， Eguchi-Tsuda M，

田中康一， 北中順惠， 北中純一， 佐藤友昭， 西川殷維，

Fukuyama S， Asai Y， Matsumoto T， Moriwaki A，

竹村基彦， 馬場明道， 西山信好． チミジン取り込みにおけ

Matsunaga Y， Tsutsui H， Kawai T， Takeuchi O，

るヌクレオシド輸送体の詳細．（誌上開催）日本薬学会第

Akira S， Yagita H， Azuma M， Nakanishi Y，

131年会 2011.3 静岡

Inoue H． Essential role of B7-H1 in double-stranded

田中康一， 北中順惠， 北中純一， 横山翔， 貴志由梨子，
佐藤友昭， 西川殷維， 竹村基彦， 馬場明道， 西山信

RNA-induced augmentation of an asthma phenotype
in mice． Am J Respir Cell Mol Biol 2011;45:31-9

好． 培養アストロサイトにおける活性酸素種によるDNA障害

Tsutsui H， Mizutani H， Nakanishi K． Contribution of

修復のためのヌクレオシド輸送機構． 第6回トランスポーター

interleukin 18 to the development of infection-

研究会年会 2011.6 仙台

associated atopic dermatitis. Curr Probl Dermatol

北中純一， 北中順惠， 南弘樹， 岡本正幸， 田中康一， 立

2011;41:93-103

田知大， 守田嘉男， 西山信好， 竹村基彦． イソリキリチ

Shiraki K， Daikoku T， Tamemoto M， Yoshida Y，

ゲニンは覚せい剤によるマウスの運動量亢進を抑制する． 第

Suzuki K， Akahori Y， Okuno T， Kurosawa Y，

34回日本神経科学大会 2011.9 横浜

Asano Y． Neutralizing anti-gH antibody of Varicella-

北中順惠， 北中純一， 渡部要， Hall FS， Uh1 GR， 田

zoster virus modulates distribution of gH and induces

中康一， 西山信好， 竹村基彦． 覚せい剤急性投与により

gene regulation， mimicking latency． J Virol

マウスの回転皿運動が減少する． 第34回日本神経科学大

2011;85:8172-80

会 2011.9 横浜

Kawashima T， Hayashi K， Kosaka A， Kawashima

田中康一， 北中順惠， 北中純一， 貴志由梨子， 横山翔，

M， Igarashi T， Tsutsui H， Tsuji NM， Nishimura

佐藤友昭， 西川殷維， 竹村基彦， 馬場明道， 西山信

I， Hayashi T， Obata A． Lactobacillus plantarum

好． 酸化ストレスによるヌクレオシド輸送体を介したチミジン取

strain YU from fermented foods activates Th1 and

り込みの目的． 第34回日本神経科学大会 2011.9 横浜

protective immune responses． Int Immunopharmacol

北 中 純 一， 北 中 順 惠， Hall FS， Uh1 GR， 立 田 知 大,

2011;11:2017-24

守田嘉男， 田中康一， 西山信好， 竹村基彦． H3受容体

Shimoyama A， Saeki A， Tanimura N， Tsutsui H,

アゴニストによる視床下部ヒスタミン含量減少と覚せい剤誘発

Miyake K， Suda Y， Fujimoto Y， Fukase K.

かみ行動増強は負に相関する． 第15回日本ヒスタミン学会年

Chemical synthesis of Helicobacter pylori

会 2011.10 盛岡

lipopolysaccharide partial structures and their
selective proinflammatory responses． Chemistry
2011;17:14464-74

病原微生物学
Microbiology

■著書■
筒井ひろ子， 中西憲司． IL-18． 岩倉洋一郎 編． 疾患モ
デルの作製と利用−免疫疾患． 東京：エル・アイ・シー，

■学会発表■
［国内学会］
大谷成人， 馬場宏一， 島正之, 奥野壽臣． IFN-γ産生によ
る水痘・帯状疱疹ウイルスに対する細胞性免疫の評価． 第
85回日本感染症学会総会 2011.4 東京
Uchiyama R， Tsutsui H， Iwakura Y， Nakanishi K.

2011:304-11

IFN-γ is a master regulator of endotoxin shock

■学術論文■

syndrome in mice primed with heat-killed
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Propionibacterium acnes． 第76回日本インターフェロン・
サイトカイン学会 2011.5 泉佐野

鹿児島
筒井ひろ子， 内山良介， 久家千紗． 脾摘による感染免疫応

奥野壽臣， 馬場宏一， 山田明， 前田一洋， 奥野良信． 新

答への影響． 厚生労働省科学研究費補助金肝炎等克服

型インフルエンザA（H1N1）2009pdmの血清疫学． 第52

緊急対策研究事業「血小板低値例へのインターフェロン治

回日本臨床ウイルス学会 2011.6 津

療法の確立を目指した基礎および臨床的研究」第1回合同

馬場宏一， 奥野壽臣． 新しく開発した気管支モデルによるイン
フルエンザワクチンの経鼻投与3法の気道内到達深度比較試
験． 第52回日本臨床ウイルス学会 2011.6 津

研究会議 2011.7 名古屋
内山良介， 久家千紗， 筒井ひろ子． 脾摘による感染免疫応
答への影響． 厚生労働省科学研究費補助金肝炎等克服

馬場宏一， 奥野壽臣， 加瀬哲男， 高橋和郎， 安井良則,

緊急対策研究事業「血小板低値例へのインターフェロン治

岡部信彦． 新型インフルエンザ（H1N1）2009pdmとワクチ

療法の確立を目指した基礎および臨床的研究」第2回合同

ンによる家庭内感染の防止． 第52回日本臨床ウイルス学会
2011.6 津

研究会議 2011.12 大阪
［研究会・講演会等］

U c h i y a m a R， T s u t s u i H ． P r o t e c t i v e e f f e c t o f

馬場宏一， 奥野寿臣， 稲井優太， 奥野良信． 新しく開発し

polysaccharide vaccine in splenectomized mice against

た気管支モデルによるインフルエンザワクチンの経鼻投与3法

infection of streptococcus pneumoniae． 第84回日本細

の気道内到達深度比較試験． 第2回予防接種に関する研

菌学会総会 2011.9 札幌

究報告会 2011.3 大阪

Adachi K， Uchiyama R， Tsutsui H， Nakanishi K.
Non-conventional mechanisms of ige response in lethal

免疫学・医動物学

mouse malaria． 第84回日本細菌学会総会 2011.9 札幌
Nishimura I， Kawashima T， Kaneko D， Kosaka A，

Immunology and Medical Zoology

Y a n H， U c h i y a m a R， T s u t s u i H， T s u j i N M .
Immunomodulatory acivities of double-stranded RNA

■著書■

in lactic acid bacteria via TLR3． 第84回日本細菌学会

Yoshimoto T， Tsutsui H， Nakaninshi K． Importance of

総会 2011.9 札幌

Th17-and Th1-associated responses for the

Tsutsui H， Kato J， Uchiyama R． IFNγ/STAT1

development of asthma． In:Izuhara K， Holgate S T,

signaling contributes to ConA hepatitis via tissue

Wills-KM eds．Inflammation and Allergy Drug Design.

factor induction necessary for hypercoagulation in
mice． 第40回日本免疫学会学術集会 2011.11 千葉
Kawashima T， Yan H， Guo Z． Uchiyama R,
Carreras J， Kaisho T， Takeuchi O， Akira S，

London：Willey Blackwell， 2011:27-38
安田好文， 中西憲司． Th2アジュバントの作用機序と臨床応
用． 石井健， 山西弘一 監． アジュバント開発研究の新展
開． 東京：シーエムシー出版， 2011:32-8

Tsutsui H， Saito T， Nishimura I， Tsuji NM.

中西憲司． インターロイキン18， 炎症． 桂義元， 河本宏，

Double-stranded RNA of lactic acid bacteria triggers

小安重夫， 山本一彦 編． 免疫の辞典． 東京：朝倉書店,

TLR3-mediated IFN-βproduction by dendritic cells.

2011:63,96

第40回日本免疫学会学術集会 2011.11 千葉
馬場宏一， 山田明， 奥野壽臣， 前田一洋， 加瀬哲男， 高

■学術論文■
［総説］

橋和郎， 奥野良信， 安井良則， 岡部信彦． インフルエン

Tsutsui H， Mizutani H， Nakanishi K． Contribution of

ザ ウ イ ル スA（H1N1）2009pdmに よ る 今 シ ー ズ ン

interleukin 18 to the development of infection-

（2011/2012）の流行予測とワクチンによる家族内感染の予

associated atopic dermatitis. Curr Probl Dermatol

防効果． 第15回日本ワクチン学会学術集会 2011.12 東京
馬場宏一， 白木公康， 奥野壽臣， 山西弘一， 高橋理明.

2011;41:93-103
［原著］

新しく開発した気管支モデルによる水痘生ワクチンの経鼻投

Nishizaki C， Nishikawa M， Yata T， Yamada T,

与3法の気道内到達深度比較試験． 第15回日本ワクチン学

Takahashi Y， Oku M， Yurimoto H， Sakai Y,

会学術集会 2011.12 東京

Nakanishi K， Takakura Y． Inhibition of surgical

奥野壽臣， 太田千恵美． 医学部学生における麻疹・風疹・

trauma-enhanced peritoneal dissemination of tumor

ムンプス・水痘に対する14年間の血清抗体保有率の推移.

cells by human catalase derivatives in mice． Free

第15回日本ワクチン学会学術集会 2011.12 東京
［科学研究費等班会議］
奥野壽臣． ヘルペスウイルス感染症への応用． 厚生労働省
科学研究費補助金医療機器開発推進研究事業「シュガー
チップと糖鎖固定化金ナノ粒子を用いたウイルス性疾患の超
早期検査・診断法の開発」平成23年度研究会議 2011.4

Radic Biol Med 2011;51:773-9
Nakahira M， Nakanishi K． Requirement of GATAbinding protein 3 for Il13 gene expression in IL-18stimulated Th1 cells． Int Immunol 2011;23:761-72
■学会発表■
［国際学会］

兵庫医大業績録（2011）
Matsumoto M， Yasuda K， Yoshimoto T， Nakanishi K.
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Nippostrongylus brasiliensis and Strongyloides

Basophils are essential for rapidly expelling

venezuelensis ． 第80回日本寄生虫学会大会 2011.7 東京

Strongyloides venezuelensis． 45th Annual Japan-U.S.

松 本 真 琴， 安 田 好 文， 善 本 知 広， 中 西 憲 司.

Joint Conference on Parasitic Diseases 2011.1 Tokyo

Strongyloides venezuelensis の感染防御における好酸球と

Nakanishi K． Role of IL-1 family cytokines in allergic

好塩基球の役割について． 第80回日本寄生虫学会大会

inflammation． The 76th Japanese Society of

2011.7 東京

Interferon & Cytokine Reseach The 19th International

中西憲司． 好塩基球， 肥満細胞， 好酸球の何れもが寄生

Symposium on Molecular Cell Biology of Macrophages

虫排除に重要である． 第61回日本アレルギー学会秋季学術

2011（JSICR-MMCB2011）2011.5 大阪

大会 2011.11 東京

Nakahira M， Nakanishi K． Requirement of GATA-

萠拔陽子， 久育男， 中西憲司， 善本知広． アレルギー性

binding protein 3 for Il13 gene expression in IL-18-

鼻炎モデルマウス鼻粘膜におけるマスト細胞/好塩基球の動

stimulated Th1 cells． The 76th Japanese Society of

態とIL-33の病因的役割 第61回日本アレルギー学会秋季学

Interferon & Cytokine Reseach The 19th International
Symposium on Molecular Cell Biology of Macrophages
2011（JSICR-MMCB2011）2011.5 大阪

術大会 2011.11 東京
安田好文， 武藤太一朗， 今井康友， 松本真琴， 佐々木由
紀， 高城ゆう子， 弓倉静英， 善本知広， 中西憲司.

Matsumoto M， Yasuda K， Kubo M， Yoshimoto T,

Contribution of IL-33 activated natural helper/

Nakanishi K． Basophils are essential for rapidly

nuocyte-like cells to IL-5 production and eosinophil

expelling Strongyloides venezuelensis ． The 76th

accumulation in intestinal nematode infected mice.

Japanese Society of Interferon & Cytokine Reseach
The 19th International Symposium on Molecular Cell

第40回日本免疫学会学術集会 2011.11 千葉
松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 村松正道， 本庶佑，

Biology of Macrophages 2011（JSICR-MMCB2011）

善本知広， 中西憲司． 抗体によるヴェネズエラ糞線虫の排

2011.5 大阪

除機構． 第40回日本免疫学会学術集会 2011.11千葉

Yasuda K， Sasaki Y， Matsumoto M， Taki Y，

中平雅清， 中西憲司． IL-18で刺激したTh1細胞における

Yoshimoto T， Nakanishi K． IL-33 mediated expulsion

Il13遺伝子の発現にはGATA3が必要である． 第40回日本

of Nippostrongylus brasiliensis and Strongyloides

免疫学会学術集会 2011.11 千葉

venezuelensis ． The 19th International Symposium on

安田好文． サイトカイン産生細胞としての好塩基球,好酸球の機

Molecular Cell Biology of Macrophages 2011（JSICR-

能解析．（テクニカルセミナー）第40回日本免疫学会学術集

MMCB2011）2011.5 大阪

会 2011.11 千葉

Nakanishi K． Basophils in host defense against

Nakahira M， Nakanishi K． Requirement of GATA-

helminth． The 6th Leukocyte Signal Transduction

binding protein 3 for Il13 gene expression in IL-18-

Workshop 2011.6 Greece

stimulated Th1 cells． 第34回日本 分 子 生 物 学 会 年 会

Adachi K， Uchiyama R， Tsutsui H， Nakanishi K.
Non-conventional mechanisms of IGE response in

2011.12 横浜
［地方会等］

lethal mouse malaria． International Union of

松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 村松正道， 本庶佑，

Microbiological Societies 2011 Congress（IUMS2011）

善本知広， 中西憲司． ヴェネズエラ糞線虫に対する抗体

2011.9 Sapporo

依存性排除機構について． 第67回日本寄生虫学会西日本

Nakanishi K． IL-33 mediated expulusion of

支部大会 2011.10 金沢

Nippostrongylus brasiliensis and Stongyloides

中西憲司． 上皮性サイトカインで誘導されるアレルギー性炎症.

venezuelensis． International Union of Microbiological

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2011.11 四日市

Societies 2011 Congress（IUMS 2011）2011.9 Sapporo
［国内学会］
中西憲司． 新しいアレルギーの概念．（WEB開催）第28回日
本医学会総会 2011.4 東京
中西憲司． アレルギーの増悪機構． 第41回日本皮膚アレルギ
ー・接触性皮膚炎学会総会学術大会 2011.7 甲府
今井康友， 善本知広， 善本隆之， 中西憲司， 山西清文.

［科学研究費等班会議］
中西憲司． 研究項目Ｃ（寄生虫）
． 文部科学省課学研究費
補 助 金 特 定 領 域 研 究「 感 染 マトリックス」 成 果 報 告
2011.12. 東京
［研究会・講演会等］
中西憲司． IL-1ファミリーサイトカインとアジュバント．第3回次世
代アジュバント研究会 2011.5 大阪

1L－27トランスジェニックマウスではDNFBの接触過敏症が減

中西憲司． アレルギー炎症におけるIL-1ファミリーサイトカインの

弱している． 第41回日本皮膚アレルギー・接触性皮膚炎学

役割． Advanced Seminar Series on Microbiology and

会総会学術大会 2011.7 甲府

Immunology 2011.11 大阪

安田好文， 佐々木由紀， 松本真琴， 高城ゆう子， 善本知
広， 中西憲司． I L - 3 3 m e d i a t e d e x p u l s i o n o f

■その他■
中西憲司． 新しいアレルギーの概念． 東京理科大学生命科
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学研究科大学院特別講義「免疫記憶・炎症研究の新展

from the Japanese population． Int Arch Occup
Environ Health 2011;84:927-35

開」2011.9 千葉

Arisawa K， Uemura H， Hiyoshi M， Kitayama A,
Takami H， Sawachika F， Nishioka Y， Hasegawa

公衆衛生学

Public Health

M， Tanto M， Satoh H， Shima M， Sumiyoshi Y，
Morinaga K， Kodama K， Suzuki T， Nagai M.
Dietary patterns and blood levels of PCDDs，

■著書■

PCDFs， and dioxin-like PCBs in 1656 Japanese

島正之， 環境と健康． 野尻雅美 編著． 最新保健学−疫

individuals． Chemosphere 2011;82:656-62

学・保健統計−． 改訂第2版 東京：真興交易医書出版
部， 2011:64-85
谷村晋． e p i c a l c パッケ ージ， D C l u s t e r パッケ ージ，

Kerdsin A， Dejsirilert S， Puangpatra P， Sripakdee S，
Chumla K， Boonkerd N， Polwichai P， Tanimura S，
Takeuchi D， Nakayama T， Nakamura S， Akeda Y，

diseasemappingパッケージ， spgrass6パッケージ，

G o t t s c h a l k M， S a w a n p a n y a l e r t P， O i s h i K .

maptoolsパッケージ， rgdalパッケージ， xtableパッケージ.

Genotypic profile of streptococcus suis serotype 2 and

岡田昌史 編． Rパッケージガイドブック． 東京:東京図書，

clinical features of infection in humans， Thailand.

2011:74-101,284-307,430-7

Emerg Infect Dis 2011;17:835-42

唐寧． 多環芳香族炭化水素類から見た舳倉島と能登半島の

Nassar HF， Tang N， Kameda T， Toriba A， Khoder

大気環境． 舳倉島・七ツ島自然環境調査団 編． 能登舳

MI， Hayakawa K． Atmospheric concentrations of

倉島・七ツ島の自然環境（2008～2010年）
． 金沢:北國新

polycyclic aromatic hydrocarbons and selected

聞社， 2011:263-8

nitrated derivatives in Greater Cairo， Egypt.

■学術論文■
［原著］
Tanimura S， Shima M． Quantitative measurements of

Atmos Environ 2011;45:7352-9
Tang N， Tokuda T， Izzaki A， Tamura K， Ji R，
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Hayakawa K． Recent change in atmospheric
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Development of HPLC determination method for
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Mogami A， Yamada T， Nakano T， Shima M，

A s i a n J o u r n a l o f A t m oｓp h e r i c E n v i r o n m e n t

Nishio H． Risk factors for wheezing， eczema and

2011;5:146-51

rhinoconjunctivitis in the previous 12 months among

Kameda T， Akiyama A， Yoshita M， Tachikawa C，

six-year-old children in Himeji City， Japan：food

Toriba A， Tang N， Hayakawa K． Mutagenicities

allergy， older siblings， day-care attendance and

and endocrine-disrupting activities of 1-hydroxy-2-

parental allergy history． Allergol Int 2011;60:317-30

nitropyrene and 1-hydroxy-5-nitropyrene． J Health

Yamazaki S， Shima M， Ando M， Nitta H， Watanabe

Sci 2011;57:372-7

H， Nishimuta T． Effect of hourly concentration of

Hayakawa K， Bekki K， Yoshita M， Tachikawa C，

particulate matter on peak expiratory flow in

Kameda T， Tang N， Toriba A， Hosoi S.

hospitalized children：a panel study． Environ Health

Estrogenic/antiestrogenic activities of quinoid

2011;10:15

polycyclic aromatic hydrocarbons． J Health Sci

Kitayama A， Arisawa K， Uemura H， Hiyoshi M,
Takami H， Sawachika F， Yamaguchi M,

2011;57:274-80
K a m e d a T， A k i y a m a A ， T o r i b a A ， T a n g N ，

Nakamoto M， Hasegawa M， Tanto M， Shima M，

Hayakawa K． Atmospheric formation of

Sumiyoshi Y， Morinaga K， Kodama K， Suzuki T，

hydroxynitropyrenes from a photochemical reaction

Nagai M， Satoh H． Correlations of fish intake and

of particle-associated 1-nitropyrene． Environ Sci

plasma docosahexaenoic acid levels with each
congener of PCDDs/PCDFs/dioxin-like PCBs in blood

Technol 2011;45:3325-32
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Hayakawa K， Lin JM． Hydrogen peroxide-sodium
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hydrosulfite chemiluminescence system combined

Hayakawa K， Hama H， Tang N， Kameda T， Toriba

with high-performance liquid chromatography for

A． Change of atmospheric polycyclic aromatic

determination of 1-hydroxypyrene in airborne

hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic

particulates． Talanta 2011;85:2711-4

hydrocarbons in last 12 years of Kanazawa.

［症例報告］

International Network of Environmental Forensics

Watanabe D， Taniguchi T， Otani N， Tominari S，

（INEF）Conference 2011.7 Cambridge

Nishida Y， Uehira T， Shirasaka T． Immune
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Hayakawa K． Investigation of polycyclic aromatic
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hydrocarbons and selected nitrated derivatives
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concentrations in Greater Cairo， Egypt.

2011;17:283-7

International Network of Environmental Forensics
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and selected nitrated derivatives in Greater Cairo，
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Thuy PC， Kameda T， Toriba A， Tang N,
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Kurosaka F， Terada T， Mizumori Y， Nakatani Y,
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Determination of atmospheric polycyclic aromatic

The prevalence of allergic diseases in Himeji， Japan：

hydrocarbons long-range transported from China to
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Hayakawa K， Lin JM． Hydrogen peroxide-sodium
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hydrosulfite chemiluminescence system combined
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Polycyclic aromatic hydrocarbons in Japan sea． The
4th IWA-ASPIRE Conference & Exhibition 2011.10
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平木隆年． 大気中粒子状物質の粒径別濃度及びその成分
組成が気管支喘息発作に及ぼす影響：姫路市における疫学
研究． 第52回大気環境学会年会 2011.9 長崎
常友大資， 中坪良平， 平木隆年， 島正之， 余田佳子，
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物質の並行測定（1）成分濃度の季節変動． 第52回大気
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hydrocarbons and selected nitrated derivatives

中坪良平， 常友大資， 平木隆年， 島正之， 余田佳子，

concentration levels in fresh water stream in Egypt.

齊藤勝美． 兵庫県における大気中粒子状物質及びガス状
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齊藤勝美， 島正之， 余田佳子， 中坪良平， 常友大資，
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長崎
立松路也， 唐寧， 朴木英治， 鳥羽陽， 亀田貴之， 早川
和一． 北陸地方の雪及び大気中の多環芳香族炭化水素.
第52回大気環境学会年会 2011.9 長崎
亀田貴之， 安積愛理， 松木篤， 唐寧， 福島杏希， 鳥羽
陽， 早川和一． 越境輸送中の黄砂粒子表面におけるニトロ

大気汚染の健康影響：家屋内外のPM濃度と炭素成分.

化多環芳香族炭化水素の二次生成． 第52回大気環境学

第81回日本衛生学会学術総会 2011.3 東京

会年会 2011.9 長崎

中本真理子， 上村浩一， 有澤孝吉， 児玉和紀， 佐藤洋，
島正之， 鈴木隆一郎， 住吉好雄， 永井正規， 森永謙

片山裕規， 亀田貴之， 後藤知子， 松木篤， 唐寧， 鳥羽
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二．ダイオキシン曝露と自己申告による疾患既往との関係に

素キノンの二次生成と越境輸送． 第52回大気環境学会年

関する研究． 第81回日本衛生学会学術総会 2011.3 東京

会 2011.9 長崎

大谷成人， 馬場宏一， 島正之， 奥野壽臣． IFN-γ産生によ

濱寛貴， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 金沢市内

る水痘・帯状疱疹ウイルスに対する細胞性免疫の評価． 第

における大気粉塵中多環芳香族炭化水素類およびニトロ多

85回日本感染症学会総会学術講演会 2011.4 東京
有馬孝恭， 下条直樹， 島正之， 中野泰至， 森田慶紀，

環芳香族炭化水素類の最近11年間の変遷． 第52回大気
環境学会年会 2011.9 長崎

井上祐三朗， 冨板美奈子， 河野陽一． 千葉市乳幼児健

猪股弥生， 梶野瑞王， 佐藤啓市， 大原利眞， 黒川純一，

診を利用したコホート集団におけるアトピー性皮膚炎の自然歴

唐 寧， 早 川 和 一， 植 田 洋 匡， 大 泉 毅， 秋 元 肇.

と発症因子−第2報−． 第23回日本アレルギー学会春季臨

RAQM-POPモデルによる北東アジアにおける多環芳香族炭

床大会 2011.5 千葉
旭美樹， 鳥羽陽， 外山喬士， 熊谷嘉人， 唐寧， 亀田貴
之， 早川和一． 活性酸素種を生成する多環芳香族炭化水

化水素の濃度及び沈着量の変動解析． 第52回大気環境
学会年会 2011.9 長崎
瓜谷大輔， 松本大輔， 島正之． 運動習慣未定着者におけ

素キノン誘導体のヒト尿中代謝物の同定と定量． 第20回環

る保健指導終了後の運動習慣と健康関連QOL， 身体組成

境化学討論会 2011.7 熊本

との関係． 第70回日本公衆衛生学会総会 2011.10 秋田

亀田貴之， 安積愛理， 唐寧， 松木篤， 福島杏希， 鳥羽

余田佳子， 大谷成人， 奥田浩人， 島正之． 非侵襲的な気

陽， 早川和一． 黄砂粒子表面における多環芳香族炭化水

道炎症評価方法：疫学調査での利用の可能性についての検

素のニトロ化と越境輸送． 第20回環境化学討論会 2011.7
熊本

討． 第70回日本公衆衛生学会総会 2011.10 秋田
谷村晋， 島正之． カーネル密度推定法を用いた標準化比の
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田
山口美輪， 上村浩一， 勝浦桜子， 高見栄喜， 中本真理子，

島正之． 睡眠時無呼吸症候群（SAS）の早期発見と治療.
労働者健康福祉機構兵庫産業保健推進センター第18回設
立記念講演会 2011.12 神戸

十田朋也， 島正之， 鈴木隆一郎， 有澤孝吉． 魚介類と
アルコール摂取頻度は血液中のPFOSおよびPFOA濃度と関

環境予防医学

連する． 第70回日本公衆衛生学会総会 2011.10 秋田
濵寛貴， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 多環芳
香族炭化水素およびニトロ多環芳香族炭化水素からみた最
近14年間の我が国の都市大気汚染の変化．フォーラム2011
衛生薬学・環境トキシコロジー 2011.10 金沢

Environmental and Preventive Medicine
■学術論文■
［総説］

戸次加奈江， 鳥羽陽， 滝上英孝， 鈴木剛， 唐寧， 早川

Wakabayashi I． Combined impact of alcohol and

和一． GC-MS/MSによる大気粉塵中水酸化多環芳香族炭

tobacco：implications for cardiovascular disease.

化水素類の一斉分析．フォーラム2011 衛生薬学・環境トキ
シコロジー 2011.10 金沢
末松千賀子， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 多

Curr Cardiovasc Risk Rep 2011;5:501-9
若林一郎． アルコールと循環器疾患に関する最近の研究成果.
生活衛生 2011;55:34-45

環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭化水素から見た

東山綾， 若林一郎， 岡村智教． アルコール摂取と循環器疾

最近12年間の東アジア3ヵ国（中国，韓国，ロシア）の都市

患−わが国の疫学調査結果より−． 循環器内科 2011;

の大気汚染の変化． フォーラム2011 衛生薬学・環境トキシ
コロジー 2011.10 金沢
福島杏希， 亀田貴之， 安積愛理， 松木篤， 唐寧， 鳥羽
陽， 早川和一． 黄砂粒子表面におけるニトロ化多環芳香
族炭化水素の二次生成と越境大気汚染． フォーラム2011
衛生薬学・環境トキシコロジー 2011.10 金沢
細住智恵美， 鳥羽陽， 田村憲治， 呉慶， 薫麗君， 張雪
梅， 唐寧， 亀田貴之， 早川和一． 中国人小学生を対象

70:597-601
東山綾， 岡村智教． わが国の心筋梗塞年齢調整死亡率はな
ぜ低下したか NIPPON DATAからみた心筋梗塞の危険因
子からの考察． 動脈硬化予防 2011;10:22-7
［原著］
Nakano T， Goto K， Wakabayashi I． Docetaxel inhibits
cyclooxygenase-2 induction in vascular smooth muscle
cells． Eur J Pharmacol 2011;654:150-4

とした尿中酸化ストレスマーカーの測定－大気汚染物質曝露に

Wakabayashi I． Comparison of the relationships of

よる影響－． フォーラム2011 衛生薬学・環境トキシコロジー

alcohol intake with atherosclerotic risk factors in men

2011.10 金沢

with and without diabetes mellitus． Alcohol Alcohol

Tanimura S， Yuasa M， Nedsuwan S， Moolphate S，
Fukuda H， Yokokawa H， Ono K， Hiratsuka Y，
Kitajima T， Marui E． Geospatial analysis of the
relationship between diabetes mellitus and land-use

2011;46:301-7
Wakabayashi I． Age-dependent inverse association
between alcohol consumption and obesity in Japanese
men． Obesity 2011;19:1881-6

classes in northern Thailand． 第52回日本熱帯医学会

Takeda Y， Marumo M， Wakabayashi I． Attenuated

大会 第26回日本国際保健医療学会学術大会合同大会

phagocytic activity of monocytes in type 2 diabetic

2011.11 東京
［研究会・講演会等］
Shima M． Health effects of traffic-related air pollution
in Japan． 兵庫医科大学＆天津医科大学 第5回国際学術
交流シンポジウム 2011.11 西宮

Goto-Kakizaki rats． Immunobiology 2011;216:1094-102
Wakabayashi I． Alcohol intake and atherosclerotic risk
factors in normotensive and prehypertensive men.
Am J Hypertens 2011;24:1007-14
Wakabayashi I． Association between alcohol intake and

■その他■

metabolic syndrome in patients with hypertension.

島正之． 大気汚染物質の健康影響に関する調査研究につい

Clin Exp Hypertens 2011;33:299-303

て． 独立行政法人環境再生保全機構平成22年度環境改
善研修 2011.1 東京
島正之． 粒子状物質による健康影響とその予防． 兵庫県医
師会平成23年度第2回産業医研修会 2011.10 神戸

Wakabayashi I． Association between alcohol drinking
and metabolic syndrome in Japanese male workers
with diabetes mellitus． J Atheroscler Thromb
2011;18:684-92

島正之． 母子への環境影響Q＆A お母さんからの質問にどう

Higashiyama A， Wakabayashi I， Ono Y， Watanabe M,

答 え る か． 光 化 学 ス モ ッグ・ 黄 砂． 助 産 雑 誌

Kokubo Y， Okayama A， Miyamoto Y， Okamura

2011;65:1003-4

T．Association with serum gamma-

谷村晋． Sweaveを用いた統計解析プロセスの可視化と再現

glutamyltransferase levels and alcohol consumption

性 の 保 証． 2011年 度 統 計 数 理 研 究 所 共 同 研 究 集 会

on stroke and coronary artery disease：the Suita

2011.11 東京

study． Stroke 2011;42:1764-7
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Hanai H， Takeda Y， Eberhardson M， Gruber R,
Saniabadi AR， Winqvist O， Lofberg R． The mode
of actions of the Adacolumn therapeutic
leucocytapheresis in patients with inflammatory

M a c r o p h a g e s 2 0 1 1， J o i n t M e e t i n g（J S I C R MMCB2011）2011.5 Osaka
［国内学会］
末廣謙， 若林一郎， 山下勉， 山本順一郎． 血小板機能・

bowel disease：a concise review． Clin Exp Immunol

自発性線溶活性測定装置GTTを用いた糖尿病症例におけ

2011;163:50-8

る血栓形成傾向の評価. 第54回日本糖尿病学会年次学術

Watanabe M， Kokubo Y， Higashiyama A， Ono Y,

集会 2011.5 札幌

Miyamoto Y， Okamura T． Serum 1,5-anhydro-D-

渡邉至，小久保喜弘，東山綾，小野優，宮本恵宏，岡村智教.

glucitol levels predict first-ever cardiovascular

血清1,5-anhydro-D-glucitol値と循環器疾患発症との関連

disease：an 11-year population-based cohort study in

吹田研究．第54回日本糖尿病学会年次学術集会 2011.5 札

Japan， the Suita study． Atherosclerosis
2011;216:477-83

幌
東山綾，若林一郎，久保田芳美，西村邦宏，杉山大典，門田

Okamura T， Kokubo Y， Watanabe M， Higashiyama

文，今野弘規，岡村智教．脂質異常症とCAVI 都市部一般

A, Ono Y， Nishimura K， Okayama A， Miyamoto

住民における断面的検討 神戸トライアル．第47回日本循環器

Y． A revised definition of the metabolic syndrome

病予防学会 2011.6 福岡

predicts coronary artery disease and ischemic stroke

西木由起子，東山綾，小野優，渡邉至，小久保喜弘，岡山明,

after adjusting for low density lipoprotein cholesterol

岡村智教，宮本恵宏．血圧治療状況と左房径 都市部住民

in a 13-year cohort study of Japanese：the Suita study.

集団における断面的検討．第47回日本循環器病予防学会

Atherosclerosis 2011;217:201-6

2011.6 福岡

Uchida K， Suehiro A， Nakanishi M， Sawamura T,

武田裕司，丸茂幹雄，若林一郎．2型糖尿病自然発症ラットに

Wakabayashi I． Associations of atherosclerotic risk

おける末梢血中の好中球・単球機能のフローサイトメトリー解

factors with oxidized low-density lipoprotein evaluated
by LOX-1 ligand activity in healthy men． Clin Chim
Acta 2011;412:1643-7
W a k a b a a y s h i I． R e l a t i o n s h i p b e t w e e n a l c o h o l

析．第21回日本サイトメトリー学会学術集会 2011.6 京都
H i g a s h i y a m a A， W a k a b a y a s h i I， M i y a m o t o Y，
Okamura T． Smoking， alcohol drinking， and
cardiovascular disease −Findings from

consumption and metabolic syndrome in Japanese

epidemiological studies in Japan−．（シンポジウム）第43

men with overweight or obesity． Obes Res Clin

回日本動脈硬化学会総会・学術集会 2011.7 札幌

Pract 2011;5:e137-42
若林一郎． 飲酒とメタボリック症候群との関連性に関する横断
研究． アルコールと医学生物学 2011;30:23-6

Higashiyama A，Kubota Y，Nishimura K，Sugiyama D,
Kadota A，Imano H，Okamura T．The relationship
between alcohol flushing response and renal function

丸茂幹雄， 丸茂久美子， 若林一郎． エタノールの血小板抑

in a cross-sectional study performed urban Japanese

制作用に関する異なった測定法による評価． アルコールと医

residents：the KOBE study．第43回日本動脈硬化学会総

学生物学 2011;30:84-8

会・学術集会 2011.7 札幌

藤山理世， 樋口純子， 白井千香， 河上靖登， 岩本朋忠，

東山綾，久保田芳美，杉山大典，今野弘規，門田文，西村邦

鈴木克洋， 岡田全司， 坂谷光則， 森亨， 若林一郎． 新

宏，宮松直美，岡村智教．日常的な健康度を指標とした都市

しい結核感染診断法QFT-2Gの有用性 接触者健診における

コホート研究：神戸トライアル（第1報）研究デザイン．第70回

「接触度」を用いたツベルクリン反応検査との比較検討． 結
核 2011;86:869-77
■学会発表■
［国際学会］
Suehiro A， Wakabayashi I， Yamashita T， Yamamoto

日本公衆衛生学会総会 2011.10 秋田
久保田芳美，東山綾，杉山大典，今野弘規，門田文，西村邦
宏，宮松直美，岡村智教．神戸トライアル（第2報）成人して
からの体重変化と動脈硬化危険因子．第70回日本公衆衛生
学会総会 2011.10 秋田

J． Measurement of impairment of spontaneous

宮松直美，久保田芳美，東山綾，杉山大典，今野弘規，門田

thrombolytic activity in habitual smokers by the

文，西村邦宏，岡村智教．神戸トライアル（第3報）都市部

global thrombosis test． XXIII Congress of the

住民における塩分知覚低下と飲酒・喫煙習慣. 第70回日本

International Society on Thrombosis and Haemostasis
57th Annual SSC meeting（ISTH2011）2011.7 Kyoto

公衆衛生学会総会 2011.10 秋田
西村邦宏，久保田芳美，東山綾，杉山大典，今野弘規，門田

Takeda Y， Jimma F， Kaneda K， Wakabayashi I.

文，宮松直美，岡村智教．神戸トライアル（第4報）都市部

Induction of Foxp3 expression in T cells by cellulose

住民における聴覚のメンタルヘルス．第70回日本公衆衛生学

acetate beads in vitro． The 76th Japanese Society of

会総会 2011.10 秋田

I n t e r f e r o n & C y t o k i n e R e s e a r c h， T h e 1 9 t h

杉山大典，久保田芳美，東山綾，今野弘規，門田文，西村邦

International Symposium on Molecular Cell Biology of

宏，宮松直美，岡村智教．健常者における抗核抗体陽性率
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−神戸トライアルからの報告−．第58回日本臨床検査医学会

saturations in fire-related cadaveric blood． 16th

学術集会 2011.11 岡山

World Congress International Society for Criminology

［研究会・講演会等］

2011.8 Kobe

武田裕司，丸茂幹雄，若林一郎．2型糖尿病自然発症ラットに
おける末梢血単球のLPS刺激応答と貪食能の変化．第17回
日本エンドトキシン・自然免疫研究会 2011.12 西宮
■その他■

［国内学会］
西口美紀， 高橋玄倫， 大内晴美， 南貴子， 森川公子，
西尾元． 異アルコール嗜好性ラットにおけるメタンフェタミン投
与時のドパミン受容体/トランスポーター mRNA発現． 第95

東山綾． 身近な生活習慣を自己チェック
！～循環器病予防のた
めにできること～． 神戸市民公開シンポジウム 2011.2 神戸
若林一郎． 有害業務とその作業環境管理． 平成22年度 兵
庫県医師会 産業医研修会 2011.3 神戸
東山綾． 生活習慣病の疫学． 平成22年度 これからのために
聞いておきたい！「保健事業評価の基礎」2011.3 大阪

次日本法医学会学術全国集会 2011.6 福島
［地方会等］
西口美紀， 佐藤貴子， 阿部俊太郎， 大内晴美， 南貴子，
森川公子， 眞野義久， 鈴木廣一， 西尾元． 覚せい剤検
出事例に血清トリプターゼの上昇を認めた2症例． 第58回日
本法医学会学術近畿地方集会 2011.11 奈良

若林一郎． 有害業務管理2 有害業務のマネジメント（職場に
おける産業医の役割と技術）
． 平成23年度 兵庫医科大学

遺伝学

病院 産業医学研修会 2011.12 西宮

Genetics

法医学

Legal Medicine
■学術論文■
［原著］

■著書■
岡本陽子， 玉置知子． 遺伝カウンセリングに必要な臨床遺伝
学 の 基 礎 ①autosomal dominant disorders. 福 島 義 光
編． 遺伝カウンセリングハンドブック． 大阪:メディカルドゥ，
2011:82-3

Yoshida S， Kinoshita H， Nishio H， Tatara T， Tashiro

玉置知子， 岡本陽子， 中野芳朗．フォローアップとマネジメン

C． Evaluation of Morphine-induced emesis by rat

ト 8）
継続的な窓口であるために（次世代・多家系メンバーの

pica model． Hyogo Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta

相談窓口）
． 福島義光 編． 遺伝カウンセリングハンドブッ

Med Hyogo）2011;36:107-10

ク． 大阪：株式会社メディカルドゥ， 2011:212-3

［症例報告］
Sato T， Nishio H， Suzuki K． Sudden death during

■学術論文■
［総説］

exercise in a juvenile with arrhythmogenic right

Ingham PW， Nakano Y， Seger C． Mechanisms and

ventricular cardiomyopathy and desmoglein-2 gene

functions of Hedgehog signalling across the metazoa.

substitution：a case report． Leg Med（Tokyo）
2011;13:298-300
Tanaka N， Kinoshita H， Nishiguchi M， Jamal M,
Kumihashi M， Takahashi M， Nishio H， Ameno K.
An autopsy case of multiple psychotropic drug
poisoning． Soud Lek 2011;56:38-9
Kinoshita H， Yoshioka N， Kuse A， Nishiguchi M,
Tanaka N， Jamal M， Kumihashi M， Nagasaki Y，

Nature Reviews Genetics 2011;12:393-406
福岡和也， 田中文啓， 辻村亨， 玉置知子， 長谷川誠紀，
中野孝司． 中皮腫に対する早期診断指標の探索的研究.
日本衛生学雑誌 2011;66:553-7
玉置知子， 中野芳朗． 遺伝医療と社会 Vol.5． 遺伝医学教
育 の 現 状 − 卒 前 医 学 教 育を中 心に． 医 学 のあゆみ
2011;238:209-12
［原著］

U e n o Y， A m e n o K． A f a t a l c a s e o f s e v e r e

Nakagomi T， Molnár Z， Nakano-Doi A， Taguchi A，

methemoglobinemia presumably due to chlorate

S a i n o O， K u b o S， C l a u s e n M， Y o s h i k a w a H，

ingestion． Soud Lek 2011;56:43-4

Nakagomi N， Matsuyama T． Ischemia-Induced Neural

■学会発表■
［国際学会］
Nishiguchi M， Nishio H．Effect of acute

Stem/Progenitor Cells in the Pia Mater Following
Cortical Infarction． Stem Cells Dev 2011;20:2037-51
K a w a s a k i Y， T a m a m o t o A， T a k a g i - K i m u r a M，

methamphetamine-treatment to rats with different

Maeyama Y， Yamaoka N， Terada N， Okamura H,

alcohol preference on dopamine receptors and

Kasahara N， Kubo S． Replication-competent

transporter expression levels in their striatum． 16th

retrovirus vector-mediated prodrug activator gene

World Congress International Society for Criminology

therapy in experimental models of human malignant

2011.8 Kobe
Takahashi M， Nishio H． Blood carbon monoxide

mesothelioma． Cancer Gene Ther 2011;18:571-8
Maeyama Y， Otsu M， Kubo S， Yamano T， Iimura Y,
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Onodera M， Kondo S， Sakiyama Y， Ariga T.
Intracellular estrogen receptor-binding fragmentassociated antigen 9 exerts in vivo tumor-promoting
effects via its coiled-coil region． Int J Oncol
2011;39:41-9

Scheinker病）の一家系． 臨床細胞分子遺伝 2011;16:2830
■学会発表■
［国際学会］
Kubo S， Tamamoto A， Okamura N， Maeyama Y,

Hara K， Kasahara E， Takahashi N， Konishi M，

Tagawa M， Kasahara N， Terada N， Okamura H.

Inoue J， Jikumaru M， Kubo S， Okamura H， Sato E，

Complete and sustained tumor regression of human

Inoue M． Mitochondria Determine the Efficacy of

malignant mesothelioma xenografts in athymic nude

Anticancer Agents that Interact with DNA but Not

mice following local injection of midkine promoter-

the Cytoskeleton． J Pharmacol Exp Ther

regulated oncolytic adenovirus． 14th Annual Meeting

2011;337:838-45

of the American Society of Gene Therapy

Tsuda J， Li W， Yamanishi H， Yamamoto H， Okuda

（ASGCT2011）2011.5 Seattle

A， Kubo S， Ma Z， Terada N， Tanaka Y， Okamura

Tagawa M， Yamauchi S， Kawamura K， Okamoto S,

H． Involvement of CD56brightCD11c +cells in IL-18mediated expansion of human Yδ T cells． J Immunol

Yang S， Li WC， Kobayashi H， Kubo S， Tada Y,

2011 15;186:2003-12

H． Promoter-mediated replication of adenoviruses

Takiguchi Y， Tatsumi K， Hiroshima K， Shimada

Kubo S， Haga K， Tamamoto A， Palmer DJ， Ng P,

induces apoptosis-independent cell death in p53-null

Okamura H， Kasahara N． Adenovirus-retrovirus

pancreatic carcinoma cells． 14th Annual Meeting of

hybrid vectors achieve highly enhanced tumor
transduction and antitumor efficacy in vivo． Mol
Ther 2011;19:76-82

the American Society of Gene Therapy
（ASGCT2011）2011.5 Seattle
Takeda N， Fukunaga K， Morinaga T， Hashimoto-

Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Morinaga T，

Tamaoki T， Hida N， Ohda Y， Yokoyama Y， Yoshida

Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N，

K， Kamikozuru K， Iimuro M， Kikuyama R， Kato

Matsumoto S， Okumura Y， Tanaka F， Hasegawa S，

K， Hori K， Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T.

Hashimoto-Tamaoki T， Nakano T． Frequent deletion

The 4G/5G Polymorphism of the type-1 plasminogen

of 3p21.1 region carrying semaphorin 3G and aberrant

activator inhibitor（PAI-1）gene does not influence

expression of the genes participating in semaphorin

the penetrating behavior in patients with Crohn’s

signaling in the epithelioid type of malignant

disease in the Japanese population． International

mesothelioma cells． Int J Oncol 2011;39:1365-74

Congress of Mucosal Immunology（ICMI11）2011.7

Fujii M， Noguchi K， Urade M， Muraki Y， Moridera
K， Kishimoto H， Hashimoto-Tamaoki T， Nakano Y.
Novel PTCH1 mutations in Japanese Nevoid basal cell
carcinoma syndrome patients：two familial and three
sporadic cases including the first Japanese patient
with medulloblastoma． J Hum Genet 2011;56:277-83
S a t o A， T o r i i I， T a o L H， S o n g M， K o n d o N，
Yoshikawa Y， Hashimoto-Tamaoki T， Hasegawa S，

Paris
［国内学会］
玉置知子． 染色体異常症と細胞遺伝子．日本人類遺伝学会
55回大会 2010.10 さいたま
Nakano Y， Juni N， Ingham P， Umeda M． Evolution
and function of the Ptr（patched-related）gene
family． 第44回日本発生生物学会年会 2011.5 宜野湾
末永浩一， 木村卓， Lee K， 中森雅之， 高橋正紀， 松村

Nakano T， Tsujimura T． Establishment of a cell line

剛， 藤村晴俊， 陣内研二， 久保秀司， 玉置（橋本）知

from a Japanese patient useful for generating an in

子， Ares M Jr， Swanson MS， 芳川浩男． 筋強直性

vivo model of malignant pleural mesothelioma.

ジストロフィー症におけるスプライシング異常およびその分子機

Cancer Sci 2011;102:648-55

序の解明． 第52回日本神経学会学術大会 2011.5 名古屋

［症例報告］

Kubo S， Tamamoto A， Tamaoki T， Terada N，

吉田ひとみ， 守井見奈， 庵前美智子， 岡本陽子， 巽純子，

Maeyama Y， Okamura H， Kasahara N． Replication-

南武志， 田村和朗， 藤川和男， 玉置知子． 日本語を母

competent retrovirus vector-mediated prodrug

国語としないクライアントに対する遺伝カウンセリングの問題

activator gene therapy in experimental models of

点． 臨床細胞分子遺伝 2011;16:16-9

human malignant mesothelioma． 第1７回日本遺伝子治

澤井英明， 玉置知子， 岡本陽子， 小森慎二． 着床前診断
を考慮している不育症カップルへの第三者的立場からの遺伝
カウンセリング． 臨床細胞分子遺伝 2011;16:25-7

療学会学術集会 2011.7 福岡
仲田洋美， 増田春菜， 岡本陽子， 堀伸一郎， 久保義郎，
白山裕子， 松本隆， 青義健二郎， 大住省三， 谷水正

木村卓， 渡邊将平， 芳川浩男， 岡本陽子， 玉置（橋本）

人， 金子景香， 中野芳朗， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉

知 子． 遺 伝 性プリオン病（Gerstman-Sträussler-

置知子． 家族性腫瘍における遺伝子診断を「受けない」と
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いう意思決定． 遺伝医学合同学術集会 2011.6 京都
久保秀司， 前山義博， 玉置（橋本）知子， 寺田信行， 笠
原典之． 悪性中皮腫に対するレトロウイルスを用いた腫瘍溶
解療法． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋

regression of human malignant mesothelioma
xenografts in athymic mice． 第34回日本分子生物学会
年会 2011.12 横浜
Takagi-Kimura M，Tamamoto A， Maeyama Y， Okamura

松下一之， 梶原寿子， 朝長毅， 松原久裕， 島田英昭，

N， Okamura H， Terada N， Kasahara N， Hashimoto-

久保秀司， 吉田稔， 野村文夫． c-myc遺伝子転写抑制

Tamaoki T， Kubo S． In vivo fluorescence imaging of

因子FIRはSAP155によりスプライシング変化を受けc-Mycの

malignant mesothelioma in mice for the evaluation of

発現スイッチとして機能する． 第70回日本癌学会学術総会

cancer gene therapy using replication-competent

2011.10 名古屋

virus． 第34回日本分子生物学会年会 2011.12 横浜

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 中野孝司， 小川啓恭.

前山義博， 馬智峰， 岡村宣孝， 久保秀司， 李文， 山本

悪性中皮腫においてFynの欠損がSrc family kinase阻害

英幸， 菊池正二郎， 岡村春樹． CD56brightCD11c+細

剤によるアポトーシスに必須である． 第70回日本癌学会学術

胞のがん治療への応用． 第34回日本分子生物学会年会
2011.12 横浜

総会 2011.10 名古屋
山野智基， 松原長秀， 久保秀司， 中島秀典， 菊池正二
郎， 濱中美衣， 久野隆史， 山岸大介， 塚本潔， 野田

［研究会・講演会等］
高橋希実， 笠原恵美子， 原健二郎， 小西雅美， 佐藤英

雅 史， 冨 田 尚 裕． スプライシング 因 子SF3b阻 害 剤，

介， 工藤新三， 小松弘明， 久保秀司， 岡村春樹， 井

FR901464の大腸癌細胞における細胞障害性と導入遺伝子

上正康． 中皮腫の抗癌剤耐性機構におけるミ
トコンドリアの

発現への影響． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古
前山義博， 馬智峰， 李文， 久保秀司， 山本英幸， 岡村
春樹． Role of a novel CD56

意義の解析． 第29回cytoprotection研究会 2011.3 京都
仲田洋美， 岡本陽子， 三村博子， 管原由恵， 三好康雄，

屋

冨田尚裕， 玉置知子． 家族性腫瘍に対する遺伝カウンセリ

CD11c cell in gamma

ングと遺伝子診断について−家系において遺伝子診断を初

delta T cell therapy． 第70回日 本 癌 学 会 学 術 総 会

めて受ける方の性差と疾患特異性について． 第37回臨床細

2011.10 名古屋

胞分子遺伝研究会 2011.6 西宮

bright

+

吉川良恵， 森永伴法， 佐藤鮎子， 福岡和也， 長谷川誠
紀， 辻村亨， 中野孝司， 玉置（橋本）知子． 悪性中皮
腫細胞における3ｐ21.1領域の欠損およびセファマリン3ファミリ
ー遺 伝 子 の 発 現 抑 制． 第70回日本 癌 学 会 学 術 総 会
2011.10 名古屋
仲田洋美， 岡本陽子， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉置知子.
HBOCの遺伝カウンセリングと遺伝子診断受検率． 第70回日
本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
仲田洋美， 岡本陽子， 正井良和， 三好康雄， 玉置知子.
直上世代の発症が60代後半から70代前半であったため，
一般確率のように見えた遺伝性乳がん卵巣がんの一家系.
日本人類遺伝学会第56回大会 2011.11 千葉
久保秀司， 玉本敦子， 木村（高木）美智， 前山義博， 岡
村春樹， 寺田信行， 玉置（橋本）知子， 笠原典之． 増
殖型レトロウイルスを用いた悪性中皮腫に対する自殺遺伝子
療法．日本人類遺伝学会第56回大会 2011.11 千葉
澤井英明， 和田龍， 武信尚史， 原田佳代子， 岡本陽子，
三村博子， 管原由恵， 玉置知子． 胎児骨系統疾患にお
けるⅡ型コラーゲン異常症の遺伝子変異の解析． 日本人類
遺伝学会第56回大会 2011.11 千葉
玉置知子， 岡本陽子， 覚道真理子， 仲田洋美， 成瀬均，
鈴木敬一郎． アドバンストOSCE面接ステーションと遺伝カウ
ンセリング．日本人類遺伝学会第56回大会 2011.11 千葉
T a m a m o t o A， T a k a g i - K i m u r a M， M a e y a m a Y，
Okamura N， Igarashi T， Okamura H， Terada N,
Tagawa M， Kasahara N， Hashimoto-Tamaoki T，
Kubo S． Midkine promoter-regulated oncolytic
adenovirus achieved complete and sustained tumor

■その他■
玉置知子． 医療の最前線から生命（いのち）を語る 先端医
療の動向とその限界． K.G梅田ゼミ 2011.2 大阪
玉置知子．きこえを育てる−きこえと遺伝子． 第四回兵庫医大
耳鼻咽喉科主催勉強会 2011.7 西宮
玉置知子． 家族性乳癌と遺伝カウンセリング．（特別講演）
乳癌治療−up to date− 2011.9 神戸
玉置知子． 各大学女性医師支援体制現状説明．（テーブル
セッション）平成23年度大学病院人材育成強化事業に伴う
｢女性医師のキャリアアップ支援に係る交流会｣
戸
［兼任］
玉置知子（臨床遺伝部 参照）

2011.12 神
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〔基礎・臨床連携講座〕
Seminars of Clinico-Basic Integrative Medicine

病理学

Pathology

機能病理部門

Divisoin of Functional Pathology
■著書■
Ohyama H． Chapter8， Leprosy-Science working

adenomatoid tumorの１例． 診断病理 2011;28:49-53
平野博嗣， 佐伯忠彦， 渡邊大志， 大河内喜久， 木崎智
彦， 園部宏， 中正恵二， 寺田信行． 甲状軟骨近傍の軟
組 織 に 発 生した 巨 細 胞 腫 の１切 除 例． 診 断 病 理
2011;28:190-4
平野博嗣， 吉田智美， 竹長真紀， 福岡正人， 吉村久，
橘史朗， 廣田誠一， 造住誠孝， 中正恵二， 寺田信行.
骨盤内の小腸原発gastrointestinal stromal tumorの一切
除例． 診断病理 2011;28:207-10
鈴村和大， 平野公通， 飯室勇二， 杉本貴昭， 宇山直樹,

towards dignity． In：Makino M， Matsuoka M，

佐竹真， 中正恵二， 藤元治朗． 卵巣様間質を伴う胆管

Goto M， Hatano K eds． Immunogenetics.

嚢胞腺癌の1例． 日本消化器外科学会雑誌 2011;44:978-

Kanagawa：Tokai University Press， 2011:97-107
■学術論文■
［原著］
Tsuda J， Li W， Yamanishi H， Yamamoto H， Okuda

84
平野博嗣， 中山陽子， 井原茂美， 小林巌， 大野徹， 中
正恵二． 乳腺原発扁平上皮癌症例の穿刺吸引細胞診像.
兵庫医科大学医学会雑誌 2011;36:125-7

A， Kubo S， Ma Z， Terada N， Tanaka Y， Okamura

山村倫世， 野口一馬， 森寺邦康， 豊原幸代， 大山秀

H． Involvement of CD56brightCD11c+ cells in IL-18-

樹， 浦出雅裕． 上顎に発生した幼児の黒色性神経外胚葉

mediated expansion of human γδT cells． J Immunol
2011;186:2003-12
Kawasaki Y， Tamamoto A， Takagi-Kimura M,

性腫瘍の１例．日本口腔外科学会雑誌 2011;57:30-3
■学会発表■
［国際学会］

Maeyama Y， Yamaoka N， Terada N， Okamura H,

Kubo S， Tamamoto A， Okamura N， Maeyama Y,

Kasahara N，Kubo S． Repliction-competent retrovirus

Tagawa M， Kasahara N， Terada N， Okamura H.

vector-mediated prodrug activator gene therapy in

Complete and sustained tumor regression og human

experimental models of human malignant

malignant mesothelioma xenografts in athymic nude

mesothelioma． Cancer Gene Ther 2011;18:571-8

mice following local injection of midkine promoter-

Iida H， Hata M，Kakuno A， Hirano H， Yamanegi K，

regulated oncolytic adenovirus． American Society of

Yamada N， Ohyama H， Terada N， Yasui C,

Gene and Cell Therapy 14th Annual Metting

Yamanaka N， Nakasho K． Expression of hepatocyte
markers in mass-forming peripheral and periductalinfiltrating hilar intrahepatic cholangiocarcinomas.
Oncology Letters 2011;2:1041-6
Hatano A，Chiba H，Moesa HA，Taniguchi T，Nagaie S,
Yamanegi K， Takai-Igarashi T， Tanaka H Fujibuchi

（ASGCT）2011.5 Seattle
［国内学会］
大山秀樹， 小越菜保子， 山根木康嗣， 山田直子， 秦正
樹， 片岡芙紗， 中正恵二， 寺田信行． IL12BR2転写活
性の個体差におけるAP-1ファミリー転写因子の関与． 第100
回日本病理学会総会 2011.4 横浜

W． CELLPEDIA：a repository for human cell

山根木康嗣， 小林健太， 大山秀樹， 秦正樹， 山田直子,

information for cell studies and differentiation

片岡扶紗， 中正恵二， 寺田信行． Epigenetic drugによ

analyses． DOI:10.1093/database/bar046

るヒト骨肉腫細胞の抗腫瘍免疫細胞に対する感受性亢進.

［症例報告］

第100回日本病理学会総会 2011.4 横浜

Hirano H， Terada N， Yamada N， Yamanegi Y， Oyama

山根木康嗣， 中正恵二， 大山秀樹， 平野博嗣， 山田直

H， Nishigami T， Nakasho K． A case of mixed

子， 秦正樹， 片岡扶紗， 宇和伸浩， 高岡一樹， 阪上

ductal-endocrine carcinoma of the pancreas． Med

雅史， 浦出雅裕， 寺田信行． 耳下腺部に発生した唾液

Mol Morphol 2011;44:58-62
Hirano H， Yoshimura H， Nakai T， Yoshida T，

腺導管癌の2例． 第100回日本病理学会総会 2011.4 横浜
中正恵二， 山根木康嗣， 大山秀樹， 山田直子， 秦正樹,

Fukuoka M， Tachibana S， Ohmura N， Nishizawa

佐々木隆士， 奥山宏臣， 平野博嗣， 寺田信行． 膵

Y， Fujisawa M， Nishigami T， Hata M， Yamada

solid-pseudopapillary neoplasmsの 免 疫 組 織 化 学 的 検

N， Yamanegi K， Ohyama H， Nakasho K． Two
cases of neuroendocrine ductal carcinoma in situ of

討． 第100回日本病理学会総会 2011.4 横浜
中正恵二， 山根木康嗣， 大山秀樹， 山田直子， 秦正樹,

the breast． Hyogo Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta

平野博嗣， 寺田信行． 膵腺房細胞癌の2剖検例． 第100

Med Hyogo）2011;36:121-4

回日本病理学会総会 2011.4 横浜

平野博嗣， 生橋義之， 武木田茂樹， 平松晋介， 中正恵

大山秀樹， 小越菜保子， 川邊睦記， 安川陽子， 安孫子宜

二， 名 方 保 夫， 寺 田 信 行． 卵 巣 腫 瘤 を 呈し た

光． IL-22ヒト歯根膜由来細胞の石灰化ノジュール形成に及
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ぼす影響． 第54回春季日本歯周病学会学術大会 2011.5

寺田信行． 歯周病原性嫌気性細菌感染が関与すると考え

福岡

られる化膿性肝膿瘍の１剖検例． 第41回日本嫌気性菌感染

川邊睦記， 大山秀樹， 安川陽子，小越菜保子， 安孫子宜

症研究会 2011.3 西宮

光． IL-22存在下においてヒト歯根膜由来細胞が発現する遺
伝子の網羅的解析． 第54回春季日本歯周病学会学術大会
2011.5 福岡

分子病理部門
Division of Molecular Pathology

Kubo S， Tamamoto A， Tamaoki T， Terada N,
Maeyama Y， Okamura H， Kasahara N． Replicationcompetent retrovirus vector-mediated prodrug

■著書■

activator gene therapy in experimental models of

辻村亨， 鳥井郁子， 佐藤鮎子． 中皮腫の初期病変． 青笹

human malignant mesothelioma． 第17回日本遺伝子治

克行 総編． 癌診療指針のための病理診断プラクティス 肺

療学会学術集会 2011.7 福岡

癌． 東京：中山書店， 2011:247-58

山根木康嗣， 大山秀樹， 和唐雅博， 富永和也， 国分麻
佑， 嘉藤弘仁， 益野一哉， 西川哲成， 田中昭男． 左舌
口底部腫瘍の1例． 第22回日本臨床口腔病理学会総会・
学術大会 2011.8 福岡

■学術論文■
［総説］
大槻剛巳， 中野孝司， 長谷川誠紀， 岡田守人， 辻村亨，
関戸好孝， 豊國伸哉， 西本寛， 福岡和也， 田中文啓，

久保秀司， 前山義博， 玉置知子， 寺田信行， 笠原典之.

熊谷直子， 前田恵， 松崎秀紀， 李順姫， 西村泰光,

悪性中皮腫に対するレトロウイルスを用いた腫瘍溶解療法.

科学技術振興調整費平成18-22年度「アスベスト関連疾患

第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
久保秀司， 玉本敦子， 木村（高木）美智， 前山義博， 岡
村春樹， 寺田信行， 玉置（橋本）知子， 笠原典之． 増

への総括的取り組み」班研究． 成果報告 班研究の概要と
登録事業， 中皮腫細胞特性ならびにアスベストの免疫影響
について．日本衛生学雑誌 2011;66:543-52

殖型レトロウイルスを用いた悪性中皮腫に対する自殺遺伝子

福岡和也， 田中文啓， 辻村亨， 玉置知子， 長谷川誠紀，

療法．日本人類遺伝学会第56回大会 第11回東アジア人類

中野孝司． 中皮腫に対する早期診断指標の探索的研究.

遺伝学会 2011.11 千葉
Y a m a d a N， H a t a M， Y a m a n e g i K， O h y a m a H ,

日本衛生学雑誌 2011;66:553-7
長谷川誠紀， 田中文啓， 岡田守人， 山中竹春， 上紺屋憲

Nakasho K， Futani H， Okamura H， Terada N.

彦， 副島俊典， 辻村亨， 福岡和也， 中野孝司． 本邦に

Effective inhibition of postoperative pulmonary

おける中皮腫臨床試験の現状と今後の展望． 日本衛生学

metastases of osteosarcoma cells by a combination of

雑誌 66;558-61

ifosfamide and interleukin-18． 第34回日本分子生物学
会年会 2011.12 横浜
K i m u r a - T a k a g i M， T a m a m o t o A， M a e y a m a Y ,
Okamura N， Okamura H， Terada N， Kasahara N，

辻村亨， 宋美紗． 免疫組織化学のピットフォール 抗thyroid
transcription factor-1（TTF-1）抗体が認識する未知の
分子． 病理と臨床 2011;29:1015-7
［原著］

Hashimoto-Tamaoki T， Kubo S． In vivo fluorescence

Nishigami T， Kataoka TR， Ikeuchi H， Torii I， Sato A,

imaging of malignant mesothelioma in mice for the

Tomita N， Tsujimura T． Adenocarcinomas associated

evaluation of cancer gene therapy using replication-

with perianal fistulae in Crohn's disease have a rectal,

competent virus． 第34回日本分子生物学会年会 2011.12

n o t a n a n a l， i m m u n o p h e n o t y p e ． P a t h o l o g y

横浜
［地方会等］
平野博嗣， 佐伯忠彦， 渡邊太志， 大河内喜久， 榊優，
寺田信行， 中正恵二． 甲状腺周囲腫瘤の1切除例． 第
52回日本病理学会近畿支部学術集会 2011.2 西宮
平野博嗣， 寺田信行， 山根木康嗣， 山田直子， 大山秀

2011;43:36-9
飯島尋子， 田中弘教， 吉田昌弘， 會澤信弘， 西上隆之，
廣田誠一， 西口修平． 超音波による組織弾性イメージング
肝線維化の画像診断． 肝胆膵画像 2011;13:31-6
Uwa N， Kataoka TR， Torii I， Sato A， Nishigami T，
Song M， Daimon T， Saeki N， Sagawa K， Mouri T，

樹， 西上隆之， 中正恵二． 右副腎腫瘍の一切除例． 第

T e r a d a T， S a k a g a m i M， T s u j i m u r a T ． C D 4 4

53回日本病理学会近畿支部学術集会 2011.5 西宮

expression is related to poor prognosis of

幡野晶子， 千葉啓和， 谷口丈晃， 山根木康嗣， 高井貴
子， 田中博， 藤渕航． 細胞分化解析を目指した網羅的ヒ
ト細胞データベース「CELLPEDIA」．（シンポジウム）2011
統合データベースシンポジウム 2011.8 東京
［研究会・講演会等］

hypopharyngeal squamous cell carcinoma． Acta
Otolaryngol 2011;131:323-9
S a t o A， T o r i i I， T a o L H， S o n g M， K o n d o N，
Yoshikawa Y， Hashimoto-Tamaoki T， Hasegawa S，
Nakano T， Tsujimura T． Establishment of a cell line

大山秀樹， 中正恵二， 山根木康嗣， 野杁由一郎， 久原彩

from a Japanese patient useful for generating an in

子， 小越菜保子， 山田直子， 秦正樹， 恵比須繁之,

vivo model of malignant pleural mesothelioma.
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Cancer Sci 2011;102:648-55
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi
K， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Shikata T，

2011 European Multidisciplinary Cancer Congress
（EMCC2011）2011.9 Stockholm
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

Tsujimura T， Hirota S． Efficacy of polaprezinc for

H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T，

acute radiation proctitis in a rat model．Int J Radiat

Hirota S． Late rectal injury and microangiopathy

Oncol Biol Phys 2011;80:877-84

after irradiation：A Time Sequential Study in Rats.

Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Morinaga T,
Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N，
Matsumoto S， Okumura Y， Tanaka F， Hasegawa S,

American Society for Radiation Oncology 53rd Annual
Meeting（ASTRO2011）2011.10 Miami Beach
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

Hashimoto-Tamaoki T， Nakano T． Frequent deletion

H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura

of 3p21.1 region carrying semaphorin 3G and aberrant

T， Hirota S． The Impact of Low-dose aspirin on

expression of the genes participating in semaphorin

radiation proctitis in rats． American Society for

signaling in the epithelioid type of malignant
mesothelioma cells． Int J Oncol 2011;39:1365-74
［症例報告］
Kondo N， Torii I， Hashimoto M， Takuwa T， Tanaka

Radiation Oncology 53rd Annual Meeting
（ASTRO2011）2011.10 Miami Beach
［国内学会］
菊池正二郎， 竹村雅至， 小石健二， 堀高明， 松本友寛，

F， Tsujimura T， Hasegawa S． Alveolar adenoma of

海邉展明， 山下英孝， 花山寛之， 辻村亨， 笹子三津

the lung：a case report． Ann Thorac Cardiovasc

留． 胃がん浸潤における上皮間葉細胞分化転換EMTの解

Surg 2011;17:71-3

析． 第83回日本胃癌学会総会 2011.3 三沢

Hirano H， Terada N， Yamada N， Yamanegi Y， Oyama

佐藤鮎子， 鳥井郁子， 中野孝司， 長谷川誠紀， 亀井敏

H， Nishigami T， Nakasho K． A case of mixed

昭， 辻村亨． 悪性中皮腫の鑑別診断におけるCD146免疫

ductal-endocrine carcinoma of the pancreas． Med
Mol Morphol 2011;44:58-62
■学会発表■
［国際学会］
Tanaka F， Yoneda K， Kondo N， Hashimoto M，

染色の有用性． 第100回日本病理学会総会 2011.4 横浜
鳥井郁子， 佐藤鮎子， 宋美紗， 橋本昌樹， 長谷川誠紀，
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とその病理組織学的検討．（web開催）第70回日本医学放

Society of Clinical Oncology（ASCO2011）2011.6

射線学会総会 2011.5 横浜

Chicago

高嶋智之， 森脇英一朗， 岩井孝史， 坂井良行， 會澤信

Yoneda K， Tanaka F， Kondo N， Orui H， Hashimoto

弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

M， Takuwa T， Matsumoto S， Okumura Y， Sato A,

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 笹子三津

Tsujimura T， Tsubota N， Kuribayashi K， Fukuoka K,

留， 片 岡 竜 貴， 鳥 井 郁 子， 西 上 隆 之， 西 口 修 平.

Nakano T， Hasegawa S． Circulating endothelial cell

AFP値の定期フォローにより発見できたAFP産生胃癌の1

（CEC）， a surrogate of tumor angiogenesis，as a

例． 第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

diagnostic and prognostic marker in malignant pleural

廣島健三， 亀井敏昭， 鍋島一樹， 秋田弘俊， 岡輝明，

mesothelioma（MPM）． 2011 American Society of

河合俊明， 辻村亨， 武島幸男， 前田昭太郎， 松野吉

Clinical Oncology Annual Meeting（ASCO2011）

宏． 胸水細胞診による中皮腫診断の試み. （シンポジウム）

2011.6 Chicago

第52回日本臨床細胞学会総会春期大会 2011.5 福岡

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

渋田秀美， 安永佳麻里， 為平千奈美， 野口悦伸， 岡村

H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura

宏， 佐久間暢夫， 畠榮， 佐藤正和， 辻村亨， 亀井敏

T， Hirota S． Radiation-induced rectal toxicity in rats

昭． 体腔液細胞診における免疫染色による細胞鑑別につい

on low-dose aspirin therapy． The 2011 European

て．（シンポジウム）第52回日本臨床細胞学会総会春期大

Multidisciplinary Cancer Congress（EMCC2011）
2011.9 Stockholm
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura
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Hirotani S， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Ohyanagi

病態と治療．（教育講演）第59回日本心臓病学会学術集
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会 2011.9 神戸
佐藤幾生， 松山貴司， 瀧本光代， 三宅裕治， 峰隆直，
増山理． 左室収縮能異常を認めたくも膜下出血患者5症例
の検討． 第59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸
澤田悠， 内藤由朗， 辻野健， 奥原祥貴， 江口明世， 岩

を行い， 心不全が軽快した1例． 第16回日本心血管インタ
ーベンション治療学会近畿地方会 2011.2 豊中
住吉晃典， 岡克己， 竹中雄也， 糸原佳名子， 中尾伸二，
赤堀宏州， 川﨑大三． CLIに対するEVTを行い， SFAの
残存解離が急性動脈閉塞の原因となった症例． 第16回日

破俊博， 赤堀宏州， 廣谷信一， 大柳光正， 光野正孝，

本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2011.2 豊

宮本裕治， 増山理． 大動脈弁狭窄症弁組織における

中

Bone morphogenetic protein-binding endothelial

澤田悠， 廣谷信一， 内藤由朗， 中坊亜由美， 合田亜希

regulator（BMPER）発現． 第59回日本心臓病学会学術

子， 川端正明， 増山理， 山脇弘二． 著明な1度房室ブロ

集会 2011.9 神戸

ックを合併した心室中隔腫瘤の1例． 第194回日本内科学会

合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

近畿地方会 2011.6 奈良

美， 赤堀宏州， 辻家紀子， 江口明世， 澤田悠， 廣谷

福永匡史， 川﨑大三， 藤井健一， 名方剛， 増山理， 舛

信一， 川端正明， 宮本裕治， 増山理． 大動脈弁狭窄症

谷 元 丸， 大 柳 光 正． 深 部 静 脈 血 栓 症 に 対 す る

患者の左室肥大を決定する因子についての検討． 第59回日

Endovascular treatment の治療効果． 第111回日本循環

本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

器学会近畿地方会 2011.6 神戸

赤堀宏州， 辻野健， 内藤由朗， 吉田千佳子， 佐々木尚

西山真知子， 合田亜希子， 廣谷信一， 正木充， 大塚美

子， 川端正明， 大柳光正， 光野正孝， 宮本裕治， 増

里， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 江口明世， 澤田悠，

山理． 先天性 2 尖弁による大動脈弁狭窄症の組織学的検

川端正明， 増山理， 辻家紀子， 宮本裕治． 脾動脈瘤破

討：加齢変性に伴う3尖弁の大動脈弁狭窄症との比較． 第

裂で発症した感染性心内膜炎の1例． 第111回日本循環器

59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

学会近畿地方会 2011.6 神戸

吉田千佳子， 廣谷信一， 中坊亜由美， 合田亜希子， 正木

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 濱岡守， 川端正明， 増山

充， 川端正明， 辻野健， 増山理． 収縮不全心のβ遮断

理． 左側アプローチで房室接合部アブレーションに成功した1

薬導入療法はコラーゲン分解を抑制し左室リモデリングを抑

例． 第111回日本循環器学会近畿地方会 2011.6 神戸

制する． 第59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸
峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理， 佐藤幾生．くも膜

西本健太， 中坊亜由美， 廣谷信一， 中聡夫， 岩破俊博，
内藤由朗， 江口明世， 澤田悠， 川端正明， 大柳光正，

下出血発症時の心電図による発症1ヶ月後の予後予測． 第

増山理． 心アミロイドーシスによる心不全に対してV2−受容

59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

体拮抗剤が著効した１例． 第111回日本循環器学会近畿地

増山理． HFpEFに対する治療．（シンポジウム）第15回日本
心不全学会学術集会 2011.10 鹿児島

方会 2011.6 神戸
栗並昇， 貴島秀行， 小谷健， 峰隆直， 増山理， 大柳光

藤原昌平， 弓場雅夫， 立石順， 増山理． 心不全に対しバ

正． 右室瘤が心室頻拍の起源となっていた不整脈源性右

ゾプレシンV 2 受容体拮抗剤トルバプタン錠が有効であっ

室 心 筋 症 の１例． 第195回日本 内 科 学 会 近 畿 地 方 会

た3 症例． 第15回日本心不全学会学術集会 2011.10 鹿児
島

2011.9 大阪
田中益水， 合田亜希子， 松永桃子， 松永久美子， 三角千

中聡夫， 吉田千佳子， 赤神隆文， 土居隆， 辻野健， 増

香， 牧原佐知子， 中坊亜由美， 吉田千佳子， 飯島尋

山理， 大柳光正． 急性心筋梗塞患者に対するエホニジピ

子， 増山理． 心室中隔肥厚を伴った心サルコイドーシスの1

ン追加投与は心臓リハビリテーションの効果を増強する． 第

例． 日本 超 音 波 医 学 会 第 3 8 回 関 西 地 方 会 学 術 集 会

15回日本心不全学会学術集会 2011.10 鹿児島
赤堀宏州， 辻野健， 佐々木尚子， 内藤由朗， 松本実佳，
増山理． アトロバスタチンによる心拡張能改善の機序． 第
34回日本高血圧学会総会 2011.10 栃木
藤井彩， 内藤由朗， 澤田悠， 辻野健， 佐々木尚子， 赤堀
宏州， 大柳光正， 増山理． 慢性腎臓病モデルにおける鉄
の関与． 第34回日本高血圧学会総会 2011.10 栃木
土井泰治， 岡田健一郎， 山田憲明， 柴田浩遵， 伊藤賀
敏， 澤野宏隆， 林亨， 鶴永知万， 増山理． 高血圧症に
おける心筋内小動脈血流異常の臨床的意義について． 第
34回日本高血圧学会総会 2011.10 栃木
［地方会等］

2011.11 大阪
牧原佐知子， 合田亜希子， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 良
本政章， 羽尾裕之， 川端正明， 飯島尋子， 宮本裕治，
増山理． 感染性脳動脈瘤を合併した心内膜炎の1症例.
日本超音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大
阪
松永久美子， 中坊亜由美， 合田亜希子， 吉田千佳子， 吉
岡良晃， 羽尾裕之， 川端正明， 飯島尋子， 宮本裕治，
増山理． 左房内に有茎性の腫瘤を認めた一症例． 日本超
音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11大阪
東晃平， 名方剛， 藤井健一， 澁谷真彦， 福永匡史， 河
合健志， 三木孝次郎， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸，

西山真知子， 川﨑大三， 福永匡史， 藤井健一， 舛谷元

大柳光正． 薬剤溶出ステントが遠隔期の冠動脈内皮機能に

丸， 川端正明， 大柳光正， 増山理． 腎動脈狭窄による

与える影響についての検討． 第112回日本循環器学会近畿

慢性心不全の増悪に対し炭酸ガス造影を用いた血管内治療

地方会 2011.11 京都
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岡村恵里子， 高田珠希， 合田亜希子， 小谷健， 峰隆直，

血管の病気）:49

正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 廣谷信一， 増山理，
羽尾裕之， 良本政章， 宮本裕治． 脳梗塞発症後の血栓
溶解療法により仮性心室瘤の発生を認めた1例． 第112回日

冠疾患科

本循環器学会近畿地方会 2011.11 京都

Coronary Heart Disease

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． 大動脈右冠尖起源
の特発性心室性期外収縮の一例． 第112回日本循環器学

■著書■

会近畿地方会 2011.11 京都

舛谷元丸． 10システムの活用． 南都伸介 編． 確実に身に着

正井久美子， 奥原祥貴， 澤田悠， 江口明世， 岩破俊博，
内藤由朗， 廣谷信一， 増山理， 川端正明． 難治性低ナ
トリウム血症をきたした心不全の1症例． 第112回日本循環
器学会近畿地方会 2011.11 京都
［研究会・講演会等］
濱 岡 守， 峰 隆 直， 小 谷 健， 増 山 理． 長 時 間 持 続した
Accelerated Idioventricular Rhythmに対してカテーテル
アブレーションが有効であった1 例． 第23回臨床不整脈研
究会 2011.1 東京
濱岡守， 峰隆直， 小谷健， 川端正明， 増山理． 術後4日
目に埋め込み型除細動器リード穿孔をきたした1 例． 第 3 回
植込みデバイス関連冬季大会 2011.2 東京

くPCIの基本とコツ． 改訂版． 東京：羊土社， 2011:228-31
■学術論文■
［総説］
中坊亜由美， 合田亜希子， 増山理． 肥大心における心筋ね
じれ運動． Heart View 2011;15:576-81
舛谷元丸． Slender PCI．日本臨牀 2011;69:287-94
舛谷元丸． ガイドワイヤー． Circulation Up-to-Date 2011;6
（増刊）:24-7
大柳光正． 頻脈性不整脈−幅広QRS頻脈と正常QRS頻脈
−．レジデント 2011;4:78-89
［原著］
Yoshida C， Goda A， Naito Y， Nakaboh A， Matsumoto

峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理． 大動脈右冠尖から

M， Otsuka M， Ohyanagi M， Hirotani S， Lee-

の通電が有効であった特発性心室性期外収縮の1例． 第23

Kawabata M， Tsujino T， Masuyama T． Role of

回カテーテル・アブレーション委員会公開研究会 2011.10 横

plasma aldosterone concentration in regression of left-

浜

ventricular mass following antihypertensive

小谷健， 峰隆直， 貴島秀行， 増山理， 大柳光正． 不整

medication． J Hypertens 2011;29:357-63

脈源性右室心筋症に対してカテーテル・アブレーションが奏功

Akahori H， Tsujino T， Naito Y， Matsumoto M， Lee-

した1例． 第23回カテーテル・アブレーション委員会公開研究

Kawabata M， Ohyanagi M， Mitsuno M， Miyamoto Y,

会 2011.10 横浜

Daimon T， Hao H, Hirota S， Masuyama T.

■その他■

Intraleaflet hemorrhage is associated with rapid

増山理． 予後改善効果が優れるループ利尿薬は短時間作用

progression of degenerative aortic valve stenosis.

型か持続型か． 増山理 監． DIANAVI 5 ． 東京：メディ
カルトリビューン， 2011

Eur Heart J 2011;32:888-96
Fujii K， Kawasaki D， Oka K， Akahori H， Fukunaga

内藤由朗． 文献紹介． Osaka Heart Club 2011;34:12-4

M， Sawada H， Masutani M， Lee-Kawabata M ,

増山理． 企画にあたって． Heart View 2011;15:530-1

Tsujino T， Ohyanagi M， Masuyama T． Endothelium-

増山理．日本は心不全に陥らず， 再生されるか， 再生できる

dependent coronary vasomotor response and

か． Osaka Heart Club 2011;34:1-2
増山理． 巻頭言． 心エコー 2011;12:585

neointimal coverage of zotarolimus-eluting stents 3
months after implantation． Heart 2011;97:977-82

増山理． 心不全治療の新展開−バソプレシンV2受容体拮抗

Naito Y， Tsujino T， Fujimori Y， Sawada H， Akahori

薬を考える−．（座談会）Anti-aging Science 2011;3:126-

H， Hirotani S， Ohyanagi M， Masuyama T． Impaired
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expression of duodenal iron transporters in Dahl salt-

増山理． 慢性心不全の薬物治療のUp-to data−現状とこれ
からの展開−．（座談会）カレントテラピー 2011;29:960-7

sensitive heart failure rats． J Hypertens 2011;29:7418

藤井健一． 動脈硬化性疾患予防ガイドラインの達成を目指した

江口明世， 中坊亜由美， 合田亜希子， 正木充， 大塚美

脂質管理−兵庫県の脂質管理の現状を踏まえて−．（座談

里， 吉田千佳子， 廣谷信一， 川端正明， 辻野健， 増

会）Medical Tribune Postgraduate Journal

山 理． H e a r t f a i l u r e w i t h p r e s e r v e d e j e c t i o n

2011;2011.10.13:1-4

fracationにおける左室内腔形態と予後との関連についての

増山理． 心不全とは？（心不全の症状と診断）
．（市民公開
講座）第15回日本心不全学会学術集会 2011.10 鹿児島

検 討． Japanese Journal of Medical Ultrasonics
2011;38:103-10

増山理． 心臓弁膜症（大動脈弁狭窄症， 僧帽弁閉鎖不全

Fujii K， Kawasaki D， Oka K， Akahori H， Iwasaku T,

症など）
．きょうの健康 2011;（別冊 心臓・血管の病気）:44-8

Fukunaga M， Eguchi A， Sawada H， Masutani M,

増山理． 感染性心内膜炎．きょうの健康 2011;（別冊 心臓・

Lee-Kawabata M， Tsujino T， Ohyanagi M， Masuyama
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T． The impact of pravastatin pre-treatment on

detection of microcirculatory damage early after

periprocedural microcirculatory damage in patients

anterior versus non-anterior myocardial infarction.

undergoing percutaneous coronary intervention.

American College of Cardiology 60th Annual Scientific

JACC Cardiovasc Interv 2011;4:513-20

Session 2011（ACC2011）2011.4 New Orleans

Sawada H， Naito Y， Hirotani S， Akahori H， Iwasaku

Naka T， Yoshida C， Akagami T， Doi T， Sakoda T,

T， Eguchi A， Okuhara Y， Fujii A， Ohyanagi M,

Masuyama T， Ohyanagi M． Effect of efonidipine

Mitsuno M， Miyamoto Y， Tsujino T， Masuyama T.

therapy on exercise intolerance in patients with first

Involvement of bone morphogenetic protein-binding

myocardial infarction． Efonidipine and myocardial

endothelial regulator in aortic valve stenosis． Int J

infarction study． Heart Failure Congress 2011 2011.5

Cardiol 2011;152:107-9

Gothenburg

Nakata T， Fujii K， Fukunaga M， Kawasaki D， Lee-

Doi T， Sakoda T， Akagami T， Naka T， Tsujino T,

Kawabata M， Masutani M， Ohyanagi M， Masuyama T.

Masuyama T， Ohyanagi M． T-type Ca2+ channel

The impact of plaque characterization assessed by

antagonists attenuated aldosterone induces endothelin-

intravascular ultrasound on myocardial perfusion

1-Rho/Rho-kinase-interleukin-18 pathway in

after primary angioplasty in patients with ST-segment

cardiomyocytes． Heart Failure Congress 2011 2011.5

elevation myocardial infarction． Circ J 2011;75:2642-7

Gothenburg

Goda A， Nakao S， Tsujino T， Yuba M， Otsuka M,

Fujii K， Hao H， Fukunaga M， Nakata T， Sawada H,

Matsumoto M， Yoshida C， Naito Y， Lee-Kawabata M,

O h y a n a g i M， M a s u y a m a T． H i s t o p a t h o l o g i c a l

Ohyanagi M， Masuyama T． Determinants of plasma

validation of optical coherence tomography analysis

brain natriuretic peptide levels in untreated

for lipid-rich plaque and thin-cap fibroatheroma.

hypertensive patients． J Echocardiogr 2011;9:103-8
Nakamura H， Mine T， Kanemori T， Ohyanagi M,

European Society of Cardiology Congress 2011
（ESC2011）2011.8 Paris

Masuyama T． Effect of right ventricular pacing site

Kawasaki D， Fujii K， Fukunaga M， Masutani M,

on QRS width． Asian Cardiovasc Thorac Ann

Masuyama T． Safety and efficacy of endovascular

2011;19:339-45

therapy with simple homemade carbon dioxide

奥田哲， 合田亜希子， 正木充， 中坊亜由美， 飯野貴子，
吉田千佳子， 廣谷信一， 大柳光正， 辻野健， 増山理.

delivery system． European Society of Cardiology
Congress 2011（ESC2011）2011.8 Paris

心・腎保護の観点からみた降圧治療においてアンジオテン

Akahori H， Tsujino T， Naito Y， Yoshida C， Sasaki N,

シンⅡ受容体拮抗薬に利尿薬を追加する意義．日本心臓病

Lee-Kawabata M， Ohyanagi M， Mitsuno M， Miyamoto

学会誌 2011;6:209-15
［症例報告］
貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 大柳光正， 増山理． 中心
臓静脈内での通電により根治しえた心外膜側に副伝導路を有
したWPW症 候 群 の1例． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 雑 誌
2011;36:115-9

Y， Masuyama T． Statin use reduces neoangiogenesis
and intraleaflet haemorrhage in the aortic valve of
degenerative aortic stenosis． European Society of
Cardiology Congress 2011（ESC2011）2011.8 Paris
Akahori H， Tsujino T， Naito Y， Yoshida C， Sasaki N,
Lee-Kawabata M， Ohyanagi M， Mitsuno M， Miyamoto

赤神隆文， 佐古田剛， 赤堀宏州， 正井美帆， 辻野健，

Y， Masuyama T． Neoangiogenesis， intraleaflet

増山理， 大柳光正． 下垂体性無月経，１型糖尿病および

haemorrhage and macrophage infiltration are more

関節破壊を伴ったヘモクロマトーシスによる心不全の一例.

remarkable in bicuspid aortic valve stenosis than in

兵庫医科大学医学会雑誌 2011;36:111-4

tricuspid aortic valve stenosis． European Society of

N a k a t a T， F u j i i K， F u k u n a g a M， O h y a n a g i M ,
Masuyama T． Coronary artery aneurysm formation 7
m o n t h s a f t e r b a r e - m e t a l s t e n t i m p l a n t a t i o n：

Cardiology Congress 2011（ESC2011）2011.8 Paris
Nakata T， Fujii K， Sawada H， Fukunaga M， Iwasaku
T， Kawasaki D， Masutani M， Lee-Kawabata M,

Intravascular ultrasound and optical coherence
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tomography observation． J Cardiol Cases 2011;3:115-
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Nakata T， Fujii K， Fukunaga M， Kawasaki D， Lee-

Kawabata M， Ohyanagi M， Masuyama T． Diagnostic
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兵庫医大業績録（2011）
intravascular ultrasound on myocardial perfusion
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35

第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島
中坊亜由美， 吉田千佳子， 廣谷信一， 合田亜希子， 正木

elevation myocardial infarction． European Society of

充， 大塚美里， 大江良子， 江口明世， 澤田悠， 川端

Cardiology Congress 2011（ESC2011）2011.8 Paris

正明， 辻野健， 増山理． 慢性心不全患者の心臓リハビリ

F u k u n a g a M， F u j i i K， N a k a t a T， K a w a s a k i D ,
Masutani M， Ohyanagi M， Masuyama T． Multiple
complex coronary atherosclerosis in diabetic patients

テーションにスタチン治療を併用することの有用性． 第22回日
本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島
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充， 廣谷信一， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断薬

microcirculatory damage and myocardial viability
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美， 吉田千佳子， 川﨑大三， 川端正明， 辻野健， 小
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充， 中坊亜由美， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断
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ハビリテーションにスタチン療法を追加することの有用性に
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吉田千佳子， 中坊亜由美， 田中益水， 牧原佐知子， 西

高橋敬子， 中聡夫， 笹沼直樹， 田中隆史， 井谷祐介，

村純子， 吉本直喜， 奥平久美子， 松永桃子， 川端正

吉田千佳子， 佐古田剛， 児玉典彦， 道免和久， 大柳光
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正． 医師監視型を生かした， 治療としての重症心不全に対
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する心臓リハビリテーションプログラム． 第17回日本心臓リハビ
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動能の改善が得られた心アミロイドーシスの1例． 第17回日本
心臓リハビリテーション学会学術集会 2011.7 大阪

2011.8 横浜
Kawasaki D， Fujii K， Fukunaga M， Masutani M， Lee-

笹沼直樹， 高橋敬子， 山内真哉， 井谷祐介， 田中隆史，
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zotarolimus-eluting stent in patients with versus

Hirotani S， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Ohyanagi
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neoangiogenesis and intraleaflet hemorrhage in the

Fujii K， Iwasaku T， Doi T， Okumura T， Sawada H,

aortic valve of degenerative aortic stenosis． 第75回日
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監． 白血病治療におけるダサチニブのすべて． 大阪：メディ

ックを合併した心室中隔腫瘤の1例． 第194回日本内科学会

カルレビュー社， 2011:32

近畿地方会 2011.6 奈良

岡田昌也． ALL多剤からの切り替え例−視神経浸潤と伴い再

福永匡史， 川﨑大三， 藤井健一， 名方剛， 増山理， 舛

発したPh＋ALLに対しダサチニブが有用であった1例−． 直

谷 元 丸， 大 柳 光 正． 深 部 静 脈 血 栓 症 に 対 す る

江知樹 監． 白血病治療におけるダサチニブのすべて． 大

Endovascular treatment の治療効果． 第111回日本循環
器学会近畿地方会 2011.6 神戸
西山真知子， 合田亜希子， 廣谷信一， 正木充， 大塚美
里， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 江口明世，澤田悠，

阪：メディカルレビュー社， 2011:60-1
■学術論文■
［原著］
Okada M， Satake A， Kaida K， Taniguchi K,

川端正明， 増山理， 辻家紀子， 宮本裕治． 脾動脈瘤破

Yoshihara S， Ikegame K， Tamaki H， Soma T,

裂で発症した感染性心内膜炎の1例． 第111回日本循環器

Fujimori Y， Ogawa H． Successful treatment with

学会近畿地方会 2011.6 神戸

nilotinib afterimatinib failure in a CML patient with a
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four-way Ph chromosometranslocation and point

H， Taniguchi S， Takami A， Abe Y， Hino M，

mutations in BCR/ABL gene． Int J Hematol

Etou T， Ueda Y， Yujiri T， Matsui T， Okamura

2011;93:243-6

A， Tanaka J， Atsua T， Kodera Y， Suzuki R.

Ikegame K， Yoshihara S， Taniguchi Y， Kaida K，

Use of mycophenolate mofetil in patients received

Inoue T， Okada M， Taniguchi K， Hasei H， Tamaki

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in

H， Fujioka T， Kato R， Soma T， Ogawa H.

Japan． Int J Hematol 2011;93:523-31

Allogeneic stem cell transplantation as treatment for

Zaki MA， Wada N， Kohara M， Ikeda J， Hori Y，

heavily treated,refractory acute graft-versus-host

Fujita S， Ogawa H， Sugiyama H， Hino M，

disease after HLA-mismatched stem cell

Kanakura Y， Morii E， Aozasa K． Presence of

transplantation． Exp Hematol 2011;39:880-90
Taniguchi K， Okada M， Yoshihara S， Sawada A，

B-cell clones in T-cell lymphoma． Eur J Hematol
2011;86:412-9

Tokugawa T， Ishii S， Kaida K， Minagawa K， Matsui

T a g u c h i A， Z h u P， C a o F， K i k u c h i - T a u r a A ,

T， Ogawa H． Strategy for bone marrow

Kasahara Y， Stern DM， Soma T， Matsuyama T,

transplantation in eculizumab-treated paroxysmal

Hata R． Reduced ischemic brain injury by partial

nocturnal hemoglobinuria． Int J Hematol 2011;94:403-

rejuvenation of bone marrow cells in aged rats． J

7
Nakata J， Okada M， Tamaki H， Satake A， Kaida K，

Cereb Blood Flow Metab 2011;31:855-67
Kobayashi Y， Sakamaki H， Fujisawa S， Ando K，

Y o s h i h a r a S， K a t o R， I k e g a m e K， O g a w a H .

Yamamoto K， Okada M， Ishizawa K， Nagai T，

Dasatinib-inducws rapid regression and complete

Miyawaki S， Motoji T， Usui N， Iida S， Taniwaki

molecular remission of multiple subcutaneous tumours

M， Uoshima N， Seriu T， Ohno R． Lack of non-

presenting as relapsed chronic myeloid leukaemia

hematological cross intolerance of dasatinib to

a f t e r c o r d b l o o d t r a n s p l a n t a t i o n． L e u k R e s

imatinib in imatinib-intolerant patients with

2011;35:1658-9

Philadelphia chromosome positive chronic myeloid

Nakata J， Tamaki H， Ikegame K， Kato R， Yoshihara
S， Kaida K， Inoue T， Kamesaki T， Okada M，

leukemia or acute lymphatic leukemia:a retrospective
safety analysis． Int J Hematol 2011;93:745-9

Ogawa H． Direct antiglobulin test-negative

Wakahashi K， Yamamori M， Minagawa K， Ishii S，

autoimmune hemolytic anemia associated with HLA-

Nishikawa S， Shimoyama M， Kawano H， Kawano

haploidentical stem cell transplantation． Int J

Y， Kawamori Y， Sada A， Matsui T， Katayama

Hematol 2011;93:558-60

Y． Pharmacokinetics-based optimal dose prediction

Kako S， Morita S， Sakamaki H， Ogawa H， Fukuda

of donor source-dependent response to mycophenolate

T， Takahashi S， Kanamori H， Onizuka M， Iwato

mofetil in unrelated hematopoietic cell

K， Suzuki R， Atsuta Y， Kyo T， Sakura T，
Jinnai I， Takeuchi J， Miyazaki Y， Miyawaki S，

transplantation． Int J Hematol 2011;94:193-202
Shirahata A， Fukutake K， Higasa S， Mimaya J， Oka

Ohnishi K， Naoe T， Kanda Y． A decision analysis

T， Shima M， Takamatsu J， Taki M， Taneichi M,

of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Yoshioka A；Study group on factors involved in

in adult patients with Philadelphia chromosome-

Formation of inhibitors to factor Ⅷ and Ⅸ

negative acute lymphoblastic leukemia in first

preparations． An analysis of factors affecting the

remission who have an HLA-matched sibling donor.

incidence of inhibitor formation in patients with

Leukemia 2011;25:259-65

congenital haemophilia in Japan． Haemophilia

Koga M， hashimoto K， Murai J， Saito H， Mukai

2011;17:771-6

M， Ikegame K， Ogawa H， Kasayama S． Usefulness

Bouike Y， Imoto S， Mabuchi O， Kokubunji A， Kai

of glycated albumin as an indicator of glycemic

S， Okada M， Taniguchi R， Momose S， Uchida S,

control status in patients with hemolytic anemia.

Nishio H． Infectivity of HBV DNA positive donations

Clin Chim Acta 2011;412:253-7

identified in look-back studies in Hyogo-Prefecture,

Wada N， Ikeda J， Hori Y， Fujita S， Ogawa H， Soma

Japan． Transfus Med 2011;21:107-15

T， Sugiyama H， Fukuhara S， Kanamaru A， Hino

田中一郎， 天野景裕， 松下正， 日笠聡， 嶋緑倫， 瀧正

M， Kanakura Y， Morii E， Aozasa K． Epstein-

志， 渥美達也， 鏑木淳一， 冨山佳昭， 高橋芳右．日本

barr virus in diffuse large B-Cell lymphoma in

血栓止血学会後天性血友病A診療ガイドライン． 日本血栓

immunocompetent patients in Japan is as low as in

止血学会誌 2011;22:295-322

Western Countries． J Med Virol 2011;83:317-21
Iida M， Fukuda T， Ikegame K， Yoshihara S， Ogawa

田中一郎， 天野景裕， 瀧正志， 岡敏明， 酒井道生， 嶋緑
倫， 白幡聡， 竹谷英之， 花房秀次， 日笠聡， 福武勝
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幸， 藤井輝久， 堀越泰雄， 松下正， 松本剛史， 三室
淳， 吉岡章． 東日本大震災で被災された血友病患者への
支援．日本血栓止血学会誌 2011;22:259-65
日笠聡． 血液媒介感染症（肝炎ウイルス・ヒト免疫不全ウイル
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of the International Society on Thrombosis and
Haemostasis 57th Annual SSC Meeting 2011.7 Kyoto
Matsushita T， Shirahata A， Fukutake K， Mimaya J，
Takamatsu J， Shima M， Hanabusa H， Takedani

ス）と職業感染対策．日本口腔感染症学会雑誌 2011;18:7-

H， Takashima Y， Tawa A， Higasa S， Takata N，

15

S a k a i M， K a w a k a m i K， O h a s h i Y， S a i t o H .

岡田昌也． 臍帯血移植における経口抗菌薬（モキシフロキサ

Clinical pharmacological study if a plasma-derived

シン） の 有 効 性と安 全 性 の 検 討． 化 学 療 法 の 領 域

factor viia and factor x mixture（MC710）in

2011;27:90-4

haemophilia patients with inhibitors-phasei trial． XX

［研究報告］
小川啓恭． 臍帯血の骨髄内移植に関する研究． 厚生労働科
学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業

ⅢCongress of the International Society on Thrombosis
and Haemostasis 57th Annual SSC Meeting 2011.7
Kyoto

「臍帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高度化と安全性確

Shirahata A， Fukutake K， Higasa S， Miyama J， Oka

保に関する研 究 」 平 成22年 度 総 括・分 担 研 究 報 告 書

T， Shima M， Takamatsu J， Taki M， Taneichi

2011.3:27-31

M， Yoshioka A． An analysis of factors affecting the

小川啓恭． 骨髄内骨髄移植の安全性， 有効性の確立に関す

incidence of inhibitor formation in patients with

る研究． 厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患

congenital haemophilia in Japan． XXⅢ Congress of

等予防・治療研究事業「灌流法により採取された骨髄細胞

the International Society on Thrombosis and

を用いた骨髄内骨髄移植療法：基礎から臨床へ」平成 2 2
年度総括・分担研究報告書 2011.3:23-6
小川啓恭． 臍帯血の骨髄内移植に関する研究． 平成22年度

Haemostasis 57th Annual SSC Meeting 2011.7 Kyoto
Ogawa H． Haplo-identical HCT from family members.
The 1st International Workshop on Hematopoietic

厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・

Scientific Symposium on Hematopoietic Stem Cells

治療研究事業研究報告書（移植医療分野）2011:50-4

Transplantation in Emerging Countries 2011.11 Hanoi

小川啓恭． 血縁者間HLA半合致ミニ移植の有用性の研究.

Kaida K， Ikegame K， Yoshihara S， Taniguchi K， Ishii

平成22年度厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾

S， Kato R， Inoue T， Okada M， Tamaki H， Fujioka

患等予防・治療研究事業研究報告書（移植医療分野）

T， S o m a T， O g a w a H． U n m a n i p u l a t e d H L A -

2011:139-41

haploidentical（2-3 antigen-mismatched）stem cell

■学会発表■

transplantation using myeliablative or reduced-

［国際学会］
Ikegame K， Yoshihara S， Kaida K， Taniguchi K， Kato
R， Nakata J， Okada M， Tamaki H， Taniguchi Y，

intensity preconditioning regimen． The 53rd
American Society of Hematology Annual Meeting and
Exposition 2011.12 San Diego

Fujioka T， Satake A， Inoue T， Soma T， Ogawa H.

Yano S， Yokoyama H， Nishimura R， Fukuda T，

Unmanipulated haploidentical stem cell

Ogawa H， Ohashi K， Kanamori H， Tanaka J，

transplantation using myeloablative or reduced-

Sakamaki H， Atsuta Y， Takami A：The Japan

intensity preconditioning regimen． BMT Tandem

Society of Hematopoietic Transplantaion（JSHCT）

Meetings 2011.2 Honolulu

AML working group． Prognostic factors of reducing

Higasa S， Amano K， Hanabusa H， Muto S,

relapse in patients undergoing allogeneic

Matsushita T， Shima M， Fujii T， Sakai M， the

hematopoietic cell transplantation from related donor

FINE study group． FINE（FEIBA Inhibitor Entry）

for acute myeloid leukemia． The 53rd American

Post-Authorization Safety Surveillance（PASS）
：

Society of Hematology Annual Meeting and

capturing long-term experience in Japanese inhibitor

Exposition 2011.12 San Diego

subjects under routine clinical management． XXⅢ
Congress of the International Society on Thrombosis
and Haemostasis 57th Annual SSC Meeting 2011.7
Kyoto
Higasa S， Amano K， Hanabusa H， Muto S，

［国内学会］
日笠聡． DICに潜む血液疾患−後天性血友病．（教育講
演）第38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
池亀和博． 血縁HLA不適合移植の現状と方向性．（シンポジ
ウム）第33回日本造血幹細胞移植学会総会 2011.3 松山

Matsushita T， Shima M， Fujii T， Sakai M， Study

岡田昌也， 吉原哲， 谷口享子， 海田勝仁， 藤岡龍哉，

Group FINE． FINE（FEIBA Inhibitor Entry）post-

池亀和博， 玉置広哉， 相馬俊裕， 小川啓恭． 骨髄内臍

authorization safety surveillance（pass）
：capturing

帯血ミニ移植−臨床第1相試験結果報告−．（ワークショッ

long-term experience in Japanese inhibitor subjects
under routine clinical managemant． XXⅢ Congress

プ）第33回日本造血幹細胞移植学会総会 2011.3 松山
谷口享子， 吉原哲， 藤岡龍哉， 池本純子， 海田勝仁，
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加藤るり， 井上貴之， 池亀和博， 玉置広哉， 岡田昌

都

也， 相馬俊裕， 甲斐俊朗， 小川啓恭． 同種造血幹細胞

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 中野孝司， 小川啓恭.

移植に伴う好中球減少期感染症に対する顆粒球輸血療法の

悪性中皮腫においてFynの欠損がSrc family kinase阻害

有効性．（ワークショップ）第33回日本造血幹細胞移植学会

剤によるアポトーシスに必須である． 第70回日本癌学会学術

総会（JSHCT）2011.3 松山
池亀和博， 吉原哲， 海田勝仁， 谷口享子， 中田潤， 古
林勉， 加藤るり， 井上貴之， 藤岡龍哉， 玉置広哉，
岡田昌也， 相馬俊裕， 小川啓恭． 移植後再発/拒絶に

総会 2011.10 名古屋
Ogawa H． Unmaniplated HLA-haploidentical stem cell
transplantation．（シンポジウム）第73回日本血液学会学
術集会 2011.10 名古屋

対する再移植としての夫婦間造血幹細胞移植の可能性.

Ikegame K， Yoshihara S， Kaida K， Taniguchi K， Ishii

（ワークショップ）第33回日本造血幹細胞移植学会総会

S， Kato R， Inoue T， Fujioka T， Tamaki H， Okada

（JSHCT）2011.3 松山

M， Soma T， Ogawa H． HLA haploidentical

藤田浩之， 麻生範雄， 岩永正子， 兵理絵， 岸本祐司，

transplantation with reduced intensity conditioning

清井仁， 岡田昌也， 都築基弘， 松田光弘， 堀川健太

regimen as first alloSCT．（プレナリー）第73回日本血液

郎， 河合泰一， 大竹茂樹， 品川克至， 竹下明裕， 宮

学会学術集会 2011.10 名古屋

崎泰司， 大西一功， 宮脇修一， 大野竜三， 直江知樹.

Y o s h i h a r a S， I k e g a m e K， O k a d a M， K a i d a K，

急性前骨髄球性白血病再発後の移植−JALSG APL97

Taniguchi K， Inoue T， Kato R， Fujioka T， Tamaki

study．（ワークショップ）第33回日本造血幹細胞移植学会

H， Soma T， Ogawa H． Haploidentical or CBT for

総会（JSHCT）2011.3 松山

patients in CR：A retrospective analysis from a single

石山賢一， 恩田佳幸， 岡田睦実， 安齋尚之， 田嶌政郎，
吉原哲， 丸屋悦子， 佐治博夫．ドナー特異的HLA抗体

transplant team．（オーラルセッション）第73回日本血液学
会学術集会 2011.10 名古屋

を有する同種骨髄移植後早期再発AMLに対するHLA半合

Fujioka T， Tamaki H， Ishii S， kato R，Inoue T， Kaida

致移植．（ワークショップ）第33回日本造血幹細胞移植学会

K， Taniguchi K， Yoshihara S， Ikegame K， Okada

総会（JSHCT）2011.3 松山

M， Soma T， Saji H， Ogawa H． Loss of HLA

松岡由和， 佐々木豊， 高橋昌也， 岩城隆二， 中塚隆介，

antigens of tumor cells in patients who had a relapse

井上雅美， 小川啓恭， 高橋隆幸， 石川淳， 日野雅之，

after HLA-mismatched HSCT．（オーラルセッション）第

薗田精昭． 未分化造血幹細胞の支持能を持つヒト骨髄由

73回日本血液学会学術集会 2011.10 名古屋

来間葉系幹細胞の予期的分離とその機能解析．（ワークショ

Inoue T， Ikegame K， Yoshihara S， Kaida K，

ップ）第33回日本 造 血 幹 細 胞 移 植 学 会 総 会（JSHCT）

Taniguchi K， Tamaki H， Fujioka T， Okada M， Kato

2011.3 松山

R， Yamamoto Y， Soma T， Ogawa H． Host

河田尚子， 岸本裕充， 蔵下舞， 海田勝仁， 小川啓恭，

regulatory T cells contribute to the regulation of

浦出雅裕． 兵庫医科大学病院における造血幹細胞移植施

GVHD in murine MHC haploidentical BMT models.

行予定で抜歯した患者の術後経過．（看護ワークショップ）

（オーラルセッション）第73回日本血液学会学術集会 2011.10

第33回日本造血幹細胞移植学会総会（JSHCT）2011.3
松山

名古屋
Okada M， Takatsuka H， Samejima H， Ifuku H，

池本純子， 藤田典子， 国分寺晃， 甲斐俊朗， 中野智彦，

A d a c h i Y， O k u d a K， K u r a t a M， M i z u n o I，

中田文， 冨加見教男， 三崎真生子， 中島有香， 小野淳

Murayama T， Nagano S， Tabata S， Tamekane A，

一郎， 岡本恭明， 大塚欣敏， 谷澤隆邦， 谷口享子，

Uchieda M， Takahashi T， Hashimoto H，

吉原哲， 海田勝仁， 藤岡龍哉， 岡田昌也， 池亀和博，

Matsumoto K， Morita K， Fujioka T， Misawa M，

小川啓恭． 顆粒球の動員および採取効率の検討．（ポスタ

Fujimori Y， Ogawa H． Nilotinib serum levels are

ーセッション） 第33回日本 造 血 幹 細 胞 移 植 学 会 総 会

associated with clinical response in patients with

（JSHCT）2011.3 松山
川上学， 谷口享子， 池亀和博， 仁科拓也， 宇野田喜一，

CML．（オーラルセッション）第73回日本血液学会学術集会
2011.10 名古屋

濱田偉文， 大嶋正人， 中川雅史， 小川啓恭． HLA半

Koyama S， Fujita H， Asou N， Iwanaga M， Hyo R，

合 致ドナ ー からのr e d u c e d i n t e n s i t y s t e m c e l l

N o m u r a S， K i y o i H， O k a d a M， T s u z u k i M，

transplantation後， 寛解到達と同時に軸索障害性末梢神

Matsuda M， Ueda Y， Ohtake S， Shinagawa K，

経障害により完全下半身麻痺を来たしたリンパ芽球性リンパ

Takeshita A， Miyazaki Y， Ohnishi K， Miyawaki

腫の一例．（ポスターセッション）第33回日本造血幹細胞移

S， Ohno R， Naoe T． Outcome of reinduction

植学会総会（JSHCT）2011.3 松山

treatments for relapsed Acute Promyelocytic

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 小川啓恭． Fynの欠損
が悪性中皮腫におけるSrc family kinase阻害剤によるアポト
ーシスに必須である． 第84回日本生化学会大会 2011.9 京

Leukemia-JALSG APL97 study．（オーラルセッション）
第73回日本血液学会学術集会 2011.10 名古屋
Uoshima N， Kamitsuji Y， Tsukaguchi M， Take H，
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Tsudo M， Okada M， Hashimoto K， Tokumine Y，

後に， 免疫抑制剤の急速な減量により， 生着および寛解を

S a k o d a H， S o m a T， A o z a s a K， T a t s u m i Y，

同時に得た， 寛解導入不応の急性リンパ性白血病1例． 第

Kanakura Y． Clinical outcomes of malignant
lymphomas from Osaka Lymphoma Study Group
（OLSG）registry．（オーラルセッション）第73回日本血液
学会学術集会 2011.10 名古屋

95回近畿血液学地方会 2011.6 尼崎
Leif L， 海田勝仁， 池亀和博， 谷口享子， 岡田昌也， 井
上貴之， 加藤るり， 吉原哲， 藤岡龍哉， 玉置広哉，
相馬俊裕， 小川啓恭． 腫瘍細胞の6番染色体欠失より，

Soma T， Sato I， Taura A， Ikegame K， Okada M，

HLAのLOHが検出され， HLA半合致移植が著効した難

Nakata J， Yoshihara S， Taniguchi K， Kaida K，

治 性 悪 性リンパ 腫 の1例． 第95回 近 畿 血 液 学 地 方 会

Tamaki H， Inoue T， Kato R， Ogawa H． Survey of

2011.6 尼崎

Donor Derived MSC in conventional CBT and intra

谷口拓平， 海田勝仁， 池亀和博， 谷口享子， 岡田昌也，

bone marrow CBT．（ポスターセッション）第73回日本血

井上貴之， 加藤るり， 吉原哲， 藤岡龍哉， 玉置広哉，

液学会学術集会 2011.10 名古屋

相馬俊裕， 小川啓恭． 移植後の急激なADLの低下に対し

田浦映恵， 田口明彦， 神田隆善， 井上貴之， 佐藤伊織，

て， SNRIが著効し， 抑うつ症状の関与が強く示唆された急

相馬俊裕， 小川啓恭． 安全でかつ大量の臍帯由来間葉

逝骨髄性白血病の1例． 第95回近畿血液学地方会 2011.6

系幹細胞の採取方法の確立と同細胞を用いたGVHD治療

尼崎

効果の検証．（オーラルセッション）第73回日本血液学会学
術集会 2011.10 名古屋

右近紳一郎， 徳川多津子， 澤田暁宏， 岡田昌也， 谷口享
子， 海田勝仁， 吉原哲， 池亀和博， 日笠聡， 小川啓

佐藤伊織， 田浦映恵， 田口明彦， 相馬俊裕， 小川啓恭.

恭． 自己免疫性溶血性貧血で発症したマントル細胞リンパ腫

E s 細胞由来F l k 1 陽性細胞を用いた下肢虚血モデルマウス

に対してベンダムスチンを投与した1例． 第95回近畿血液

の治療効果．（オーラルセッション）第73回日本血液学会学

学地方会 2011.6 尼崎

術集会 2011.10 名古屋

竹本雅子， 川上学， 神田枝理子， 三浦明子， 中川雅史，

日 笠 聡． 抗HIV療 法のガイドラインを斬る（backbone編 ）
.

池亀和博， 相馬俊裕， 小川啓恭． 急性リンパ性白血病に

（ランチョンセミナー）第25回日本エイズ学会学術集会・総会

対する同種造血幹細胞移植後慢性期に， 急速な呼吸不全

2011.11 東京
日笠真一， 安田恵， 木村健， 澤田暁宏， 徳川多津子，
日笠聡． Raltegravir服用後の肝機能検査値上昇のリスク
因子． 第25回日本エイズ学会学術集会・総会 2011.11 東
京

を来したインフルエンザ肺炎の1例． 第95回近畿血液学地方
会 2011.6 尼崎
［科学研究費等班会議］
谷口享子， 吉原哲， 小川啓恭， 森眞一郎， 野村昌作，
中村修二， 池原進． 灌流法により採取された骨髄細胞を用

日笠聡， 桑原健， 小島賢一， 白阪琢磨． 抗HIV療法と服

いた骨髄内骨髄移植の問題点．「灌流法により採取された

薬援助のための基礎的調査−治療開始時の抗HIV薬処方

骨髄細胞を用いた骨髄内骨髄移植療法：基礎から臨床

動向調査（2011年）−． 第25回日本エイズ学会学術集

へ」平成22年度第2回合同班会議 2011.1 東京

会・総会 2011.11 東京
桑原健， 小島賢一， 日笠聡， 白阪琢磨． 拠点病院におけ
る抗HIV療法と薬剤関連アンケート調査結果（2011）
．第
25回日本エイズ学会学術集会・総会 2011.11 東京
白阪琢磨， 日笠聡， 岡慎一， 川戸美由紀， 橋本修二， 吉
崎和幸， 福武勝幸． 血液製剤によるHIV感染者の調査成
績第1報CD34， HIV-RNA量と治療の現状と推移． 第25
回日本エイズ学会学術集会・総会 2011.11 東京
川戸美由紀， 橋本修二， 岡慎一， 吉崎和幸， 福武勝幸，
日笠聡， 白阪琢磨． 血液製剤によるHIV感染者の調査成
績第2報1997年度対象者の13年間の観察． 第25回日本エ
イズ学会学術集会・総会 2011.11 東京
［地方会等］
岡田昌也． 慢性骨髄性白血病はまさに克服されようとしている.
（教育講演）第95回近畿血液学地方会 2011.6 尼崎
池亀和博． 同種造血幹細胞移植−アロ免疫の実力と魅力−.
（教育講演）第95回近畿血液学地方会 2011.6 尼崎

岡田昌也， 小川啓恭． 骨髄内臍帯血ミニ移植．「臍帯血移
植を用いる造血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保に関
する研究」平成22年度第2回合同班会議 2011.1 東京
［研究会・講演会等］
池亀和博． 世界征服を目指したHLA不適合移植の野望． 第
9回TSCT研究会 2011.2 徳島
澤田暁宏， 池本純子， 徳川多津子， 岡田昌也， 日笠聡,
小川啓恭． 原発性マクログロブリン血症に合併したIgM抗体
による自己免疫性血小板減少症． 第18回近畿ITP研究会
2011.3 大阪
日笠聡， 澤田暁宏， 徳川多津子． 当科におけるITPの治療
状況とエルトロンボパグの使用経験． 第18回近畿ITP研究
会 2011.3 大阪
池亀和博． HLA半合致移植の展望と野望． 第36回福島造
血幹細胞移植治療研究会 2011.3 福島
澤田暁宏． 血液疾患とHIV感染症． 第15回中国四国レジデン
トカンファランス 2011.3 岡山

相坂龍哉， 西将光， 海田勝仁， 池亀和博， 谷口享子，

日笠聡． 血液媒介感染症（肝炎ウイルス，ヒト免疫不全ウイ

岡田昌也， 井上貴之， 加藤るり， 吉原哲， 藤岡龍哉，

ルス）と職業感染対策．日本口腔感染症学会セミナー& 認

玉置広哉， 相馬俊裕， 小川啓恭． HLA半合致移植施行

定制度講習会スプリングカンファレンス in Kobe 2011 2011.5
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神戸
日笠聡． HIV感染症の診断と治療の現状−HIV感染患者透
析医療ガイドラインについて−． 第55回兵庫県透析医会総
会・講演会 2011.6 神戸
徳川多津子， 澤田暁宏， 日笠聡， 小川啓恭． 当科通院中
血友病患者へのアンケート調査結果−いつ， 誰に， 何を，
教えてもらいましたか？−． 第7回阪神ヘモフィリア研究会
2011.6 大阪
日笠聡． 血友病患者のエイジング・ケア． 第17回北海道血友
病研究会 2011.8 札幌
小川啓恭． T細胞非除去HLA不適合移植． 第18回岐阜血
液疾患研究会 2011.10 岐阜

岡田昌也． 血液疾患と真菌感染について．ファイザー株式会
社社内勉強会 2011.6 尼崎
澤田暁宏． HIV感染症の現状と将来展望． 大阪府臨床検査
技師会学術部府民公開講座 2011.7 大阪
日笠聡． 血友病の病態と薬物治療． 株式会社フロンティア社
内薬剤師勉強会 2011.7
澤田暁宏． 定期補充療法の導入・継続の課題と対策成人へ
の導入． バイエルヘモフィリアセミナー2011 2011.10 横浜
日笠聡． HIV等血液感染予防と対応について． 明石市介護
サービス事業者連絡会研修会 2011.11 明石
岡田昌也 監． 私の服薬手帳2012． 東京：ノバルティスファー
マ株式会社 2011.11

相馬俊裕． ES / iPS細胞の分化を利用した再生医療モデルの
作製． 第13回血液細胞療法フォーラム 2011.10 大阪
加藤るり， 玉置広哉， 塚本吉胤， 廣田誠一， 有田憲生,

リウマチ・膠原病科

小川啓恭. 節煙で軽快した多臓器病変形肺ランゲルハンス

Rheumatology

細 胞 組 織 球 症 の 一 例. 第12回 大 阪リンパ 腫 研 究 会
（OLSG）総会 2011.10 大阪

■著書■

魚嶋伸彦， 辰巳陽一， 金倉譲， 塚口眞知子， 武弘典，

佐野統． 治療薬と副作用． 畠澤千代子 編集責任． 全国膠

相馬俊裕， 通堂満， 岡田昌也， 橋本光司， 徳嶺進洋，

原病友の会 編． 膠原病ハンドブック． 第3版． 東京：共同

迫田寛人， 日野雅之， 青笹克之． 大阪リンパ腫研究会登

印刷， 2011:108-14

録症例5194例のclinical outcomeに関する解析（大阪リン

佐野統， 東直人． NSAIDs（非ステロイド性抗炎症鎮痛薬）
．

パ腫研究会コホート解析）
． 第12回大阪リンパ腫研究会

松原司 編． よくわかるリウマチ治療薬の選び方・使い方.

（OLSG）総会 2011.10 大阪
小原尚恵， 柴山浩彦， 武弘典， 塚口眞知子， 徳嶺進洋，
魚嶋伸彦， 中川雅史， 相馬俊裕， 菅原浩之， 上田周
二， 服部英喜， 前田裕弘， 青笹克之， 金倉譲． 大阪リ

東京：羊土社， 2011:34-59
佐野統， 西岡亜紀， 関口昌弘， 北野将康． 2 エタネルセプ
ト． 松原司 編．よくわかるリウマチ治療薬の選び方・使い
方． 東京：羊土社， 2011:118-37

ンパ腫研究会に登録された濾胞性リンパ腫465例の臨床的

東直人． Relapsing polychondritis． 永井良三 シリーズ総

予後解析．（大阪リンパ腫研究会コホート解析）
． 第12回大

監修． 萩原弘一 責任編集． 呼吸器研修ノート． 東京：診

阪リンパ腫研究会（OLSG）総会 2011.10 大阪
日笠聡． 血友病基礎講座 &エイジングケア． 第7回東京ヘ
モフィリアネットワーク 2011.10 東京
日笠聡． わが国のHIV感染症の現状と将来の課題． 鹿児島
HIV感染症研究会講演会 2011.11 鹿児島
池亀和博． HLA不適合移植にまつわるエトセトラ． 第26回
神奈川若手血液研究会 2011.11 横浜

断と治療社， 2011:628-30
■学術論文■
［総説］
Sano H． The Role of lipid mediators in the
phathogenesis of rheumatoid arthritis． Inflamm
Regen 2011;31:151-6
Tsunemi S， Iwasaki T， Miyazawa K， Kitano S,

小川啓恭． 血液腫瘍に対する造血幹細胞移植の進歩． 第45

Kanda C， Takeshita H， Sekiguchi M， Kitano M,

回日本内科学会近畿支部生涯教育後援会 2011.12 京都

Sano H． Therapy of autoimmune diseases by novel

日笠聡． HIV感染症・AIDSの早期診断と感染対策 一般医

immunosuppressant FTY720． Inflamm Regen

療 機 関 の 役 割． 平 成23年 度 第2回 感 染 対 策 講 習 会
2011.12 呉
池亀和博． 超ウルトラスーパーハイリスク症例に対するHLA
不適合移植． 第37回福島造血幹細胞移植治療研究会
2011.12 郡山
■その他■
日笠聡． 性感染症予防について． 兵庫県立神崎工業高等
学校性教育講演 2011.2 尼崎
日笠聡． 慢性ITPの病態と治療． 協和発酵キリン株式会社
阪神営業所社内講演会 2011.3 尼崎
日笠聡． 血友病基礎講座． 1st Hemophilia Care Seminar
IN Hyogo 打ち合わせ会 2011.4 神戸

2011;31:307-15
佐野統． 関節リウマチにおける非ステロイド性抗炎症薬の位置
づけと使い方． 成人病と生活習慣病 2011;41:86-92
岩崎剛， 常見幸， 佐野統． Histone deacetylase阻害薬と
RA患者滑膜マクロファージ．リウマチ科 2011;45:299-304
東 直 人， 佐 野 統． 2.関 節リウマチ． 日本 内 科 学 会 雑 誌
2011;100:1237-43
佐野統． 非ステロイド抗炎症薬（COX-2阻害薬）
． 日本内科
学会雑誌 2011;100:2888-901
角田慎一郎， 佐野統． NSAIDsと心血管イベント．リウマチ
科 2011;46:380-4
［症例報告］
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東直人， 西岡亜紀， 飯塚政弘， 松井聖， 藤田計行， 日
野拓耶， 岡部みか， 森本麻衣， 関口昌弘， 北野将康,
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（JCR2011）2011.7 神戸
神田ちえり， 岩崎剛， 北野幸恵， 常見幸， 関口昌弘,

橋本尚明， 佐野統． 全身性強皮症に伴う偽性腸閉塞に対

北野将康， 佐野統． 骨芽細胞におけるBMP-2とスフィンゴ

してメトロニダゾールが有用であった一例． 日本臨床免疫学

シン－1リン酸（S1P）シグナル．（ワークショップ）第55回日本

会会誌 2011;34:53-61

リウマチ学会総会・学術集会（JCR2011）2011.7 神戸

東直人， 森本麻衣， 坪田典之， 白野倫徳， 黒岩孝則， 藤

橋本尚明， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 松井聖， 岩

田計行， 日野拓耶， 野上みか， 西岡亜紀， 岡﨑亮太,

崎剛， 佐野統， 橋本武則． 全身性強皮症における小腸ク

関口昌弘， 北野将康， 角田慎一郎， 佐野統． エタネル

リアランスの検討．（ワークショップ）第55回日本リウマチ学会

セプトによる関節リウマチ治療中に結核性腹膜炎を呈した

総会・学術集会（JCR2011）2011.7 神戸

一例．日本臨床免疫学会会誌 2011;34:501-9
■学会発表■
［国際学会］
Kanda C， Iwasaki T， Tsunemi S， Kitano S， Sano H.
Molecular mechanisms of sphingosine 1-phosphate
signaling to enhance osteoblast differentiation.
（travel bursary）The Annual European Congress of
Rheumatology（EULAR2011）2011.5 London

岡部みか， 橋本尚明， 森本麻衣， 西岡亜紀， 関口昌弘,
東直人， 北野将康， 松井聖， 岩崎剛， 佐野統． 当科に
おけるリウマチ性多発筋痛症の臨床的特徴と治療の検討.
（ワークショップ）第55回日本リウマチ学会総会・学術集会
（JCR2011）2011.7 神戸
関口昌弘， 橋本尚明， 藤田計行， 岡部みか， 日野拓耶,
森本麻衣， 西岡亜紀， 岡﨑亮太， 東直人， 北野将康,
松井聖， 岩崎剛， 佐野統． サーモグラフィを用いた抗セン

Kitano M， Kitano S， Kanda C， Nakatani N， Tsunemi

トロメア抗体陽性原発性シェーグレン症候群の病態解析.

S， Okabe M， Morimoto M， Nishioka A， Sekiguchi

（ワークショップ）第55回日本リウマチ学会総会・学術集会

M， Azuma N， Hashimoto N， Matsui K， Sano H.

（JCR2011）2011.7 神戸

Effect of tocilizumab on biochemical markers of bone

森本麻衣， 関口昌弘， 松井聖， 藤田計行， 岡部みか,

metabolism and osteopontin in rheumatoid arthritis.

日野拓耶， 西岡亜紀， 岡﨑亮太， 東直人， 北野将康,

The Annual European Congress of Rheumatology

橋 本 尚 明， 佐 野 統． 下 垂 体 部Wegener肉芽 腫の1例.

（EULAR2011）2011.5 London
Hashimoto N， Sekiguchi M， Azuma N， Kitano M,

（ 症 例 検 討 ） 第55回日本リウマチ学 会 総 会・学 術 集 会
（JCR2011）2011.7 神戸

Iwasaki T， Sano H， Hashimoto T． Correlation of

藤田計行， 北野将康， 森本麻衣， 日野拓耶， 神田ちえ

the esophageal dilatation to the small intestinal

り， 岡部みか， 岡﨑亮太， 西岡亜紀， 常見幸， 関口

clearance in patients with systemic sclerosis． The

昌弘， 東直人， 橋本尚明， 松井聖， 佐野統． 第ⅩⅢ因

Annual European Congress of Rheumatology
（EULAR2011）2011.5 London
Kanda C， Iwasaki T， Tsunemi S， Kitano S， Sano H.

子活性低下と血小板減少によると考えられる著明な出血傾向
を呈したSLEの一例． 第55回日本リウマチ学会総会・学術
集会（JCR2011）2011.7 神戸

Molecular mechanisms of sphingosine 1-phosphate

西岡亜紀， 橋本尚明， 藤田計行， 日野拓耶， 森本麻衣,

signaling to enhance osteoblast differentiation． The

岡﨑亮太， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 松井聖,

10th World Congress on Inflammation 2011.6 Paris

佐 野 統． 脛 骨 骨 髄 炎を合 併した S A P H O 症 候 群に

Katada Y， Harada Y， Azuma N， Hashimoto J， Saeki
Y， Tanaka T． Skin sensitization to carmine before
onset of systemic allergy to ingested carmine． XXⅡ
World Allergy Congress（WAC2011）2011.12 Cancun
［国内学会］
東直人， 関口昌弘， 笹子三津留， 賀来佳子， 海邊展明,
山下英孝， 花山寛之， 藤田計行， 日野拓耶， 岡部み

etanercept（ETN）が奏功した一例． 第 5 5 回日本リウマ
チ学会総会・学術集会（JCR2011）2011.7 神戸
松井聖， 北野将康， 関口昌弘， 東直人， 西岡亜紀， 森
本麻衣， 橋本尚明， 佐野統． 難治性成人スチル病による
アミロイドーシスにトシリズマブが著効した1例． 第55回日
本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2011）2011.7 神戸
日野拓耶， 橋本尚明， 関口昌弘， 藤田計行， 岡部みか,

か， 森本麻衣， 西岡亜紀， 岡﨑亮太， 北野将康， 橋

森本麻衣， 西岡亜紀， 東直人， 北野将康， 橋本武則,

本尚明， 松井聖， 佐野統． 特発性血小板減少性紫斑病

佐野統． 気脳症を合併した全身性強皮症の1例． 第55回

に自己免疫性好中球減少症を合併した1例：その周術期管

日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2011）2011.7 神戸

理の経験．（ミニシンポジウム）第23回日本アレルギー学会春

岡﨑亮太， 東直人， 西岡亜紀， 藤田計行， 日野拓耶,

季臨床大会 2011.5 千葉

神田ちえり， 岡部みか， 森本麻衣， 関口昌弘， 北野将

北野将康， 常見幸， 北野幸恵， 藤田計行， 岡部みか,

康， 橋本尚明， 佐野統． 再発性多発性軟骨炎の気道病

日野拓耶， 神田ちえり， 岡﨑亮太， 森本麻衣， 西岡亜

変に吸入ステロイドとサルメテロールが有効であった一例.

紀， 関口昌弘， 東直人， 橋本尚明， 松井聖， 佐野統.

第 5 5 回日本リウマチ 学 会 総 会・学 術 集 会（JCR2011）

関節リウマチでの骨代謝に及ぼすトシリズマブの効果．（ワー
クショップ ） 第55回日本リウマチ 学 会 総 会・学 術 集 会

2011.7 神戸
東直人， 森本麻衣， 黒岩孝則， 藤田計行， 日野拓耶,
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岡部みか， 西岡亜紀， 岡﨑亮太， 関口昌弘， 北野将

［研究会・講演会等］

康， 橋本尚明， 佐野統． 抗結核薬中止2年後に結核性

佐野統． 関節リウマチの最新知見−寛解から治癒へ．（教育

腹膜炎を呈したエタネルセプト治療中の関節リウマチの一例.

講演）京都大学第二内科同門会・学術講演会 2011.1 京

第55回日本リウマチ 学 会 総 会・学 術 集 会（JCR2011）

都

2011.7 神戸
野上みか， 橋本尚明， 関口昌弘， 東直人， 北野将康,
角田慎一郎， 宋美紗， 辻村了， 佐野統． 潰瘍性大腸炎
様の腸病変を合併したI g G 4 関連疾患の一例． 第20回日本
シェーグレン症候群学会 2011.9 金沢
日野拓耶， 森本麻衣， 角田慎一郎， 藤田計行， 岡﨑亮

神田ちえり． 骨芽細胞分化におけるスフィンゴシン1リン酸
（S1P）とFTY720の効果． 第6回Young Researchers in
Advanced Rheumatology（YRAR）2011.1 大阪
佐野統．リウマチの薬物治療（生物学的製剤以外）
．（教育
講演）日本リウマチ財団滋賀地区リウマチ教育研修会
2011.1 大津

太， 西岡亜紀， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 佐野

佐野統．リウマチの最新薬物療法−寛解から治癒へ−．（特

統． シェーグレン症候群に続発した肺病変を伴う多中心性

別講演）日本リウマチ財団近畿地区リウマチの治療とケア研

キャッスルマン病の1例． 第20回日本シェーグレン症候群学
会 2011.9 金沢
関口昌弘， 橋本尚明， 岡部みか， 東直人， 北野将康,
角田慎一郎， 松井聖， 岩崎剛， 佐野統． 抗セントロメア

修会 2011.2 大阪
佐野統． 関節リウマチの最新知見−寛解から治癒へ．（特別
講演）第30回滋賀臨床整形外科医会総会・学術集会
2011.3 大津

抗体の有無による原発性シェーグレン症候群の臨床的特徴の

佐野統．リウマチ性疾患の治療と進歩−寛解から治癒を目指

比較−冷水負荷サーモグラフィを用いた検討−． 第20回日

して−．（特別講演）第2回兵庫県臨床整形外科医会

本シェーグレン症候群学会 2011.9 金沢

2011.4 神戸

橋本尚明， 内山正三， 関口昌弘， 北野将康， 佐野統,

佐野統． 関節リウマチの診断と治療の進歩−寛解から治癒へ

橋本武則． 抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群にお

−． 第44回日本 内 科 学 会 近 畿 支 部 生 涯 教 育 講 演 会

ける顎下腺超音波検査の検討． 第20回日本シェーグレン症
候群学会 2011.9 金沢
角田慎一郎， 西岡亜紀， 森本麻衣， 藤田計行， 日野拓
耶， 岡﨑亮太， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 神田
ちえり， 松井聖， 佐野統， 谷内江昭宏． C4欠損症を伴
ったステロイド治療抵抗性のアレルギー性紫斑病の1例． 第
39回日本臨床免疫学会総会 2011.9 東京

2011.6 大阪
東直人． あの人ほんまにリウマチなん? −生物学的製剤で変わ
る関節リウマチ−． 阪神地区ナースセミナー 2011.7 尼崎
佐野統． 関節リウマチの基礎と臨床．（特別講演）山陰免疫
アレルギー研究会 2011.7 米子
森本麻衣， 関口昌弘， 松井聖， 藤田計行， 岡部みか,
日野拓耶， 西岡亜紀， 岡﨑亮太， 東直人， 北野将康,

東直人， 片田圭宣， 北野幸恵， 西岡亜紀， 関口昌弘,

橋本尚明， 白川学， 泉本修一， 有田憲生， 伊藤敬,

北野将康， 松井聖， 佐野統． シェーグレン症候群における

塚本吉胤， 廣田誠一， 佐野統． 下垂体部Wegener肉芽

口腔内病変と唾液中EGFの関係．（ミニシンポジウム）第61

腫症の1例． 第22回近畿リウマチ病研究会 2011.8 大阪

回日本アレルギー学会秋季学術大会 2011.11 東京
松井聖， 東直人， 関口昌弘， 北野将康， 角田慎一郎,
佐野統． ベーチェット病に難治性喘息を合併し， I g Eは低
値であったがオマリズマブが著効した1症例． 第61回日本ア
レルギー学会秋季学術大会 2011.11 東京
Tsunemi S， Kitano S， Takeshita H， Sekiguchi M,
Kitano M， Iwasaki T， Sano H． The analysis of the
mechanism that recombinant NK4 protein suppress
arthritis． 第40回日本免疫学会総会・学術集会 2011.11
千葉
松谷隆治， 李穎， 村上美帆， 松井聖， 関口昌弘， 藤井
隆夫， 大村浩一郎， 前田恵治， 島岡康則， 入交重雄,

角田慎一郎． 最新のリウマチ治療について． 佐用郡薬剤師
会 2011.8 佐用
佐野統． 関節リウマチ治療の進歩−寛解から治療へ−．（特
別講演）宝塚市薬剤師会学術講演会 2011.11 宝塚
■その他■
佐野統． NSAIDsの降圧薬・腎機能への影響．（Q&A）日
本医事新報 2011;4544:52-3
関口昌弘． 関節リウマチにおけるアバタセプトの有用性． 関西
関節リウマチセミナー 2011.1 京都
並木充夫， 藤田計行， 山崎任國， 北野将康， 今宿晋作,
佐野統． SLEに続発したステロイド抵抗性血球貧食症候群
の一例． 第34回神戸免疫・膠原病懇話会 2011.2 神戸

井村嘉孝， 川人豊， 三森経世， 佐野統， 西本憲弘.

佐野統． 関節リウマチの病態に関わる様々な因子とその制御に

生物学的製剤未使用の活動性RA患者におけるT細胞サブ

よる治療可能性−COX-2， サイトカイン， CRH， スフィンゴ

セット解析． 第26回日本臨床リウマチ学会 2011.12 横浜

シン−1 リン酸−．（特別講演）Yokohama RA Spring

［科学研究費等班会議］
東直人， 佐野統， 他1名． シェーグレン症候群における口腔
内病変と唾液中EGFの関係に関する研究． 厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患克服研究事業「自己免疫疾患に
関する調査研究」平成23年度班会議 2011.12 東京

Seminar 2011.2 横浜
関口昌弘． 当科リウマチ性疾患におけるInfliximab使用経験.
Biologics Forum in Hanshin 2011.2 尼崎
佐野統． 関節リウマチの病態に関わる様々の因子とその制御に
よる治 療 の 可 能 性 −COX-2， サイトカイン・増 殖 因 子,

兵庫医大業績録（2011）
CRH， スフィンゴシン−1リン酸−．（特別講演）第25回東
三河リウマチ研究会症例検討会及び学術講演会 2011.2 豊
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クレチン療法実践ブラッシュアップ． 東京：診断と治療社,
2011:107-13,130-2
難波光義， 永井悦子， 勝野朋幸， 宮川潤一郎．インクレチ

橋
北野将康． 関節リウマチにおける生物学的製剤での骨代謝マ

ン研究とその関連薬で変わる2型糖尿病への理解と対応．日

ーカーの推移． 第５回京阪神バイオメディックス研究会

本糖尿病学会 編． 糖尿病学の進歩2011． 東京：診断と
治療社， 2011:75-9

2011.3 大阪
関口昌弘， 岡﨑亮太， 佐野統， 中川登， 山西清文． ブド

浜口朋也， 難波光義． 8 インスリン療法-1 インスリン製剤の種

ウ膜炎加療中に頭部皮疹を呈し， 特徴的なガリウムシンチグ

類と特徴． 門脇孝 総編． 糖尿病治療ガイド． 東京：南山

ラフィー所見を呈した症例． 第11回膠原病症例検討会

堂， 2011:243-51
浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光義． 持続皮下インスリン注入

2011.3 大阪
西岡亜紀． エンブレルでBio-Freeが可能となった一例． RA
エキスパートミーティング 2011.3 尼崎
東直人． 膠原病の基礎． 全国膠原病友の会大阪支部第29

（CSII）療法． 荒木栄一 編集主幹． スマートな糖尿病診
断と治療の進め方． 東京：中山書店， 2011:273-81
勝野朋幸， 難波光義． 低血糖の成因と病態． 門脇孝， 真
田弘美 編． すべてがわかる最新・糖尿病． 東京：照林社,

回総会 2011.5 大阪
東直人．リウマチ・膠原病 虎の巻−関節リウマチの診断：特
に血清学的診断を中心に−． 田辺三菱製薬アドバイザリー

2011:181-5
勝野朋幸， 楠宜樹， 難波光義． 2型糖尿病に対するインスリ
ン治療の導入． 荒木栄一 編． スマートな糖尿病診療と治

研修会 2011.5 西宮
関口昌弘． 生物学的製剤未治療例に対するアバタセプトの有
用性． 関西関節リウマチセミナー 2011.6 大阪
藤田計行， 森本麻衣， 松井聖， 日野拓耶， 岡﨑亮太,

療の進め方． 東京：中山書店， 2011:244-53
美内雅之， 宮川潤一郎， 難波光義． 糖尿病用薬． 治療薬
UP-TO-DATE 2011． 大 阪：メディカルレビュ ー 社,

西岡亜紀， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 角田慎一

2011:378-94

郎， 佐野統． Castleman病に対してTocilizumabの使用

■学術論文■

中に発症したクリプトコッカス脳髄膜炎の1例． 第35回神戸免
疫・膠原病懇話会 2011.6 神戸
角田慎一郎． 膠原病とは． 平成23年度難病医療相談会

［総説］
難波光義， 美内雅之， 宮川潤一郎． グルカゴンおよびグルカ
ゴン関連ペプチドの生体内意義と臨床応用． 実験医学
2011;29:829-35

2011.8 西宮
佐 野 統． 膠 原 病 診 療の進 歩． 兵 庫 医 科 大 学 市 民 講 座

難波光義．インクレチン/グルカゴン研究の流れと今後への期待
−自らの33年を振り返って−． International Review of

2011.9 西宮
佐野統． 関節リウマチの最新治療． マイランテレホンセミナー

Diabetes 2011;3:72-81
波田勝計， 難波光義． テーラーメイド化するインスリン治療

2011.9 神戸
角田慎一郎．レミケードのエビデンスに基づいた治療． 武庫川
Biologics Forum 2011.9 西宮
東直人．ヒュミラ in 和歌山． エーザイレクチャーミーティング

− アナログ 製 剤とCGMの 活 用 −． Diabetes Frontier
2011;22:680-1
難波光義， 宮崎滋， 中川徹， 門田しず子， 舛谷元丸， 千
頭寛子． 肥満症の管理と指導−職域からCCUまで． 日本

2011.10 和歌山
佐野統．リウマチ性疾患（RAを除く）の最新知見．（特別講
演）第3回島根膠原病研究会 2011.10 出雲
西岡亜紀． シェーグレン症候群の経過中に肺MALTリンパ腫
を発症した1例． 第1回兵庫・大阪シェーグレンフォーラム

内科学会雑誌 2011;100:1008-29
難波光義． 糖尿病患者におけるグルカゴン分泌の制御異常.
Islet Equality 2011;3:12-7
難波光義， 村井一樹， 勝野朋幸， 美内雅之， 宮川潤一
郎． DPP- 4 阻害薬 up-to-date. International Review of

2011.11 大阪
角田慎一郎． 関節リウマチの治療戦略−抗リウマチ薬と生物
学的製剤の上手な使い方−．（特別講演）鳥取膠原病治
療学術講演会 2011.12 鳥取
佐野統． 関節リウマチ． Hearts 2011;5:9-10

Diabetes 2011;3:30-34
宮川潤一郎， 美内雅之， 難波光義． 1型糖尿病におけるイン
クレチン治療の意義．日本臨牀 2011;69:923-9
浜口朋也， 難波光義． 血糖コントロールのための注射薬療法.
動脈硬化予防 2011:10;24-30
浜口朋也， 勝野朋幸， 難波光義． 高血糖昏睡の診断と治

糖尿病科

Diabetes and Metabolism

療． 糖尿病の進歩 2011:45;48-55
浜口朋也， 勝野朋幸， 難波光義． 1型糖尿病の最新治療
戦略と実際のアプローチ． Medicinal 2011:1;88-97

■著書■
難波光義， 宮川潤一郎． GLP-1受容体作動薬を選ぶ理由,
消化器系におよぼすインクレチンの作用． 稲垣暢也 編．イン

勝野朋幸， 楠宜樹， 難波光義． 低血糖とシックデイ． からだ
の科学 2011;269:131-7
勝野朋幸， 楠宜樹， 宮川潤一郎， 難波光義． GLP-１受動
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体作動薬治療のコツ． 月刊糖尿病 2011;3:100-8

Kadowaki T， Namba M， Iwamoto K， Imaoka T,

勝野朋幸， 宮川潤一郎， 難波光義． 今後の開発動向GLP-

Yamamura A， Goto W， Broadman MK， Sowa H.

１受 動 体 作 動 薬 − 長 時 間 作 用 型 −． Progress in

Improved glycemic control and reduced bodyweight

Medicine 2011;31:1503-8

with exenatide twice daily：A 24-week, double-blind,

勝野朋幸， 楠宜樹， 難波光義． 耐糖能異常妊婦にけるイン
スリン治療． 月刊糖尿病 2011;3:65-71
美内雅之． 災害時の糖尿病医療 追加発言「災害亜急性期
の 医 療 活 動 ～ 真 に 必 要とされ るもの ～」． 糖 尿 病
2011;54:672-4

randomized, pracebo-controlled， parallel， phase 3
study in Japanese patients with type 2 diabetes.
American Diabetes Association 70th Scientific Sessions
（ADA2010）2010.6 Orland
Miuchi M， Miyagawa JI， Konishi K， Nagai E,

小西康輔， 宮川潤一郎， 難波光義． GLP- 1およびGLP- 1

Kitamura N， Yano Y， Shiota S， Takehara J， Ochi

受 容 体 作 動 薬 の 膵 外 作 用． 糖 尿 病 診 療 マスター

F， Kusunoki Y， Tokuda M， Murai K， Katsuno T,

2011;9:381-4

Hamaguchi T， Namba M． Morphometric analysis of

楠宜樹， 浜口朋也， 難波光義． CSII療法． 月刊糖尿病
2011;3:76-84
楠宜樹， 勝野朋幸， 難波光義． 糖尿病合併妊娠例の分娩
時および分娩後の内科管理． 内分泌・糖尿病・代謝内科
2011;32:181-6
［原著］

pancreatic α-cells in Japanese non-obese patients with
type 2 diabetes mellitus−A relevance of the
morphologic changes to incretin action−． American
Diabetes Association 71st Scientific Session
（ADA2011）2011.6 San Diego
Namba M， Miuchi M， Nagai E， Katsuno T， Miyagawa

Kadowaki T， Namba M， Imaoka T， Yamamura A,

J． Pathophysiology of Japanese type 2 diabetes−

Goto W， Boardman MK， Sowa H． Improved

Insights from morphometric analysis of islet cells in

glycemic control and reduced bodyweight with

type 2 diabetes and incretin responses in NGT

exenatide：A double-blind， randomized, phase 3

subjects with family history． Asia Islet Biology &

study in Japanese patients with suboptimally

Incretin Symposium（AIBIS2011）2011.7 Beijing

controlled type 2 diabetes over 24 weeks． J Diabetes
Invest 2011;2:210-7

Miuchi M， Miyagawa J， Konishi K， Nagai E， Matsuo
T， Murai K， Katsuno T， Hamaguchi T， Namba M.

Katsuno T， Watanabe N， Nagai E， Okazaki K,

Morphologic changes of α-cells in the pancreas of

Yokoyama A， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M.

Japanese non-obese type 2 diabetes mellitus． The

Comparison of efficacy of concomitant administration

3rd Annual Scientific Meeting of the Asian

of mitiglinide with voglibose and double dose of

Association for the study of Diabetes（AASD2011）

mitiglinide in patients with type 2 diabetes mellitus.
J Diabetes Invest 2011;2:204-9

2011.7 Beijing
Hamaguchi T， Namba M， Takahashi S， Miyamori I,

Nagai E， Katsuno T， Miyagawa J， Konishi K， Miuchi

Morikawa H， Morikawa H， Miyagawa J． Efficacy

M， Ochi F， Kusunoki Y， Tokuda M， Murai K,

of NET-SMBG， a communication system for daily

Hamaguchi T， Namba M． Incretin responses to oral

SMBG data between diabetic patients and the health

glucose load in Japanese non-obese healthy subjects.

care professionals． 16th Japan-Korea Symposium on

Diabetes Ther 2011;2:20-8

Diabetes Mellitus 2011.10 Tokyo

Nagai E， Katsuno T， Miyagawa J， Konishi K， Miuchi

［国内学会］

M， Ochi F， Kusunoki Y， Tokuda M， Murai K,

難波光義． インクレチン研究とその関連薬で変わる2型糖尿病

Hamaguchi T， Namba M． Effects of miglitol in

への理解と対応．（レクチャー）第45回糖尿病学の進歩

combination with intensive insulin therapy on blood
glucose control with special reference to incretin
responses in type 1 diabetes mellitus． Endocrine J
2011;58:869-77
［症例報告］

2011.2 福岡
浜口朋也． 高血糖昏睡の診断と治療．（レクチャー）第45回
糖尿病学の進歩 2011.2 福岡
美内雅之， 宮川潤一郎， 小西康輔， 永井悦子， 村井一
樹， 勝野朋幸， 浜口朋也， 難波光義．ヒト糖尿病膵にお

楠宜樹， 勝野朋幸， 栗並昇， 竹原樹里， 越智史浩， 徳

けるα細胞の組織形態学的観察～2 型糖尿病の病態形成と

田八大， 村井一樹， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光

インクレチン治療の観点から～． 第84回日本内分泌学会学

義． CGMデータに基づく分割食の導入で，より厳格な血糖

術総会 2011.4 神戸

管理を達成した糖尿病合併妊娠の2 例． 糖尿病と妊娠
2011;11:102-7
■学会発表■
［国際学会］

松尾俊宏， 紺屋浩之， 渋谷孝裕， 臼井健郎， 金山良男.
胃全摘後に下痢を合併し偽性 H b A 1 c 低下を認めた一例.
第54回日本糖尿病学会年次学術集会 2011.5 札幌
小西康輔， 宮川潤一郎， 永井悦子， 美内雅之， 勝野朋
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幸， 楠宜樹， 徳田八大， 村井一樹， 浜口朋也， 難波
光義． 長期間高血糖状態にある2 型糖尿病モデルマウスを
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価の低下を認めた糖尿病の１例． 第194回日本内科学会近
畿地方会 2011.6 奈良

用いたリラグルチドおよびインスリンデテミルによるβ細胞

難波光義． 考える腸， 働く膵島−変革する2型糖尿病への理

面積に対する効果． 第54回日本糖尿病学会年次学術集会

解と対応．（ランチョンセミナー）第49回日本糖尿病学会九

2011.5 札幌

州地方会 2011.10 福岡

永井悦子， 勝野朋幸， 宮川潤一郎， 小西康輔， 美内雅

村井一樹， 勝野朋幸， 角田拓， 井川貴資， 越智史浩,

之， 長町亜耶， 越智史浩， 徳田八大， 楠宜樹， 村井

徳田八大， 楠宜樹， 美内雅之， 濱口朋也， 宮川潤一

一樹， 浜口朋也， 難波光義． 1型糖尿病患者の強化イン

郎， 難波光義． 反応性低血糖の病態形成におけるインクレ

スリン療法中へのミグリトールの併用効果−食事負荷に対

チン分 泌 反 応． 第12回日本 内 分 泌 学 会 近 畿 地 方 会

するインクレチン分泌動態の分析−． 第54回日本糖尿病学
会年次学術集会 2011.5 札幌
前田亜耶， 美内雅之， 永井悦子， 徳田八大， 楠宜樹,
村井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光

2011.10 神戸
美内雅之， 楠宜樹， 宮川潤一郎． G L P - 1による糖尿病治
療−基礎的・臨床的視点から−． 第48回日本糖尿病学会
近畿地方会 2011.10 大阪

義， 原納豊． 天然二糖類（イソマルチュロース（パラチノ

井川貴資， 楠宜樹， 角田拓， 越智史浩， 徳田八大， 村

ース®）及びスクロース）が健常人の血糖およびインクレチン

井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光

分泌に与える影響． 第54回日本糖尿病学会年次学術集会

義． 誤ったインスリン手技で腹部皮下血腫を生じた劇症1型

2011.5 札幌

糖尿病症例． 第48回日本糖尿病学会近畿地方会 2011.10

村井一樹， 塩田修三， 勝野朋幸， 越智史浩， 徳田八大,

大阪

楠宜樹， 美内雅之， 濱口朋也， 宮川潤一郎， 難波光

美内雅之． 災害亜急性期の医療活動～高齢者に必要とされる

義． 2 型糖尿病患者におけるD P P - 4 阻害薬（シタグリプチ

もの～． 第22回日本老年医学会近畿地方会 2011.11 西宮

ン）の有用性−食事負荷試験による検討−． 第54回日本糖
尿病学会年次学術集会 2011.5 札幌
美内雅之， 宮川潤一郎， 小西康輔， 永井悦子， 竹原樹
里， 塩田修三， 北村倫子， 矢野雄三， 越智史浩， 楠
宜樹， 徳田八大， 村井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也，
難波光義．日本人非肥満2型糖尿病における膵島細胞の組
織形態学的変化−膵島α細胞量と細胞数の増大−． 第54
回日本糖尿病学会年次学術集会 2011.5 札幌
美内雅之． 災害急性期のチーム医療で学んだもの． 第54回
日本糖尿病学会年次学術集会 2011.5 札幌
難波光義． SMBGでブラッシュアップする糖尿病の新しい薬物
治療．（ランチョンセミナー）第54回日本糖尿病学会年次学
術集会 2011.5 札幌
難波光義． 糖尿病の新しい治療薬．（教育講演）第54回日
本腎臓学会学術総会 2011.6 横浜

［研究会・講演会等］
難波光義． インクレチン治療で変わる2型糖尿病への理解と対
応． 専門医から学ぶ糖尿病勉強会 2011.1 神戸
難波光義． インクレチン治療で変わる2型糖尿病への理解と対
応． 播磨糖尿病講演会 2011.2 姫路
難波光義． インクレチン治療で変わる2型糖尿病への理解と対
応． 第13回心樹糖尿病研修会 2011.2 札幌
難波光義． 見直すインスリン治療−その基本と応用−． 第26
回四国糖尿病談話会 2011.3 徳島
難波光義． 考える腸， 働く膵島−インクレチン治療で変わる
2型糖尿病への理解と対応−． 呉西糖尿病治療を考える会
インクレチンセミナー． 2011.3 高岡
難波光義． 考える腸， 働く膵島−インクレチン治療で変わる2
型糖尿病への理解と対応−． 第19回北摂四医師会北摂糖
尿病フォーラム 2011.4 高槻

難波光義． 考える腸， 働く膵島−臓器・細胞連関から見直す

永井悦子， 勝野朋幸， 宮川潤一郎， 小西康輔， 美内雅

2型糖尿病の成り立ちとその対策．（基調講演）第16回日本

之， 越智史裕， 楠宜樹， 徳田八大， 村井一樹， 浜口

病態プロテアーゼ学会学術集会 2011.8 豊中
角田拓， 楠宜樹， 井川貴資， 越智史浩， 徳田八大， 村
井一樹， 池田ゆうき， 原田佳世子， 武信尚史， 勝野朋
幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 小森慎二， 難波光義.
妊娠経過中のM D IからC S I I への変更で血糖管理の改善
が得られた1 型糖尿病の3 例． 第27回日本糖尿病・妊娠学
会年次学術集会 2011.11 神戸
［地方会等］
難波光義． インクレチン治療で変わる2型糖尿病への理解と対
応．（ランチョンセミナー）第48回日本糖尿病学会関東甲信
越地方会 2011.1 東京

朋也， 難波光義． 強化インスリン療法中の1型糖尿病患者
におけるミグリトール併用の効果−インクレチンホルモン分泌に
注目して−．インクレチン研究会 2011.4 大阪
難波光義． 見直すインスリン治療−その基本と応用−． 仲多
度郡・善通寺市医師会学術講演会 2011.6 仲多度郡
難 波 光 義． インスリン治 療の実 際 −BOTからCSIIまで−.
Diabetes Expert Meeting 2011.7 札幌
難波光義． インクレチン治療元年をふりかえって−GLP-1受容
体作動薬に期待するもの−． 第28回神奈川糖尿病研究会
2011.7 横浜
難波光義． 糖尿病治療のパラダイムシフト−インクレチン薬への

井田鈴子， 徳田八大， 楠宜樹， 越智史浩， 村井一樹,

期待と課題−患者指導に数値目標を−血糖測定データの活

美内雅之， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光

かし方−． 第31回但馬糖尿病チーム医療研究会／第3回

義． 超速効型インスリンアナログ単独にて治療中GAD抗体

北兵庫糖尿病療養指導セミナー合同研究会 2011.7 豊岡
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難波光義． 考える腸， 働く膵島−インクレチン治療で変わる2

也， 宮川潤一郎， 難波光義． 2型糖尿病における混合型

型糖尿病への理解と対応−． 兵庫県糖尿病フォーラム

インスリン製剤2回注射からリラグルチドへの切替え． 第122回

2011.7 神戸

近畿糖尿病談話会 2011.12 大阪

難波光義． 2型糖尿病の成り立ちとその対応−経口糖尿病薬

難波光義． 2型糖尿病治療の新展開−早期介入の意義と可

治療を中心に−． 第5回神奈川県療養指導士認定機構研

能性−． Diabetes Forum「循環器専門医が考える2型糖

修会 2011.7 横浜
村井一樹， 塩田修三， 勝野朋幸， 越智史浩， 徳田八大,
楠宜樹， 美内雅之， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光

尿病治療」2011.12 東京
難 波 光 義． インスリン治 療 の 課 題とそのbreakthrough.
Diabetes Scientific Update Meeting 2011.12 大阪

義． 2型糖尿病患者におけるD P P - 4 阻害薬（シタグリプチ

■その他■

ン）の有用性−食事負荷試験による検討から−．インクレチ

難波光義． 考える腸， 働く膵島−再考したい２型糖尿病の成

ン研究 i n 阪神 学術講演会 2011.7 西宮
難波光義．インクレチン治療元年をふりかえって−GLP-1 受容
体作動薬に期待するもの−． 糖尿病学術講演会 2011.8 旭
川
勝野朋幸． 経口糖尿病薬の使い分け−インクレチン関連薬を
含めて−． 大阪緑樹会 2010.9 大阪
難波光義． 2型糖尿病 再考−インクレチン元年を振り返って.
Diabetes Forum 2011.9 大阪
難波光義． 2型糖尿病の治療戦略−インスリン vs インクレチン.
第3回泉佐野・泉南糖尿病病診連携の会 2011.9 神戸
難 波 光 義． DPP - 4 阻 害 薬に期 待するもの． 阪 神 糖 尿 病
Expert Meeting 2011.9 尼崎
勝野朋幸． インクレチン関連薬治療症例について． 大阪糖尿
病研究会 2010.10 西宮
難波光義．インクレチン治療に期待するもの． 大阪糖尿病アカ
デミー（ODA）2011.10 西宮

因論と治療戦略−． 第59回大阪大学第二内科同窓会総会
講演 2011.1 大阪
難波光義． 変革する糖尿病治療−DPP - 4 阻害薬への期待と
課 題 −． ジャヌビア 錠 発 売 一 周 年 記 念 講 演 会 i n
Wakayama 2011.1 和歌山
難波光義． 変革する糖尿病治療−DPP - 4 阻害薬への期待と
課題−． ジャヌビア錠発売一周年記念講演会 2011.1 水戸
難波光義． 変革する糖尿病治療−DPP - 4 阻害薬への期待と
課題−． ジャヌビア錠発売一周年記念講演会 2011.3 明石
難波光義． 糖尿病の新しい診断基準・治療目標・治療法.
阪大病院専攻医・臨床研修セミナー 2011.3 大阪
難波光義． 糖尿病の最新治療情報． 糖尿病市民セミナー
（秋田看護福祉大学）2011.5 大館
難波光義． 考える腸， 働く膵島−インクレチン治療で変わる2
型糖尿病への理解と対応−． エクア発売1周年記念講演会
2011.6 松江

美内雅之， 宮川潤一郎， 小西康輔， 永井悦子， 松尾俊

難波光義． インクレチン研究で変わる2型糖尿病への理解と対

宏， 村井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也， 難波光義． 発

応−GLP - 1 作動薬を中心に−． 西部地区バイエッタ発売記

症早期NODマウスへのGLP-1受容体作動薬（リラグルチ
ド）長期投与による膵島病変の変化． 第9回1型糖尿病研
究会 2011.10 神奈川
安部真希子， 楠宜樹， 栗並昇， 角田拓， 井川貴資， 越
智史浩， 徳田八大， 村井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也,
宮川潤一郎， 難波光義． 2型糖尿病における混合型インス
リン製剤2回注射からリラグルチドへの切り替え． 第11回日本
先進糖尿病治療研究会 2011.11 盛岡
難波光義． 糖尿病薬物治療のブラッシュアップを目指して． 第
7回静岡県中部糖尿病眼合併症フォーラム 2011.11 静岡
美内雅之． 非肥満日本人2型糖尿病における膵島細胞の量的
質 的 変 化に関 する検 討．（ 受 賞 口 演 ）第5回Diabetes
Masters Conference Award 2011.11 東京
難波光義． 2型糖尿病の治療戦略−インスリン vs インクレチン.
第17回広島臨床糖尿病談話会 2011.11 広島
Namba M． Recent epidemic of type 2 diabetes mellitus
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勝野朋幸． インスリン治療について． 小野薬品社内勉強会
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難波光義． インクレチン治療に期待するもの−新規DPP - 4 阻
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勝野朋幸． CSIIとは． 1型糖尿病患者会 2010.12 西宮
難波光義． たか が 糖 尿，されど 糖 尿． アサヒファミリー
2011.10.7:8
美内雅之． The 8th International Diabetes Federation−
Western Pacific Region Congress
（IDF-WPR）−釜山・
韓 国を訪 れて． International Review of Diabetes
2011;3:56-8

in Asia−New strategy for the health． promotion and
medical approaches−． The 5th International
Symposium of Academic Exchange between Hyogo

肝・胆・膵科

College of Medicine and Tianjin Medical University

Hepatobiliary and Pancreatic Disease
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■著書■
西口修平 編． 肝硬変のマネジメント． 改訂版． 大阪：医薬ジ
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岩田恵典， 岩井孝史， 楊和典， 石井昭生， 高嶋智之，
坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 山本晃久， 田中弘
教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯

2010;5:559-66
Inokuma Y， Nishiguchi S， Ikemoto K， Fujita M.
Shedding light on hidden reaction pathways in radical
polymerization by a porous coordination network.
Chem Commun（Camb）
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西口修平． 当院における高齢者の胃切除後患者に対する

Sakai Y， Takashima T， Shimomura S， Iijima H,

胆 膵 内 視 鏡 治 療の現 状． 日本 高 齢 消 化 器 病 学 会 誌

Nakamura H， Nishiguchi S． Development of a new

2011;13:77-82

in situ hybridization method for the detection of

田中弘教， 飯島尋子， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智

global bacterial DNA to provide early evidence of a

之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

bacterial infection in spontaneous bacterial peritonitis.

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平.
超高齢肝癌患者に対するラジオ波熱凝固療法． 日本高齢
消化器病学会誌 2011;13:170-4

J Hepatol 2011;56:85-94
Noguchi T， Tamori A， Ogura N， Hori Y， Ikeda S,
Nishiguchi S． Investigation of Interferon-α Response

田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 森脇英一朗， 岩井孝

by a Single Amino Acid Substitution of Nonstructural

史， 高嶋智之， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

Protein 5A in Hepatitis C Virus-Infected Patients． J

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 廣田誠一,

Interferon Cytokine Res 2011;31:589-99

西上隆之， 辻村亨， 藤元治朗， 西口修平． 肝臓の精密

Tanaka Y， Kurosaki M， Nishida N， Sugiyama M,

診断 肉眼型・分化度・進展度診断 Sonazoid造影超音波

Matsuura K， Sakamoto N， Enomoto N， Yatsuhashi

検査による肝細胞癌の悪性度分類の有用性． Rad Fan

H， Nishiguchi S， Hino K， Hige S， Itoh Y， Tanaka

2011;9:63-5

E， Mochida S， Honda M， Hiasa Y， Koike A,

田中弘教， 飯島尋子． 肝腫瘍の超音波診断． 映像情報
Medical 2011;43:380-5
田中弘教， 飯島尋子，西口修平．（1）肝臓． 臨床消化器
内科 2011;26:1205-12
會澤信弘， 西口修平． C型肝炎 C型慢性肝炎に対する治療
学の進歩 C型慢性肝炎に対するインターフェロン療法 PEG IFN・リバビリン併用療法を中心に血小板低値例に対する
IFN療法脾摘術の功罪．日本臨牀 2011:201-5
會澤信弘， 岩田一也， 榎本平之， 西口修平． C型慢性肝

Sugauchi F， Kaneko S， Izumi N， Tokunaga K,
Mizokami M． Genome-wide association study
identified ITPA/DDRGK1 variants reflecting
thrombocytopenia in pegylated interferon and
ribavirin therapy for chronic hepatitis C． Hum Mol
Genet 2011;20:3507-16
Enomoto M， Tamori A， Nishiguchi S， Kawada N.
Sequential therapy with a nucleos（t）ide analogue
and interferon in patients with chronic hepatitis B：

炎におけるミ
トコンドリア遺伝子異常とインスリン抵抗性． 消化

efficacy and limitations． 日本 消 化 器 病 学 会 雑 誌

器内科 2011:314-21

2011;108:215-22

榎本大， 田守昭博， 西口修平， 河田則文． 核酸アナログ

Enomoto H， Nakamura H， Nishiguchi S． The role of

／ IFN sequential治療の有用性とその限界． 日本消化器

heoatoma-derived growth factor（HDGF）in cancer

病学会雑誌 2011;108:215-22

development and progression． Curr Res in Cancer

榎本大， 田守昭博， 西口修平， 河田則文．Ｂ型慢性肝炎
に対する核酸アナログ／ IFN sequential治療の有用性.
消化器内科 2011;52:115-9
泉並木，金子周一，西口修平，工藤正俊，佐田通夫，小俣
政男．C型代償性肝硬変に対するペグインターフェロン α- 2a
（40KD）とリバビリン併用療法の有効性および安全性の検討
−臨床第Ⅱ/Ⅲ相試験−．消化器内科 2011;53:335-342
［原著］
Shimomura S， Ikeda N， Saito M， Ishii A， Takashima

2011;5:11-25
Enomoto H， Nakamura H， Nishiguchi S． Role of
H e p a t o m a - d e r i v e d g r o w t h f a c t o r（H D G F）i n
Hepatocellular carcinoma． Curr Res in
Gastroenterology & Hepatology 2011;5:19-26
團野大介， 川端啓太， 立花久大， 岩田恵典． Caroli病の
1例． 内科 2011;108:734
豊永高史， 西野栄世， 横崎宏， 田中心和， 尾野亘， 岩
田恵典， 高田信康， 塩見英之， 森田圭紀， 藤田剛,
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早雲孝信， 東健． SM浸潤の可能性のある大腸癌に対す
るESDの注意点． 消化器内視鏡 2011;23:951-9
［症例報告］
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Iimuro Y， Asano Y， Suzumura K， Yada A， Hirano T,

Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M,

Iijima H， Nishiguchi S， Hirota S， Fujimoto J.

Imanishi H， Iijima H， Iimuro Y， Fujimoto J,

Primary squamous cell carcinoma of the liver：an

Nishiguchi S． Sustained pathological alterations in

uncommon finding in contrast-enhanced

the liver after hepatitis C virus eradication． The

ultrasonography imaging． Case Rep Gastroenterol

62nd Annual Meeting of the American Association for

2011;5:628-35

the Study of Liver Diseases（AASLD2011）2011.11

［研究報告］
金子周一， 古瀬純司， 工藤正俊， 池田健次， 本多政夫，
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Iimuro Y， Kondo Y， Hai S， Nakai N， Suzumura K,

中本安成， 恩地森一， 汐田剛史， 横須賀收， 坂井田

Uyama N， Yoshida Y， Asano Y， Okada T， Kuroda

功， 竹原徹郎， 上野義之， 廣石和正， 西口修平， 森

N， Hirano T， Iijima H， Nishiguchi S， Fujimoto J.

脇久隆， 山本和秀， 佐田通夫， 小尾俊太郎， 宮山士

Preceded laparoscopic splenectomy and following

朗， 今井幸紀． 肝がんに対する新規抗がん剤使用に関す

hepatic resection could make an alternative option for

る指針2010年度版 平成22年度厚生労働科学研究費補助金

surgical treatment of HCC with severe hepersplenism

（肝炎等克服緊急対策研究事業）
． 肝臓 2011;52:532-51
■学会発表■
［国際学会］

and impaired liver function． The 62nd Annual
Meeting of the American Association for the Study of
Liver Diseases（AASLD2011）2011.11 San Francisco

Tanaka H， Iijima H， Yoshida M， Takashima T， Sakai

Enomoto H， Nakamura H， Imanishi H， Iwai T,

Y， Aizawa N， Ikeda N， Iwata Y， Enomoto H， Saito

Takashima T， Aizawa N， Sakai Y， Iwata K， Ikeda
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N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M， Iijima H,

Fujimoto J， Hirota S， Nishiguchi S． Usefulness of
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Tanaka Y， Nishiguchi S． Interferon -β treatment is
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interferon-α neutralizing antibodies． The 62nd
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行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋
藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

Enomoto H， Inoue S， Matsuhisa A， Aizawa N,

膵仮性嚢胞による十二指腸狭窄に対して経皮内視鏡的胃瘻

Imanishi H， Saito M， Iwata Y， Tanaka H， Ikeda N,

造設術（PEG）の腸瘻化（PEG-J）が奏功した一例．（ミ

Iwata K， Sakai Y， Takashima T， Iijima H,

ニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

Nakamura H， Nishiguchi S． A novel approach by the

高嶋智之， 森脇英一朗， 岩井孝史， 坂井良行， 會澤信
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弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋
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藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 笹子三津

bacterial peritonitis． The 62nd Annual Meeting of

留， 片 岡 竜 貴， 鳥 井 郁 子， 西 上 隆 之， 西 口 修 平.

the American Association for the Study of Liver

AFP値の定期フォローにより発見できたAFP産生胃癌の一

Diseases（AASLD2011）2011.11 San Francisco
［国内学会］

例．（ポスターセッション）第97回日本消化器病学会総会
2011.5 東京

西口修平， 會澤信弘， 齋藤正紀． Peg - IFN/RBV療法無

青木智子， 吉田昌弘， 田中弘教， 廣田誠一， 西上隆之,

効C型慢性肝炎に対する原因別対策．（シンポジウム）第97

岸浩一郎， 西口修平， 飯島尋子． VTTQにおける肝硬

回日本消化器病学会総会 2011.5 東京
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2011.5 東京
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効C型慢性肝炎に対する原因別対策．（シンポジウム）第97
回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

本超音波医学会第 8 4 回学術集会 2011.5 東京
柴田陽子， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子， 橋本眞里

岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

子， 赤尾憲二， 田中弘教， 飯島尋子． 造影超音波検査

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋
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造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果予測

2011.6 東京

の試み．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会総会

岩井孝史， 樋口和秀， 城村尚登， 大崎住夫， 工藤正俊，

2011.6 東京

岡崎和一， 關壽人， 金守良， 西口修平． PEG-IFNα
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2a/RBV併用療法におけるResponse-Guided Therapyの
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有用性：IL28B多型との関連性を踏まえて．（セッション）第
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47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京
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CD）の現状． 第81回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8
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． 第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京
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池田直人， 今西宏安， 會澤信弘， 岩田惠典， 田中弘教,
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（PSE）や脾摘術の実態調査． 第19回日本門脈圧亢進症

間接カロリー計を用いた非蛋白呼吸症による慢性肝疾患の病
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けるヘリコバクターピロリ菌除菌療法の有用性の検討． 第53

廣田誠一， 西口修平． Peg-IFN+RBV併用療法後の天

回日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

然型IFNα少量長期投与によるHCV再燃と肝発癌の抑制効

森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信

果に関する検討．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会

弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

総会 2011.6 東京

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 中島収,

會澤信弘， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良
行， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋
藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 飯室勇二，

廣田誠一， 西口修平． 肝好酸性肉芽腫の一例． 第53回
日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
工藤正俊， 樋口和秀， 西口修平． PEG-IFNα2a/RBV併用

藤元治朗， 西口修平． C型慢性肝炎組織におけるミ
トコンド

療法におけるResponse-Guided TherapyとIL28B多型との
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関連性の検討：ReGIT-J study． 第53回日本消化器病学
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榎本平之， 池田直人， 西口修平． 血小板低値のC型慢性

田中弘教， 飯島尋子， 吉田昌弘， 森脇英一朗， 岩井孝

肝疾患症例におけるインターフェロン治療に関する検討． 第

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩
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Tissue Quantification法を用いた肝硬度診断の有用性.
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器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
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子． 慢性肝疾患の線肝線維化診断におけるVirtual Touch

討． 第53回日本 消 化 器 病 学 会 大 会（JDDW2011）

Tissue Quantification（VTTQ）の有用性．（ワークショッ
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山平正浩， 田中弘教， 吉田昌弘， 柴田陽子， 西村純子，

（HbA1c）と糖化アルブミン（GA）の比率の検討． 第15回

東浦晶子， 橋本眞里子， 赤尾憲司， 西口修平， 飯島尋

日本肝臓学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
榎本平之， 辻村亨， 今西宏安， 齋藤正紀， 田中弘教,
池田直人， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智之， 坂井良

子． LS比による食道静脈瘤の進展度予測について． 日本
超音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪
最勝寺晶子， 田中弘教， 柴田陽子， 吉田昌弘， 東浦晶

行， 會澤信弘， 岩田恵典， 下村壯治， 飯島尋子， 西

子， 橋本眞里子， 大野香織， 坪内博仁， 西口修平，

口修平．インターフェロン併用によるSorafenibの抗腫瘍効果

飯島尋子． Twinkling artifactを認めた出血性肝嚢胞の

増 強 作 用． 第15回日本 肝 臓 学 会 大 会（JDDW2011）

一例． 日本超音波医学会第38回関西地方会学術集会

2011.10 福岡
［地方会等］

2011.11 大阪
西村純子， 田中弘教， 吉田昌弘， 橋本眞里子， 柴田陽

下村壯治， 池田直人， 西口修平． C型関連肝癌RFA後の

子， 東浦晶子， 山平正浩， 廣田誠一， 西口修平， 飯

インターフェロン長期投与による再発抑制効果．日本消化器

島 尋 子． Virtual Touch Tissue Quantification
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（VTTQ）を用いた脾硬度測定の検討． 日本超音波医学
会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪

部会 2011.12 岡山
［科学研究費等班会議］

岩田一也， 今西宏安， 西口修平． 当科における急性肝炎の

西口修平． インターフェロンの抗腫瘍効果に関する検討． 平

成因及び臨床的特徴．（ワークショップ）第39回日本肝臓学

成22年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急

会西部会 2011.12 岡山

対策研究事業）肝がんの新規治療法に関する研究第2回班

田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 造影超音波検査所見に
よる肝細胞癌分化度診断．（ワークショップ）第39回日本肝
臓学会西部会 2011.12 岡山
青木智子， 飯島尋子， 西口修平． VTTQと血清マーカーで
発癌予測に迫る．（ワークショップ）第39回日本肝臓学会西
部会 2011.12 岡山

会議 2011.1 東京
西口修平． 血小板低値例へのインターフェロン治療法の確立を
目指した基礎および臨床的研究． 平成22年度厚生労働科
学研究補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）研究発
表会 2011.1 東京
西口修平． 肝硬変患者に対するBCAA食品の追加摂取およ

坂井良行， 齋藤正紀， 西口修平． 肝予備能低下患者に対

び早期投与による栄養介入の検討−中間報告−． 厚生労

する内視鏡的食道静脈瘤治療時の栄養療法． 第39回日本

働科学研究補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）肝

肝臓学会西部会 2011.12 岡山

発癌抑制を視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作

青木智子， 飯島尋子， 田中弘教， 會澤信弘， 坂井良行，

成を目指した総合的研究 鈴木班班会議 2011.1 東京

岩田恵典， 池田直人， 榎本平之， 今西宏安， 齋藤正

齋藤正紀， 西口修平． 当施設における間接カロリー計を用い

紀， 廣田誠一， 岸浩一郎， 藤元治朗， 西口修平． 血

た慢性肝疾患の病態栄養評価． 厚生労働科学研究補助金

小板数から見たNBNC肝細胞癌． 第39回日本肝臓学会西

（肝炎等克服緊急対策研究事業）「ウイルス性肝疾患患者

部会 2011.12 岡山
高嶋智之， 田中弘教， 高田亮， 岩井孝史， 坂井良行，
會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平

の食事・運動療法とアウトカム評価に関する研究」森脇班平
成23年度第１回班会議 2011.8 名古屋
［研究会・講演会等］

之， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝

PET-CTがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であった

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

１例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡山

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

長谷川国大， 岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 高嶋智之，

西上隆之， 藤元治朗， 小崎正博， 有井滋樹， 西口修

坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田一也， 田中弘

平． 造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果

教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西

予 測の試み． 第3回日本 肝 がん分 子 標 的 治 療 研 究 会

口修平． ヒストアクリルによる内視鏡的静脈瘤硬化療法

2011.1 下関

（EIS）が有用であった直腸静脈瘤破裂の一例． 第39回日
本肝臓学会西部会 2011.12 岡山
榎本平之， 井上慎一， 松久明生， 高田亮， 岩井孝史，

巌康仁， 會澤信弘， 金守良． 画像診断上， 肝細胞癌と識
別を要する細胞管細胞癌． 第17回肝血流動態イメージ研究
会 2011.1 横浜

高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝

人， 岩田恵典， 田中弘教， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

島尋子， 西口修平． 特発性細菌腹膜炎の診断にin-situ

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

hybridization法が有効であった一例． 第39回日本肝臓学

西上隆之， 藤元治朗， 小崎正博， 有井滋樹， 西口修

会西部会 2011.12 岡山

平． 造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果

高田亮， 會澤信弘， 齋藤正紀， 岩井孝史， 高嶋智之，

予測の試み． 第121回大阪超音波研究会 2011.3 大阪

坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 田中弘

飯島尋子． 肝線維化診断−SQ， エラスト， VTTQ（理論）

教， 榎 本 平 之， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

−．日本超音波医学会第10回教育セッション 2011.5 東京

PEG-IFN/Ribavirin併用療法中に急性肝不全を来したC型

田中弘教， 飯島尋子， 岩井孝史， 高嶋智之， 池田直人，

肝硬変の1症例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡

西口修平， 柴田陽子， 有井滋樹． 造影超音波検査を用

山

いた分子標的薬治療の早期効果予測． 第4回日本肝がん

石井紀子， 會澤信弘， 高田亮， 齋藤正紀， 岩井孝史，

分子標的治療研究会 2011.6 東京

高嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵

岩井孝史， 田中弘教， 橋本眞理子， 東浦晶子， 柴田陽

典， 田中弘教， 榎本平之， 今西宏安， 飯島尋子， 西

子， 斉藤慎一， 西上隆之， 藤元治朗， 西口修平， 飯

口修平． アザチオプリンにて重篤な汎血球減少を来したステ

島尋子． 過形成結節と肝細胞癌を同時に認めたアルコール

ロイド抵抗性自己免疫性肝炎の一例． 第39回日本肝臓学会

性肝硬変の1例． 第12回臨床消化器病研究会 2011.7 東

西部会 2011.12 岡山
會澤信弘， 大崎住夫， 西口修平． EG-IFNα-2a/RBV併用
療 法におけるResponse-Guided Therapyの有 用 性の検
討：IL28Bとの関連性を踏まえて． 第39回日本肝臓学会西

京
飯島尋子， 田中弘教， 西口修平， 會澤信弘， 廣田誠一，
藤元治朗． 造影超音波を用いた早期肝細胞癌の診断.
（シンポジウム）第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡
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飯室勇二， 近藤祐一， 麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦，

榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯島尋

鈴村和大， 田中弘教， 飯島尋子， 西口修平， 岡田敏

子． 腹部造影超音波が診断に有用であったFNHの一例.

弘， 黒田暢一， 平野公通， 藤元治朗． 術前画像支援と

第170回大阪腹部超音波研究会 2011.11 大阪

術中造影超音波検査のルーチン化による肝切除術の根治性

榎本平之． 広域細菌検出のための新規in situ hybridization

向上の試み．（ビデオフォーラム）第47回日本肝癌研究会

probeの開発と特発性細菌性腹膜炎への診断アプローチ.

2011.7 静岡
青木智子， 飯島尋子， 田中弘教， 會澤信弘， 坂井良行，

第19回浜名湖シンポジウム 2011.12 静岡
岩井孝史， 田中弘教， 山平正浩， 西口修平， 飯島尋子.

岩田恵典， 池田直人， 榎本平之， 今西宏安， 齋藤正

Sonazoid造影超音波Kuffer相における肝脾実質の輝度比

紀， 廣 田 誠 一， 岸 浩 一 郎， 藤 元 治 朗， 西 口 修 平.

（LS比）を用いた肝線維化進展度予測． 第25回肝類洞壁

NBNC肝癌の臨床的特徴．（ワークショップ）第47回日本肝
癌研究会 2011.7 静岡
會澤信弘， 飯島尋子， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之，
齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 近藤祐一， 飯室勇
二， 藤元治朗， 廣田省三， 西上隆之， 廣田誠一， 西
口修平． 小型細胆管細胞癌症例の画像， 病理の検討.
第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡

細胞研究会学術集会 2011.12 東京
■その他■
西口修平． C型慢性肝炎の治療戦略～ Response Guided
Therapy ～． C型肝炎治療学術講演会 2011.1 山口
西口修平． ウイルス性肝炎の最新治療． 垂水区医師会学術
講演会 2011.1 神戸
西口修平， 齋藤正紀． 日本肝臓学会市民公開講座近畿地

岩井孝史， 田中弘教， 吉田昌弘， 高田亮， 森脇英一朗，

区 専門医が解説ウイルス性肝炎． 神戸新聞 2011.2.19:12

高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵

森脇英一朗， 飯島尋子， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯

教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下

島尋子． 超音波を使用した肝腫瘍の硬さ診断で乖離した結

村壯治， 西口修平．（症例検討）第104回腹部エコー研究

果を示した肝細胞癌の一例． 第 4 7 回日本肝癌研究会
2011.7 静岡
田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝
史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩
田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

会 2011.2 東京
岩田恵典． 胆膵疾患における内視鏡治療の現状． 高石市医
師会講演会 2011.2 高石
岩田恵典． 胆膵疾患における内視鏡治療の現状． 府中病院
講演会 2011.3 大阪

藤元治朗， 有井滋樹， 西口修平． Sonazoid造影超音波

高嶋智之． 兵庫県下における天然性IFNαの長期投与による

検査による分子標的薬早期治療効果予測． 第47回日本肝

肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまとめ.

癌研究会 2011.7 静岡

第8回兵庫県肝がん撲滅研究会 2011.3 神戸

高嶋智之， 田中弘教， 吉田昌弘， 森脇英一朗， 岩井孝
史， 會澤信弘， 坂井良行， 池田直人， 岩田恵典， 榎
本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平，
飯島尋子． 非B非C慢性肝疾患患者の肝発癌予測におけ
るVTTQを用いた肝硬度測定の意義． 第47回日本肝癌研
究会 2011.7 静岡
高嶋智之， 田中弘教， 高田亮， 岩井孝史， 坂井良行，

西口修平． C型慢性肝炎の最新の治療と今後の展望． 東神
戸肝疾患対策病診連携の会 2011.3 神戸
西口修平． 肝発癌抑制における栄養療法の果たす役割． 肝
臓病の栄養治療を考える会 2011.3 神戸
榎本平之． 特 発 性 細 菌 性 腹 膜 炎 に 対 す る i n s i t u
hybridizationによるアプローチ． 第6回Bay Area Gut Club
（BAG）2011.3 大阪

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平

西口修平．「肝がん」にならないための秘訣とは～肝がんのリ

之， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

スク因子とその対処法～． 第3回ひょうごがんシンポジウム

P E T - C Tがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であ
った1例． 第46回近畿肝癌談話会 2011.8 大阪
池田直人， 今西宏安， 會澤信弘， 岩田恵典， 田中弘教，
榎本平之， 齋藤正紀， 飯島尋子， 西口修平．インターフ
ェロン（ I F N ）治療目的に行われる部分脾動脈塞栓術
（PSE）や脾摘出の実態調査． 第13回肝不全治療研究会
2011.9 福岡
飯島尋子， 吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 青木智子，
會澤信弘， 西上隆之， 廣田誠一， 藤元治朗， 西口修
平． Virtual Touch Tissue Quantification（VTTQ）法
による肝線維化診断における炎症の影響． 第30回超音波ド
プラ研究会 2011.10 東京
岩井孝史， 橋本眞里子， 高田亮， 高嶋智之， 會澤信弘，
坂井良， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典，

2011.4 神戸
西口修平． C型慢性肝炎の最新の治療． C型肝炎治療学術
講演会 2011.4 大阪
高嶋智之， 城村尚登， 金守良， 井本勉， 菅野雅彦， 二
宮敏明， 瀬尾靖， 矢野嘉彦， 奥新浩晃， 大岡照二，
進藤道子， 村松哲， 早川勇二， 春日井博志， 西口修
平． PEG-IFN+RBV併用療法後の天然型IFNα少量長期
投与によるHCV再燃と肝発癌の抑制効果に関する検討.
第32回兵庫肝炎研究会 2011.4 神戸
西口修平． 慢性肝炎治療の最近の話題． 灘区医師会学術
講演会 2011.5 神戸
西口修平． C型慢性肝炎の治療戦略～ Response Guided
Therapy ～． 第6回臨床消化器病−どうするこの症例の診
断・治療研究会− 2011.5 大阪
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西口修平． C型慢性肝炎の治療戦略～ Response Guided
Therapy ～． 島根県C型肝炎学術講演会 2011.6 島根
西口修平． C型慢性肝炎に対するIFN治療−難治例の原因と
その対策−． C型肝炎学術講演会 2011.6 松山
齋藤正紀． 兵庫県における医療費助成制度について． 平成
23年度第１回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 2011.6 尼崎
西口修平． C型慢性肝炎の治療戦略～ Response Guided
Therapy ～． 山梨肝疾患フォーラム 2011.6 山梨
西口修平． C型慢性肝炎治療我国の特殊性とその対策． 学
術講演会−肝胆膵を考えるPartⅥ− 2011.7 さいたま

西口修平， 齋藤正紀， 榎本大．Ｂ型慢性肝炎のインターフェ
ロン治療． HBV検査と治療の最前線 2011:36-43
田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 肝臓． 臨床消化器内科
2011;26:1205-12
西口修平， 高嶋智之， 會澤信弘． C型肝炎ウイルスが排除
できない症例にどのように対応するか． Medical Practice
2011;28:1441-5
西口修平， 川口巧， 久保正二， 田中弘教， 能祖一裕.
肝細胞癌における背景肝病変の意義．（座談会）The
Liver Cancer Journal 2011;12:261-9

最 勝 寺 晶 子， 飯 島 尋 子． 日経メディクイズ 腹 部エコー .
Nikkei Medical 2011;9:73-4
西口修平． ウイルス性肝炎． 平成23年度難病医療相談会

内分泌・代謝科

2011.8 西宮

Endocrinology and Metabolism

西口修平．Ｂ型肝炎：感染者の病態と最新の治療について.
Ｂ型肝炎肝疾患診療連携市民講座 2011.8 北海道
西口修平． ウイルス性肝疾患の最新トピックス． 伊丹ウイルス
性肝疾患セミナー 2011.9 伊丹
田中弘教， 西口修平． 肝細胞癌における背景肝病変の意義.
（座談会）The Liver Cancer Journal 2011;3:55-7
高嶋智之． 兵庫県下における天然型IFNαの長期投与による
肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまとめ.
第９回兵庫県肝がん撲滅研究会 2011.10 神戸
西口修平． C型慢性肝炎の最新の治療． C型肝炎治療学術
講演会 2011.10 大阪
西口修平． 肝硬変に対する抗ウィルス療法の最近の話題． 第
14回岐阜慢性肝疾患病態治療研究会 2011.10 岐阜
西口修平． 肝炎検査と最新治療の知見． 第51回近畿医学
検査学会 2011.10 大津
西口修平． 肝がんの内科的治療における最近の話題． 肝が
んセミナー 2011.10 神戸
西口修平． 肝がん発症を抑制する治療． SURF Trial記念
市民公開講座 2011.11 大阪
西口修平．Ｂ型肝炎治療の展望−抗ウイルス治療に関する最
近の知見． 2011年シスメックス免疫セミナー in大阪 2011.11
大阪
池田直人． 血小板低値症例に対するインターフェロン・リバビリ
ン併用療法の検討． 阪神肝臓病治療研究会第４回学術講
演会 2011.11 大阪
榎本平之． A novel approach by the in-situ hybridization
method to provide early evidence of a bacterial
infection in patiants with spontaneous bacterial
peritonitis． 阪神肝臓病治療研究会第４回学術講演会
2011.11 大阪
西口修平． 肝炎からの発がんについて． SURF Trial 大阪
市民公開講座 2011.11 大阪
西口修平． ウイルス性肝炎の最新情報． 第13回兵庫県医師
会市民公開講座 2011.12 神戸
坂本尚哉， 田中靖人， 西口修平， 竹原徹郎．（座談会）ウ
イルス肝 炎 診 療 の 変 貌：近 づく疾 患 克 服． 肝 胆 膵
2011;62:427-45

■著書■
Koyama H， Nishizawa Y． Cardiovascular complications
in renal failure：implications of advanced glycation
end-products and their receptor, RAGE． In：Miyata
T， Eckardt KU， Nahgaku M eds． Studies on Renal
Disorders． New York：Humana Press， 2011:257-92
藏城雅文， 山本徹也． 尿酸の説明法． 坂根直樹， 佐野喜
子 編． 説明力で差がつく保健指導． 東京：中央法規出
版， 2011:30-1
■学術論文■
［総説］
山本徹也， 蔵城雅文， 小山英則． 痛風発作のない間欠期
の対応．日本医師会雑誌 2011;140:289-93
山本徹也， 角谷学， 小山英則．リスクファクターとしての高尿
酸血症の治療と管理：糖・脂質代謝異常症． Mebio 2011;
28:72-7
山本徹也． 痛風・高尿酸血症の治療戦略−尿酸降下薬の選
択のポイント−． Progress in Medicine 2011;31:555-9
山本徹也． 脂質異常症． 医薬の門 2011;51:124-5
山本徹也， 藏城雅文， 小山英則． 痛風発作のない間欠期
の対応．日本医師会雑誌 2011;140:289-93
森脇優司． 食事， アルコール． カレントテラピー 2011;29:5703
森脇優司． 飲酒制限と運動指導． 医薬の門 2011;51:328-31
森脇優司．「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版」の
ポイント 生活指導． 高尿酸血症と痛風 2011;19:50-5
森脇優司． 酸性尿を有する患者の教育−メタボリックシンドロー
ムの視点から−． 高尿酸血症と痛風 2011;19:62-6
森脇優司． 健診で発見された高尿酸血症の指導． 日本医師
会雑誌 2011;140:299-302
小山英則， 庄司拓仁， 福本真也． 透析患者の末梢血管疾
患（peripheral arterial disease， PAD）
：単 核 細 胞 移
植． 大阪透析研究会会誌 2011;29:27-31
小山英則． 糖尿病神経障害はなぜ起こる？． 糖尿病ケア
2011;8:363-6
小 山 英 則． 糖 尿 病 足 病 変はなぜ 起こる？． 糖 尿 病ケア
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small-dense LDL cholesterol in diabetic patients with

2011;8:367-71
藏城雅文， 山本徹也． 脂質代謝異常． カレントテラピー

cerebral ischemia：a randomized controlled pilot trial.
J Atheroscler Thromb 2011;18:883-90

2011;29:579-83
藏 城 雅 文， 庄 司 拓 仁， 山 本 徹 也． 痛 風・高 尿 酸 血 症.

Kamatani N， Fujimori S， Hada T， Hosoya T， Kohri
K， Nakamura T， Ueda T， Yamamoto T,

Medicina 2011;3:422-5
大野岩男， 山本徹也， 上田孝典， 藤森新， 伏見真彦，

Yamanaka H， Matsuzawa Y． An allopurinol-

坂本龍祐， 細谷龍男． 痛風を含む高尿酸血症患者を対象

controlled， randomized， double-dummy， double-

とした新 規キサンチンオキシダーゼ阻 害 剤topiroxostat

blind， parallel between-group， comparative study of

（FYX-051） の 前 期 第Ⅱ相 試 験． 痛 風と核 酸 代 謝

febuzostat（TMX-67）， a non-purine-selective
inhibitor of xanthine oxidase， in patients with

2011;35:53
［原著］

hyperuricemia including those with gout in japan

Kawano N， Mori K， Emoto M， Lee E， Kobayashi I,
Yamazaki Y， Urata H， Morioka T， Koyama H,

phase 3 clinical study． J Clin Rheumatol 2011;17:S138

Shoji T， Nishizawa Y， Inaba M． Association of

Kamatani N， Fujimori S， Hada T， Hosoya T， Kohri

serum TRAIL levels with atherosclerosis in patients

K， Nakamura T， Ueda T， Yamamoto T,

with type 2 diabetes mellitus． Diabetes Res Clin

Yamanaka H， Matsuzawa Y． Placebo-controlled

Pract 2011;91:316-20

double-blind study of the non-purine-selective xanthine

Okuda C， Koyama H， Tsutsumi Z， Yamamoto A,

oxidase inhibitor febuxostat（TMX-67）in patients

Kurajoh M， Moriwaki Y， Yamamoto T． Serum CRP

with hyperuricemia including those with gout in japan

in patients with gout and effects of benzbromarone.

phase 3 clinical study． J Clin Rheumatol 2011;17:S1926

Int J Clin Phamacol Ther 2011;49:191-7
Moriwaki Y， Okuda C， Yamamoto A， Ka T,

Kamatani N， Fujimori S， Hada T， Hosoya T， Kohri

Tsutsumi Z， Takahashi S， Yamamoto T， Kitadate

K， Nakamura T， Ueda T， Yamamoto T,

K， Wakame K． Effects of Oligonol ， an

Yamanaka H， Matsuzawa Y． Placebo-controlled

oligomerized polyphenol formulated from lychee fruit,

double-blind dose-response study of the non-purine-

on serum concentration and urinary excretion of uric

selective xanthine oxidase inhibitor febuxostat（TMX-

acid． J Funct Foods 2011;3:13-6

67）in patients with hyperuricemia（including gout

®

Tsujimoto Y， Tahara H， Shoji T， Emoto M， Koyama
H， Ishimura E， Tabata T， Nishizawa Y， Inaba M.

patients）in japan late phase 2 clinical study． J Clin
Rheumatol 2011;17:S35-43

Active vitamin D and acute respiratory infections in

Kamatani N， Fujimori S， Hada T， Hosoya T， Kohri

dialysis patients． Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:1361-

K， Nakamura T， Ueda T， Yamamoto T,

7

Yamanaka H， Matsuzawa Y． An allopurinol-

Ueno H， Koyama H， Fukumoto S， Tanaka S， Shoji

controlled， multicenter， randomized， open-label,

T， Shoji T， Emoto M， Tahara H， Inaba M,

parallel between-group， comparative study of

Kakiya R， Tabata T， Miyata M， Nishizawa Y.

febuzostat（TMX-67）， a non-purine-selective

Advanced glycation end-products， carotid

inhibitor of xanthine oxidase， in patients with

atherosclerosis and circulating endothelial progenitor

hyperuricemia including those with gout in japan

cells in patients with end-stage renal disease.

phase 2 exploratory clinical study． J Clin Rheumatol

Metabolism 2011;60:453-9

2011;17:S44-9

Y a m a m o t o T， K o y a m a H， K u r a j o h M， S h o j i T ,

Kamatani N， Fujimori S， Hada T， Hosoya T， Kohri

Tsutsumi Z， Moriwaki Y． Biochemistry of uridine in

K， Nakamura T， Ueda T， Yamamoto T,

plasma． Clin Chim Acta 2011:1712-24

Yamanaka H， Matsuzawa Y． Multicenter， open-

Kurajoh M， Ka T， Okuda C， Yamamoto A,

label study of long-term administration of febuxostat

Tsutsumi Z， Koyama H， Moriwaki Y， Yamamoto T.

（TMX-67）in Japanese patients with hyperuricemia

Effects of bovine milk ingestion on urinary excretion
of oxypurinol and uric acid． Int J Clin Phamacol
Ther 2011;49:366-70

including gout． J Clin Rheumatol 2011;17:S50-6
Kawaguchi Y， Fukumoto S， Inaba M， Koyama H,
Shoji T， Shoji S， Nishizawa Y． Different impacts

Ueno H， Koyama H， Mima Y， Fukumoto S， Tanaka

of neck circumference and visceral obesity on the

S， Shoji T， Emoto M， Shoji T， Nishizawa Y,

severity of obstructive sleep apnea syndrome． Obesty

Inaba M． Comparison of the effect of cilostazol with
aspirin on circulating endothelial progenitor cells and

（Silver Spring）2011;19:276-82
古賀正史， 笠山宗正， 森脇優司， 山本徹也． 正常耐糖能
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例において血清1,5−アンヒドログルシトール値は血清尿酸値と
正相関する． 痛風と核酸代謝 2011;35:9-17
山本徹也， 小山英則， 庄司拓仁， 藏城雅文． プリン核酸
の代謝． 内分泌・糖尿病・代謝内科 2011;33:390-6
森脇優司． アルコールと高尿酸血症． 内分泌・糖尿病・代謝
内科 2011;33:422-8
［症例報告］

堤善多， 藏城雅文， 小山英則， 森脇優司， 山本徹也.
血漿ウリジンと尿中尿素排泄量とは相関する． 第84回日本内
分泌学会学術総会 2011.4 神戸
小山英則． 糖尿病足病変治療テクニック−内科医の立場から
−．（モーニングセミナー）第54回日本糖尿病学会年次学
術集会 2011.5 札幌
福本真也， 三間洋平， 上野宏樹， 森岡与明， 田中新二,

S u m i d a C， K o n d o h N， K u r a j o h M， K o y a m a H ,

森克仁， 小山英則， 庄司哲雄， 絵本正憲， 稲葉雅章.

Tsutsumi Z，Moriwaki Y，Yamamoto T.

糖尿病性自律神経障害が下肢末梢循環に及ぼす影響は部

21-Hydroxylase deficiency associated with male

位により異なる． 第54回日本糖尿病学会年次学術集会

infertility：report of 2 cases with gene analyses.
Intern Med 2011;1317-21
藏城雅文， 山本徹也． 副腎機能低下症に起因した高尿酸血
症の１例． 高尿酸血症と痛風 2011;19:166-7
■学会発表■
［国際学会］

2011.5 札幌
小山英則． AGEs/RAGE系から動脈硬化・メタボリックシンド
ロームを考える．（ミニシンポジウム）第11回日本抗加齢医学
会 2011.5 京都
Kurajoh M， Koyama H， Ueno H， Shoji T， Fukumoto
S， Tanaka S， Shoji T， Emoto M， Tsujimoto Y,

Kurajoh M， Ka T， Okuda C， Yamamoto A,

Tabata T， Yamamoto T， Nishizawa Y， Inaba M.

Tsutsumi Z， Koyama H， Moriwaki Y， Yamamoto T.

Decreased platelet activation is a predictor for

Effects of bovine milk ingestion on urinary excretion

cardiovascular diseases in end-stage renal disease

of oxypurinol and uric acid． 14th International

patients with anemia or inflammation． 第43回日本動

symposium on Purine and Pyrimidine Metabolism in
Man，PP11 2011.2 Tokyo
Yamamoto T. Serum allantoin and urinary 8-hydroxy-

脈硬化学会総会・学術集会 2011.7 札幌
Monden M， Koyama H， Morioka T， Mori K， Shoji T,
Fukumoto S， Tanaka S， Kurajyo M， Yamamoto T,

deoxyguanosine in patients with gout. The European

Shioi A， Nishizawa Y， Inaba M． Tumor necrosis

League Against Rheumatism（EULAR2011）2011.5

factor-α stimulates shedding of receptor for advanced

London

glycation end-products through JNK-， p38-MAP

［国内学会］

kinase and ATF4 pathway in human endothelial cells.

藏城雅文， 今西康雄， 永田友貴， 石井聡， 与田紘一郎，
小林郁江， 嶋英昭， 山田真介， 森克仁， 田原英樹，

第43回日本動脈硬化学会総会・学術集会 2011.7 札幌
Koyama H， Ueno H， Shoji T， Fukumoto S， Tanaka

後藤仁志， 小山英則， 石村栄治， 山本徹也， 稲葉雅

S， Shoji T， Emoto M， Tsujimoto Y， Tabata T,

章． A case of osteomalacia with AMA2-positive

Kurajyo M， Yamamoto T， Nishizawa Y， Inaba M.

fanconi syndrome． 第20回 臨 床 内 分 泌 代 謝Update

Decrease of circulating endothelial progenitor cells is

2011.1 札幌

a strong predictor for cardiovascular diseases in end-

堤善多， 奥田千尋， 藏城雅文， 小山英則， 森脇優司，
山本徹也． 痛風患者における血清CRPとベンズブロマロン
の影響． 第44回日本痛風・核酸代謝学会総会 2011.2 東
京
大野岩男， 山本徹也， 上田孝典， 藤森新， 伏見真彦，
坂本龍祐， 細谷龍男． 痛風を含む高尿酸血症患者を対象
とした新 規キサンチンオキシダーゼ阻 害 剤topiroxostat
（FYX-051）の前期第Ⅱ相試験． 第44回日本痛風・核酸代
謝学会総会 2011.2 東京
小山英則， 門田真砂世， 福本真也， 藏城雅文， 山本徹
也， 稲葉雅章．メタボリックシンドロームと炎症・動脈硬化一

stage renal disease patients． 第43回日本動脈硬化学会
総会・学術集会 2011.7 札幌
山本徹也． 尿酸と高血圧を含む生活習慣病の関連. （ランチ
ョン）第34回日本高血圧学会総会 2011.10 栃木
小山英則． 糖尿病足病変−血流障害のトピックス．（シンポジ
ウム）第26回日本糖尿病合併症学会 2011.10 大宮
［地方会等］
織原良行， 角田千尋， 藏城雅文， 庄司拓仁， 小山英則，
堤善多， 森脇優司， 山本徹也． Gitelman症候群の１例と
その遺 伝 子 解 析． 第194回日本 内 科 学 会 近 畿 地 方 会
2011.6 奈良

receptor for advanced glycation end-products

齋藤麻里， 藏城雅文， 神崎暁慶， 角田千尋， 庄司拓仁，

（RAGE）を介したクロストーク． 第84回日本内分泌学会学

小山英則， 堤善多， 森脇優司， 山本徹也． 視床下部渇

術総会 2011.4 神戸
藏城雅文， 華常祥， 奥田千尋， 堤善多， 小山英則， 森
脇優司， 山本徹也． アロプリノール投与下における牛乳飲

感障害性高ナトリウム血症の１例． 第195回日本内科学会近
畿地方会 2011.9 大阪
石井紀子， 藏城雅文， 角田千尋， 庄司拓仁， 小山英則,

用によるオキシプリノールと尿酸排泄への影響． 第84回日

堤善多， 森脇優司， 山本徹也． 悪性リンパ腫を合併したイ

本内分泌学会学術総会 2011.4 神戸

ンスリノーマの一例． 第12回日本内分泌学会近畿支部学術
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集会 2011.10 神戸
［研究会・講演会等］
山本徹也． 痛風・高尿酸血症の病態と治療戦略． 宮崎県高
尿酸血症・痛風アカデミー2011 2011.3 宮崎
小山英則． メタボリックメモリーと糖尿病性血管合併症． 第8
回つくば糖尿病と網膜症研究会 2011.3 つくば
竹山龍， 角田千尋， 藏城雅文， 庄司拓仁， 小山英則，
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+NERD診 療Q&A． 東 京：日本 医 事 新 報 社， 2011:35-

Chan Y， Chang FY， Chen S， Ghoshal UC， Hou

9

XH， Jung HK， Kachintorn U， Lu CL， Mahadeva

渡二郎， 野村昌史， 斉藤裕輔． 腸管子宮内膜症， 腸管ベ

S， Newnham ED， Park H， Poh CH， Sachdeva S,
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（パネルディスカッション）第97回日本消化器病学会総会

田信幸， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 免疫制御性

2011.5 東京
渡二郎， 盛一健太郎， 三輪洋人． Barrett食道における分
子病理学的検討．（パネルディスカッション）第97回日本消化

T細胞に着目した急性期･寛解期および外科手術後潰瘍性
大腸炎の免疫学的病態の検討．（シンポジウム）第48回日本
消化器免疫学会総会 2011.7 金沢
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野上晃司， 應田義雄， 飯室正樹， 小川智広， 河合幹夫，

豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 福井広一， 堀和敏，

河野友彰， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸および伸展刺激に対す

治， 武田直久， 樋田信幸， 福永健， 渡二郎， 中村志

る食道知覚閾値の年齢による変化． 第13回日本神経消化

郎， 西上隆之， 三輪洋人， 松本譽之． 直腸炎型の潰瘍

器病学会 2011.11 宇都宮

性大腸炎にcolitic cancerを合併した1例． 第81回日本消化
器内視鏡学会総会 2011.8 名古屋
渡二郎． 内視鏡を用いたイレウス管の挿入法（上部）
．（ミニ
レクチャー）第47回日本腹部救急医学会総会 2011.8 福岡
富田寿彦， 奥川卓也， 三輪洋人．日本人機能性ディスペプ
シア患者の胃運動機能異常．（シンポジウム）第53回日本消
化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
木下芳一， 春間賢， 三輪洋人． ディスペプシア症状を有する

小瀬木順一， 大島忠之， 服部智久， 加瀬義夫， 三輪洋
人． ラット酸逆流性食道炎モデルの腹部症状に対する六君
子湯の効果． 第13回日本神経消化器病学会 2011.11 宇都
宮
［地方会等］
富田寿彦， 三輪洋人， 柏木徹． 胃シンチグラフィ検査の貯留
能測定の妥当性（胃バロスタット法と比較して）
．（シンポジウ
ム）日本消化器病学会近畿支部第94回例会 2011.2 大阪

胃食道逆流症患者を対象としたランソプラゾール投与による自

奥川卓也， 大島忠之， 山崎尊久， 豊島史彦， 櫻井淳，

覚症状改善効果の検討（LEGEND study）
．（シンポジウ

田中淳二， 森田毅， 富田寿彦， 金鏞民， 福井広一，

ム）第53回日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10

堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． SLEとA型胃

福岡

炎に伴う胃カルチノイドを合併した1例．日本消化器病学会近

福 井 広 一， 藤 盛 孝 博， 三 輪 洋 人． 胃炎 発 癌における
STAT3/REGシグナルの役割．（シンポジウム）第53回日本
消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

畿支部第94回例会 2011.2 大阪
横山聡子， 豊島史彦， 櫻井淳， 富田寿彦， 山崎尊久，
奥川卓也， 近藤隆， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之，

山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 池尾光一， 田村彰朗，

福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

原謙， 浅野晴紀， 奥川卓也， 横山聡子， 近藤隆， 豊

成人発症好酸球性食道炎の二例． 第86回日本消化器内視

島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 福井広一， 堀和敏， 渡

鏡学会近畿地方会 2011.3 京都

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸及び伸展刺激に対する

三輪洋人． ヘリコバクター・ピロリ感染症up to date．（教育

食道知覚閾値の年齢による変化． 第53回日本消化器病学

講演）日本消化器病学会近畿支部第36回教育講演会

会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

2011.6 神戸

武田直久， 福永健， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

河中真紀， 櫻井淳， 富田寿彦， 豊島史彦， 田中淳二，

河野友彰， 菊山梨紗， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽

大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 堀

消化管出血を契機に発見された胃動静脈奇形の１例． 第

和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 玉置知子， 松本譽之．日

195回日本内科学会近畿地方会例会 2010.9 大阪

本 人クローン患 者 でのPAI-1（plasminoge activator

西井謙夫， 野上晃司， 應田義雄， 横山陽子， 河野友彰，

inhibitor type 1）遺伝子のプロモーター領域の4G/5Gの遺

河合幹夫， 小川智広， 佐藤寿行， 三輪洋人， 松本誉

伝 子 多 型 の 検 討． 第 5 3 回日本 消 化 器 病 学 会 大 会

之． ステロイド依存、タクロリムス無効の難治性重症潰瘍性

（JDDW2011）2011.10 福岡
小川智広， 應田義雄， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

大腸炎に対しインフリキシマブが著効した1例． 第195回日本
内科学会近畿地方会例会 2011.9 大阪

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富

郎， 三輪洋人， 松本譽之． 炎症性腸疾患に対するオ

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松

リン パ ス 社 製 超 細 径 高 伝 達 受 動 湾曲スコープ（PCR-

本 譽 之， 三 輪 洋 人． 遡 及 的 に 経 過を 終 えた 大 腸

PQ260プロト）の有用性． 第 5 3回日本消化器病学会大会

Dieulafoy潰瘍の一例． 第87回日本消化器内視鏡学会近

（JDDW2011）2011.10 福岡
櫻井淳， 渡二郎， 富田寿彦， 豊島史彦， 原謙， 田村彰

畿地方会 2011.10 神戸
佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，

朗， 池尾光一， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

野晴紀， 近藤隆， 田中淳二， 大島忠之， 福井広一，

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． CT検査で発見される胃

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之， 西上隆之． 小型

ESD後のmicro-perforationの臨床的検討． 第53回日本消

のIs型SM高度浸潤癌を含む， 大腸同時性多発SM癌の1

化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

例． 第87回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2011.10 神

大島忠之， 三輪洋人． ディスペプシア症状発現における胃酸
の関与．（シンポジウム）第13回日本神経消化器病学会
2011.11 宇都宮
山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 田村彰朗， 原謙， 池
尾光一， 浅野晴紀， 横山聡子， 奥川卓也， 近藤隆，

戸
［科学研究費等班会議］
土方康孝， 中村志郎， 吉田幸治， 松本譽之， 富田寿彦
他 8 8 名． JTREAT研究中間解析結果と今後の解析につ
いて． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難

兵庫医大業績録（2011）
治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年度第2
回総会 2011.1 東京
［研究会・講演会等］
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ペプシア研究会 2011.11 宇都宮
大島忠之， 永原章仁， 富永和作， 井上一彦， 蘆田潔，
三輪洋人． 機能性ディスペプシアに対する5-HT1A受容体

三輪洋人． 機能性消化管疾患と過敏性腸症候群−なぜ起こ

作動薬の効果−他施設共同二重盲検プラセボ対照比較試

るのか，どう考えるのか−． 第 1 1 回島根心身医療研究会

験−．（シンポジウム）第5回機能性ディスペプシア研究会

2011.1 出雲
三輪洋人． 過敏性腸症候群（IBS）−どう考えるか・どう治
療するか？−． 群馬胃腸疾患セミナー 2011.2 前橋

2011.11 宇都宮
永原章仁， 三輪洋人， 長田太郎， 大草敏史， 北條麻理
子， 佐藤信紘． FD患者の症状改善に対する胃粘膜防御

三輪洋人． 臨床医のための逆流性食道炎講座−何故起こる

因子増強剤（rabamipide）の効果−無作為二重盲検法に

のか，どう対応するのか？−． 平成22年度第9ブロック（大

よる検討−．（シンポジウム）第5回機能性ディスペプシア研

阪市西部 6 区）医師会学術講演会 2011.2 大阪
三輪洋人． NSAIDS潰瘍 なぜ起きるのか？どう防ぐのか？～

究会 2011.11 宇都宮
大島忠之， Chen X， 小瀬木順一， 福井広一， 渡二郎，

整形外科領域におけるNSAIDの適正な使用法～． 第283

三輪洋人． 食道重層扁平上皮細胞培養系の新規確立と酸

回福岡臨床整形外科医会教育研修会 2011.2 福岡

･胆汁酸のタイト結合への影響． GERD研究会第16回学術

福井広一． ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断と治療～最近
の話題を含めて～． 川西市医師会特別学術講演会 2011.6
川西
三輪洋人． GERD研究の進歩−GERDはなぜ起きるのか？ど
う治すのか？−． 鹿児島GERD研究会第6回学術講演会
2011.6 鹿児島
三輪洋人． 機能性ディスペプシア～どう考えるか？どう治療する
か？～． 広島FD・IBD講演会 2011.7 広島
大島忠之， 山崎尊久， 奥川卓也， 豊島史彦， 櫻井淳，
富田寿彦， 渡二郎， 山口加奈子， 藤本一眞， 楠裕明，
春間賢， 足立経一， 木下芳一， 三輪洋人． FD患者に
おける疾患発症要因としての酸に対する知覚過敏． 第43回
胃病態機能研究会 2011.7 大阪
三輪洋人． 胃食道逆流症（GERD）の考え方−どう考えて，

集会 2011.11 東京
三輪洋人． 酸関連疾患の時代返還と今後の展望−よりよい患
者 満 足 のために−． 第11回 琴 平 杏 林 会 学 術 講 演 会
2011.11 香川
三輪洋人． 酸関連疾患の時代返還と今後の展望−よりよい患
者満足のために−． 福岡県内科医会・北九州ブロック
GERD Symposium in Kitakyusyu 2011.11 小倉
三輪洋人． 機能性ディスペプシアの病態と治療．（教育講演）
日本消化器病学会中国支部第14 回教育講演会 2011.12 岡
山
渡二郎． 最新の胃癌内視鏡診断と内視鏡治療．日本消化器
内視鏡学会近畿セミナー 2011.12 西宮
■その他■
櫻井淳， 三輪洋人． 非びらん性および， びらん性逆流性疾

どう治療するのか？−． 第2回東葛消化器病研究会 2011.7

患の食道粘膜においてTRPV1遺伝子の発現が増加してい

柏

る． Frontiers in Gastroenterology 2011;16:52-3

三輪洋人． 胃食道逆流症（GERD）−どんな病気か？どう考
えるか？−． 中井記念病院サマーセミナー 2011.8 橿原
大島忠之． 上層扁平上皮三次元培養系を用いた食道粘膜防
御機構の解析． 第14回no Side GI Conference in 堂島
2011.9 大阪
三輪洋人． 機能性ディスペプシア～何故起こるのか？どう考え
るか～． 岡山FGIDs学術講演会 2011.9 岡山
三輪洋人． GERD治療戦略． エキスパートフォーラム in 兵庫
2011.9 神戸
三輪洋人． 機能性ディスペプシア～なぜ起こるのか？どう考える

田中淳二， 三輪洋人． 非びらん性お進行胃癌及び進行胃食
道接合部癌に対するシスプラチン/5-FU併用療法とシスプラ
チン/S-1併 用 療 法との 第Ⅲ相 多 施 設 共 同 比 較 試 験.
Frontiers in Gastroenterology 2011;16:54-5
豊島史彦， 三輪洋人． 下痢型過敏性腸症候群は大腸憩室
症 に 関 連 する． F r o n t i e r s i n G a s t r o e n t e r o l o g y
2011;16:56-7
近藤隆， 三輪洋人． 慢性ストレスに伴うアドレナリン作動性刺
激は， 大腸伸展刺激に伴う内臓知覚過敏を引き起こす.
Frontiers in Gastroenterology 2011;16:58-9

か～． 第285回鹿児島県消化器集団検診研究会/第163回

森田毅， 三輪洋人． AFI内視鏡検査を用いて胃癌深達度診

鹿児島消化器内視鏡研究会FGIDs学術講演会 2011.9 鹿

断 は 可 能 か？． F r o n t i e r s i n G a s t r o e n t e r o l o g y

児島
富田寿彦， 奥川卓也， 池尾光一， 田村彰朗， 原謙， 横
山聡子， 山崎尊久， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田

2011;16:60-1
三輪洋人． からだの話−胃がんの早期発見と治療−． あす
の健康 2011;80:2-4

中淳二， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 三

三輪洋人． 機能性ディスペプシア． 神戸新聞 2011.5.21:6

輪洋人． 胃シンチグラフィを用いた胃運動の総合的評価とセ

三輪洋人． 健康Q&A 逆流性食道炎と診断服用期間や日常

ロトニン作動薬の作用機序． 第4回J-FD研究会 2011.11 東
京
三輪洋人． 日本消化器病学会FD診療ガイドラインの作成行
程， 進捗状況について．（シンポジウム）第5回機能性ディス

生活での注意点は？． ばらんす 2011;30:9
三輪洋人． ヘリコバクター・ピロリ感染から消化性潰瘍発症.
クリニシアン 2011;58:59-61
三輪洋人， 加藤元嗣， 城卓志． NSAIDs潰瘍の予防は本
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当 にPPIで 行うべきか．（ 座 談 会 ）The GI Forefront

ク． 東京：中山書店， 2011:283,291
堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． ヘリコバクターピロリ感染と

2011;6:155-64
三輪洋人， 川 西昌弘， 眞 部 紀 明． N E R D．（ 座 談 会 ）
The GI Forefront 2011;7:51-8
三輪洋人． 胃食道逆流症． 日経メディカル． 2011;（臨時増
刊2011Summer）:104-5
三輪洋人． 酸関連疾患に対するエソメプラゾールの有用性.
日経メディカル 2011;40:91-2
三輪洋人． 健康ぷらざ「おなかがすっきりしない−機能性消化
管障害−」．日医ニュース 2011:348
大島忠之． ア ジ ア 太 平 洋 消 化 器 病 週 間（APDW）
.
Helicobacter Research 2011:15;563-5
三輪洋人． 機 能 性 デ ィス ペ プ シ ア． JGA Newsletter

FDの関連はどう解釈しますか ? ． 本郷道夫 編． FD診療
Q&A． 東京：日本医事新報社， 2011:20-4
松本譽之． 潰瘍性大腸炎（総論）
． 渡辺守 編． IBDを究め
る． 東京：メジカルビュー社， 2011:130-9
飯室正樹， 松本譽之． 長期予後． NPO法人日本炎症性腸
疾患協会（CCFJ）編．クローン病の診療ガイド． 東京：文
光堂， 2011:100-5
松本譽之． クローン病2010， 生物学的製剤で変わったクロー
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71

tight proteins． The 5th Japan and US Collaboration
Conference in Gastroenterology 2011.11 Tokyo

in the Japanesepopulation． 15th International

Iimuro M， Nakamura S， Sato T， Ogawa T， Kawai M,

Congress of Mucosal Immunology（ICMI2011）2011.7

Nogami K， Kono T， Yokoyama Y， Yoshida K， Ohda

Paris

Y， Takeda N， Hida N， Fukunaga K， Hori K， Miwa

Fukunaga K， Matsumoto T． Adsorptive cytapheresis in

H， Matsumoto T． Long term outcome of top-down

inflammatory bowel diseases：Current status and

t h e r a p y i n c r o h n ’ s d i s e a s e：A s i n g l e - c e n t e r

future perspectives． 8th International Society for

experience． 2011 Advances in Inflammatory Bowel

Apheresis Congress（ISFA2011）2011.9 Vienna

Diseases（CCFA2011）2011.12 Hollywood

Kondo T， Oshima T， Yamasaki T， Okugawa T， Asano

［国内学会］

H， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Tomita T,

山崎尊久， 渡二郎， 奥川卓也， 豊島史彦， 近藤隆， 櫻

Fukui K， Watari J， Matsumoto T， Noguchi K， Miwa

井淳， 田中淳二， 富田寿彦， 森田毅， 金鏞民， 大島

H． Activation of P38 MAPK through transient

忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． 直

receptor potential A1 mediates gastric distention-

腸絨毛腺癌によるMcKittrick-Wheelock症候群と早期胃癌

induced visceral pain in rats． 19th United European

を合併したCronkhite-Canada症候群の一例． 第7回日本消

Gastroenter oligy Week（UEGW2011 ）20 1 1 . 1 0
Stockhorm
Fukunaga K， Hida N， Ohda Y， Iimuro M， Yokoyama

化管学会総会学術集会 2011.2 京都
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 中村志郎， 松本譽之，
冨田尚裕． 胃空腸吻合を要した胃十二指腸原発クローン病

Y， Kamikozuru K， Takeda N， Yoshida K， Kikuyama

の1例． 第7回日本消化管学会総会学術集会 2011.2 京都

R， Kono T， Kawai M， Nagase K， Nakamura S,

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，

Miwa H， Matsumoto T． Chinese Harbal Medicine

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病手術症例か

“XILEI SAN” as remission induction and maintenance

らみたInfriximabの影響． 第7回日本消化管学会総会学術

therapy for patients with refractory ulcerative

集会 2011.2 京都

proctitis：A prospective randamised double blind

富田寿彦， 奥川卓也， 豊島史彦， 山崎尊久， 横山聡子，

placebo controlled trial． 19th United European

近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福

Gastroenter oligy Week（UEGW2011）20 1 1 . 1 0

井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 柏木徹， 三輪

Stockhorm

洋人．クエン酸タンドスピロン単回投与の胃連動機能に対す

Kikuyama R， Nakamura S， Kamikozuru K， Iimuro M,
Ohda Y， Hida N， Fukunaga K， Miwa H， Matsumoto

る影響−プラセボ対照二重盲検比較試験−． 第7回日本消
化管学会総会学術集会 2011.2 京都

T． CMV antigenaemia as a marker of targeting

松本譽之． 内視鏡的寛解を目指した潰瘍性大腸炎治療，

cytomegalovirus infection in patients with refractory

Treat to Target．（ランチョンセミナー）第97回日本消化器

moderate to severe ulcerative colitis． 19th United
European Gastroenteroligy Week（UEGW2011）
2011.10 Stockhorm
Kamikozuru K， Fukunaga K， Kikuyama R， Kato K,

病学会総会 2011.5 東京
福永健． 潰瘍性大腸炎治療は新時代へ， 基準薬 ｢5-ASA
製剤｣ の使い方．（ランチョンセミナー）第97回日本消化器
病学会総会 2011.5 東京

Kawai M， Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T． A

富田寿彦， 池内浩基， 松本譽之． 当院で経験したクローン

new treatmet strategy for crohn's disease patients

病に合併した癌症例．（ワークショップ）第97回日本消化器

with poor response or intolerance to anti-TNF-α
therapy． 19th United European Gastroenteroligy
Week（UEGW2011）2011.10 Stockhorm
Watari J， Moriichi K， Tanabe H， Kashima S,

病学会総会 2011.5 東京
中村志郎， 吉田幸治， 富田寿彦． インフリキシマブによる
Top down治療を行ったクローン病症例の臨床的検討．（ワ
ークショップ）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

Nomura Y， Fujiya M， Tomita T， Oshima T， Fukui

横山陽子， 福永健， 柏村信一郎， 上小鶴孝二， 菊山梨

K， Matsumoto T， Miwa H， Das KM， Kohgo Y.

紗， 吉田幸治， 武田直久， 飯室正樹， 應田義雄， 樋

Biomarkers predicting development of metachronous

田信幸， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 免疫制御性

gastric cancer after endoscopic resection：An analysis

T細胞に着目した急性期・寛解期および外科手術後潰瘍性

of molecular pathology of helicobacter pylori

大腸炎の免疫学的病態の検討．（シンポジウム）第48回日本

eradication． 19th United European Gastroenteroligy

消化器免疫学会総会 2001.7 金沢

Week（UEGW2011）2011.10 Stockhorm
Chen X， Oshima T， Matsumoto T， Miwa H． Acid and

福永健， 加藤恭一， 柏村信一郎， 松本譽之． 次世代白血
球除去療法を目指した温熱刺激顆粒球・単球吸着療法の基

acidic bile salts modulate the human stratified

礎検討：オンライン免疫調節治療の可能性．（シンポジウム）

squamous epithelial barrier function by modulating

第48回日本消化器免疫学会総会 2001.7 金沢
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樋田信幸， 河野友彰， 松本譽之． 色素併用カプセル内視鏡
の有用性：術直後クローン病患者を対象とした前向き無作為

2011.10 福岡
松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 池内浩基， 竹末芳生，

交差試験．（シンポジウム）第81回日本消化器内視鏡学会

松本譽之， 冨田尚裕． 炎症性腸疾患患者における骨代謝

総会 2011.8 名古屋

マーカー測 定の検 討． 第53回日本 消 化 器 病 学 会 大 会

樋田信幸， 堀和敏， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における

（JDDW2011）2011.10 福岡

surveillance colonoscopy：適正な検査間隔の設定を向け

横山陽子， 福永健， 松本譽之． 免疫制御制T細胞に着目し

て．（ワークショップ）第81回日本消化器内視鏡学会総会

た急性期・寛解期および外科手術後潰瘍性大腸炎の免疫

2011.8 名古屋
野上晃司， 應田義雄， 飯室正樹， 小川智広， 河合幹夫，
河野友彰， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

学 的 病 態 の 検 討． 第 5 3 回日本 消 化 器 病 学 会 大 会
（JDDW2011）2011.10 福岡
菊山梨紗， 中村志郎， 松本譽之． サイトメガロウイルス感染

治， 武田直久， 樋田信幸， 福永健， 渡二郎， 中村志

合併潰瘍性大腸炎の臨床的検討． 第53回日本消化器病学

郎， 西上隆之， 三輪洋人， 松本譽之． 直腸炎型の潰瘍

会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

性大腸炎にcolitic cancerを合併した1例． 第81回日本消化
器内視鏡学会総会 2011.8 名古屋
上小鶴孝二． 生物学的製剤抵抗性難治性クローン病患者に
対する顆粒球吸着療法有用性．（ランチョンセミナー）第32
回日本アフェレシス学会学術大会 2011.10 東京

福永健， 横山薫， 牛島高介， 金井隆典． 潰瘍性大腸炎の
治療戦略−これまでの10年とこれからの10年．（サテライトシ
ンポジウム ）第 8 2回 日 本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会
（JDDW2011）2011.10 福岡
小川智広， 應田義雄， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

福永健． 上手に組み込む日本のアイデア−栄養療法と白血球

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

除去療法の位置づけ．（ランチョンセミナー）第32回日本アフ

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

ェレシス学会学術大会 2011.10 東京

郎， 三輪洋人， 松本譽之． 炎症性腸疾患に対するオリン

福永健， 横山陽子， 上小鶴孝二， 武田直久， 菊山梨紗，

パス社製超細径高伝達受動湾曲スコープ（PDF-PQ260プロ

河野友彰， 長瀬和子， 松本譽之． 顆粒球・単級吸着療

ト） の 有 用 性． 第82回日本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会

法による難治性潰瘍性大腸炎患者の維持治療：シャムカラム

（JDDW2011）2011.10 福岡

を用いた無作為割り付け二重盲検試験による検討．（シンポ
ジウム）第32回日本アフェレシス学会学術大会 2011.10 東京
長瀬和子， 福永健， 横山陽子， 上小鶴孝二， 松本譽之.

櫻井淳， 渡二郎， 富田寿彦， 豊島史彦， 原謙， 田村彰
朗， 池尾光一， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅
野晴紀， 近藤隆， 田中淳二， 大島忠之， 福井広一，

潰瘍性大腸炎患者に対する白血球除去療法（LCAP）の

堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． CT検査で発見される胃

最適化に対する評価． 第32回日本アフェレシス学会学術大

ESD後のmicro-perforationの臨床的検討．第82回日本消

会 2011.10 東京

化器内視鏡学会総会（JDDW2011）2011.10 福岡

横山陽子， 福永健， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎患者に対す

飯室正樹， 河合幹夫， 河野友彰， 中村志郎， 松本譽之.

る白血球系細胞除去療法の効果予測因子の検討． 第32回

カプセル内視鏡（VCE）でみられる血管性病変の治療必要

日本アフェレシス学会学術大会 2011.10 東京
河野友彰，吉田幸治，松本譽之．当院におけるAdalimumab
の治療効果−IFX二次無効・不耐例を中心として．（パネル
ディスカッション ）第5 3 回 日 本 消 化 器 病 学 会 大 会
（JDDW2011）2011.10 福岡

性． 第82回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2011）
2011.10 福岡
山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 田村彰朗， 原謙， 池
尾光一， 浅野晴紀， 横山聡子， 奥川卓也， 近藤隆，
豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 福井広一， 堀和敏，

福永健， 中村志郎， 松本譽之． 難治性直腸炎型潰瘍性大

渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸および伸展刺激に対す

腸炎患者に対する漢方薬坐薬の有用性：前向き無作為割り

る食道知覚閾値の年齢による変化． 第13回日本神経消化

付け二重盲検試験による検討．（ワークショップ）第53回日本

器病学会 2011.11 宇都宮

消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

福永健， 樋田信幸， 應田義雄， 飯室正樹， 中村志郎，

武田直久， 福永健， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

松本譽之． 難治性潰瘍性大腸炎患者への維持治療として

河野友彰， 菊山梨紗， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽

の 顆 粒 球・単 球 吸 着 療 法（granulocyte/monocyte

子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 堀

adsorption；GMA）の可能性：シャムカラムを用いた無作為

和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 玉置知子， 松本譽之．日

割り付け二重盲検試験による検討．（シンポジウム）第66回日

本 人クローン患 者でのPAI-1（plasminogen activator

本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

inhibitor type 1）遺伝子のプロモニター領域の4G/5Gの遺

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘，

伝 子 多 型 の 検 討． 第53回日本 消 化 器 病 学 会 大 会

竹末芳生， 中村志郎， 松本譽之． 炎症性腸疾患に対す

（JDDW2011）2011.10 福岡
上小鶴孝二， 福永健， 松本譽之． 成分栄養療法と顆粒

る小開腹手術．（ビデオシンポジウム）第66回日本大腸肛門
病学会学術集会 2011.11 東京

球・単球除去療法を組み合わせた日本独自のクローン病治

應田義雄， 樋田信幸， 野上晃司， 河合幹夫， 河野友彰，

療． 第53回日本 消 化 器 病 学 会 大 会（JDDW2011）

飯室正樹， 福永健， 中村志郎， 松本譽之． 炎症を背景
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とする粘膜に発生した大腸平坦型腫瘍に対する内視鏡治療

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之， 西上隆之． 小型

の経験．（ビデオシンポジウム）第66回日本大腸肛門病学会

のIs型SM高度浸潤癌を含む， 大腸同時性多発SM癌の1

学術集会 2011.11 東京

例．（ヤングエンドスコピストセッション）第87回日本消化

樋田信幸， 堀和敏， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における
surveillance colonoscopy：適正な検査間隔の設定へ向け

器内視鏡学会近畿地方会 2011.10 神戸
田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅

て．（パネルディスカッション）第66回日本大腸肛門病学会学

野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富

術集会 2011.11 東京

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘，

本譽之， 三輪洋人．遡及的に経過を追えた大腸Dieulafoy

竹末芳生， 松本譽之， 中村志郎， 冨田尚裕． 直腸肛門

潰瘍の一例． 第87回日本消化器内視鏡学会近畿地方会

癌を合併したクローン病手術症例の検討．（パネルディスカ
ッション ）第66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東
京

2011.10 神戸
［科学研究費等班会議］
渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他8名． 国民・患者・一般

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，

臨床医に対する啓発活動・広報活動・情報企画． 厚生労

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病ストーマ造設

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

症例の病態別の長期予後．（ワークショップ）第66回日本

管障害に関する調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1

大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，

東京
渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他9名． 専門医育成プログ

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之． 高齢発症潰瘍性大腸

ラムの創成． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業

炎手術症例の臨床的特徴の検討． 第66回日本大腸肛門病

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年度

学会学術集会 2011.11 東京
［地方会等］

第2回総会 2011.1 東京
上野文昭， 松本譽之， 他15名． 新たに承認された治療法を

飯室正樹， 河合幹夫， 河野友彰， 中村志郎． 当院におけ

加えたクローン病診療ガイドラインの厚生労働省研究班

るカプセル内視鏡検査（VCE）の臨床的検討．（シンポジウ

upgarade versionについて． 厚生労働科学研究 難治性

ム）日本消化器病学会近畿支部第94回例会 2011.2 大阪

疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査

小川智広， 戸澤勝之， 橋本学， 岡秀男， 上小鶴孝二，
横山陽子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 福永健，

研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京
上野文昭， 松本譽之， 他15名．日本消化器病学会編集によ

樋田信幸， 堀和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之.

る市民向けクローン病ガイドブック（厚生労働省研究班協

選 択 的セロトニン再 取り込 み 阻 害 剤により惹 起された

力）案の紹介． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究

collagenous colitisの1例． 日本消化器病学会近畿支部第

事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22

94回例会 2011.2 大阪

年度第2回総会 2011.1 東京

横山聡子， 豊島史彦， 櫻井淳， 富田寿彦， 山崎尊久，

上野文昭， 松本譽之， 他15名． 潰瘍性大腸炎診療ガイドラ

奥川卓也， 近藤隆， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之，

インの改訂作業． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究

福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22

成人発症好酸球性食道炎の2例． 第86回日本消化器内視
鏡学会近畿地方会 2011.3 京都

年度第2回総会 2011.1 東京
松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

河中真紀， 櫻井淳， 富田寿彦， 豊島史彦， 田中淳二，

療の標準化を目指した潰瘍性大腸炎治療指針の改訂． 厚

大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

消化管出血を契機に発見された胃動静脈奇形の1例． 日本

性腸管障害に関する調査研究」 平成22年度第2回総会

内科学会近畿支部第195回近畿地方会 2011.9 大阪

2011.1 東京

西井謙夫， 野上晃司， 應田義雄， 横山陽子， 河野友彰，

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

河合幹夫， 小川智広， 佐藤寿行， 松本譽之， 三輪洋

療の標準化を目指したクローン病治療指針の改訂． 厚生労

人． ステロイド依存，タクロリムス無効の難治性重症潰瘍性

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

大腸炎に対しインフリキシマブが著効した1例． 日本内科学

管障害に関する調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1

会近畿支部第195回近畿地方会 2011.9 大阪

東京

應田義雄， 野上晃司， 松本譽之． 当科の大腸ESDにおける

田尻仁， 松本譽之， 他15名． 小児クローン病に対する治療

ムコゼクトーム2ショートブレード， SBナイフJrの使用経験.

指針の作成． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事

（シンポジウム追加発言）第87回日本消化器内視鏡学会近畿

業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年

地方会 2011.10 大阪
佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，

度第2回総会 2011.1 東京
渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

に対する癌サーベイランス法の確立． 厚生労働科学研究 難

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
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調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

松本主之， 松本譽之， 他9名． 本邦クローン病に対するアダ

譽之， 内野基， 池内浩基． 術後クローン病患者の早期再

リムマブの寛解維持効果：前向き臨床研究の提案． 厚生労

燃予測因子． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年

管障害に関する調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1
東京

度第2回総会 2011.1 東京
渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他8名． 国民・患者・一般

中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 上小鶴孝二， 吉田幸

臨床医に対する啓発活動・広報活動・情報企画．厚生労働

治， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正樹， 應田義雄， 福

科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

永健， 樋田信幸， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎初発例の臨

障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東

床経過に関する検討−当科に置ける最近4年間の初発例

京

156例の予後から−．厚生労働科学研究 難治性疾患克服

渡辺守， 松本譽之， 福永健， 他9名． 専門医育成プログラ

研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平

ムの創成． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業

成22年度第2回総会 2011.1 東京
渡辺守， 松本譽之， 他37名．タクロリムス使用時における投
与初期トラフ濃度の推移（最終報告）.（誌上発表）厚生

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成23年度
第1回総会 2011.7 東京
上野文昭， 松本譽之， 他15名． クローン病診療ガイドライン

労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性

厚生労働省研究班バージョンの最終審査． 厚生労働科学

腸 管 障 害に関 する調 査 研 究 」 平 成22年 度 第2回 総 会

研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害

2011.1 東京
土方康孝， 中村志郎， 吉田幸治， 松本譽之， 富田寿彦，

に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京
松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

他88名． JTREAT研究中間解析結果と今後の解析につい

療の標準化を目指した潰瘍性大腸炎治療指針の改訂． 厚

て． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年度第2回

性腸管障害に関する調査研究」 平成23年度第1回総会

総会 2011.1 東京

2011.7 東京

佐々木巌，池内浩基，中村志郎，他 4 6 名．術後Infliximab

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

併用による寛解維持効果． 厚生労働科学研究 難治性疾患

療の標準化を目指したクローン病治療指針の改訂． 厚生労

克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

管障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7

岡崎和一， 松本譽之， 他14名． 我が国における炎症性腸

東京

疾患の急性増悪・再燃因子の前向き実態調査（特に感染

杉田昭， 池内浩基， 松本譽之， 他10名． 潰瘍性大腸炎，

症との関連性）
． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究

クローン病外科治療指針の改訂． 厚生労働科学研究 難治

事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22

性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調

年度第2回総会 2011.1 東京

査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他8名． 妊娠出産に

渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

関する前向き多施設共同研究の提案−埼玉県下でおこなっ

に対する癌サーベイランス法の確立．厚生労働科学研究 難

た患者アンケートをふまえて−． 厚生労働科学研究 難治性

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査

調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京

研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

松本主之， 松本譽之， 他10名． クローン病に対するアダリム

三浦総一郎， 松本譽之， 他37名． 高齢者炎症性腸疾患診

マブと免疫調節剤併用療法の検討． 厚生労働科学研究 難

療の現状把握−多施設へのアンケート調査の提案と前向き

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

多施設共同研究の提案． 厚生労働科学研究 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22年度第2回総会 2011.1 東京

調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京
福永健， 應田義雄， 樋田信幸， 飯室正樹， 吉田幸治，
横山陽子， 上小鶴孝二， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃

上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 菊山梨紗， 吉田幸治，

司， 菊山梨紗， 長瀬和子， 堀和敏， 武田直久， 中村

中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 野上晃司， 飯室正

志郎， 松本譽之． 難治性直腸炎型潰瘍性大腸炎患者に

樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

対する漢方薬坐薬の有効性：前向き無作為割り付け二重盲

譽之， 内野基， 池内浩基． 難治性クローン病患者に対す

検試験による検討（多施設共同研究に向けて）
． 厚生労働

るGMAの臨床的・免疫学的効果． 厚生労働科学研究 難

科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東

調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

京

吉田幸治， 福永健， 中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰，
野上晃司， 上小鶴孝二， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正

佐々木巌，池内浩基，中村志郎，他46名．術後Infliximab
併用による寛解維持効果． 厚生労働科学研究 難治性疾患
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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23年度第1回総会 2011.7 東京
岡崎和一， 松本譽之， 他14名． 我が国における炎症性腸
疾患の急性増悪・再燃因子の前向き実態調査（特に感染
症との関連性）
． 厚生労働科学研究 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23
年度第1回総会 2011.7 東京
三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他9名． 妊娠出産の
転帰と治療内容に関する多施設共同研究の状況． 厚生労
働科学研究 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23年度第1回総会 2011.7
東京
三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他36名． 高齢者炎症
性腸疾患診療の現状把握−過去の入院患者に関する多施
設へのアンケート調査から−． 厚生労働科学研究 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23年度第1回総会 2011.7 東京
［研究会・講演会等］
松本譽之． 潰瘍性大腸炎の新しい治療．（教育講演）日本
大腸肛門病学会第20回教育セミナー 2011.5 横浜
松本譽之． 潰瘍性大腸炎． 第140回日本医学会総会シンポ
ジウム 2011.6 東京
松本譽之． 増加する炎症性腸疾患の最新治療．（教育講
演）平成23年度第2回日本医師会生涯教育講座 2011.7 大
阪
河合幹夫， 飯室正樹， 河野友彰， 中村志郎， 松本譽之.

75

中村志郎． JDDW2010（第18回日本消化器関連学会週間）
大腸， 特に炎症性腸疾患に関するテーマを中心に．（学会
印象記）胃と腸 2010;46:192-3
福永健． UEGW2010（第18回欧州消化器病週間）参加印
象記．日本アフェレシス学会雑誌 2011;30:54-5
福永健． 第13回WAA参加印象記．日本アフェレシス学会雑
誌 2011;30:56-7
松本譽之． IBD診療のup to date， 治療指針改訂をうけて.
第12回金沢南消化器研究会 2011.2 金沢
應田義雄． 細径内視鏡による検査． 第30回大腸内視鏡検査
法研究会 2011.2 大阪
菊山梨紗． 潰瘍性大腸炎合併サイトメガロウイルス腸炎の臨床
的検討． 第17回関西腸疾患セミナー 2011.2 大阪
河合幹夫． クローン病と腸結核の鑑別に苦慮した1例． 第21
回IBDクラブジュニアウエスト 2011.2 大阪
中村志郎． 潰瘍性大腸炎内科治療のup to date， kinki
pentasa 4×4 studyと兵庫医科大学の成績を中心に． 田辺
市・日高・西牟婁郡三医師会学術講演会 2011.2 田辺
松本譽之． クローン病の最新の治療戦略． 新潟県医師会学
術講演会 2011.3 長岡
福永健． 潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法（LCAP）
について． アフェレシスフォーラム 2011.3 大阪
松本譽之． アフェレシスと炎症性腸疾患治療．日本アフェレシ
ス学会創立30周年記念誌 2011;65.
河野友彰． 当院のアダリムマブの使用経験． 第6回Bay Area
Gut Club（BAG）2011.3 大阪

カプセル内視鏡（VCE）で指摘された出血性上部消化管病

松本譽之． 潰瘍性大腸炎治療の最新のトピックスについて.

変8症例の検討． 第4回日本カプセル内視鏡研究会学術集

神戸市北区消化器疾患における医療連携勉強会 2011.4 神

会 2011.7 東京
小川智広， 飯室正樹， 河合幹夫， 河野友彰， 菊山梨紗，
上小鶴孝二， 中村志郎， 松本譽之． 腸閉塞を契機に診
断された真性腸石を伴ったメッケル憩室の一例． 第49回小
腸研究会 2011.11 東京
中村志郎． 炎症性腸疾患の内視鏡診断学．（教育講演）第
25回日本消化器内視鏡学会近畿セミナー 2011.12 西宮
中村志郎． 腸性セロトニン， Whipple disease．（教育講演）
第23回中之島リウマチセミナー 2011.12 大阪
■その他■
松本譽之． メサラジン製剤の最近の動向． ペンタサ錠発売15
周年記念講演会in兵庫四国 2011.1 神戸
中村志郎． 多施設共同研究−prospective study−Kinki
Pentasa 4×4 Study Groupより． ペンタサ錠発売15周年記
念講演会in兵庫四国 2011.1 神戸
横山陽子． 難治性潰瘍性大腸炎の一般的な知識． ゼリア新
薬工業社内研修講演会 2011.1 神戸
上小鶴孝二．クローン病の一般的な知識． ゼリア新薬工業社
内研修講演会 2011.1 神戸
Nakamura S． Current therapy of UC in Japan． UC
expert meeting in Osaka 2011.1 Osaka
松本譽之． 腹痛長引くとき， 炎症性腸疾患かも． 読売新聞
2011.1.24:4

戸
松本譽之．クローン病術後内視鏡的再発予防に関するアザチ
オプリンとメサラジンの比較：無策胃ダブルダミーによる二重盲
検多施設共同試験の結果． GI Explore 2011;12:6
松本譽之． 高リスク群における大腸線種の検出に対する通常
光内視鏡と自家蛍光内視鏡との直接比較． GI Explore
2011;12:9
松本譽之．クローン病． 神戸新聞 2011.5.14:6
松本譽之． 過敏性腸症候群． 神戸新聞 2011.5.28:6
中村志郎． 難治性潰瘍性大腸炎． 第27回大腸病態治療研
究会 2011.6 大阪
松本譽之． 内科と外科で有機的な連携を取りながら， IBDの
よりよい治療を目指す．臨床のあゆみ 2011;88:5-6
飯室正樹． 出血源の同定に小腸内視鏡検査をくり返したOGIB
の1症例． 第12回SB Club in 阪神 2011.6 大阪
樋田信幸， 松本譽之． 難治性下痢患者への複数薬剤の同
時処方．（質疑応答）日本医事新報 2011;4555:54-5
松本譽之． ATG16L1とNOD2はオートファジー依存症の抗菌
機序において相互作用し， Crohn病の病態／病因に関与し
ている． Review of Gastroenterology & Clinical
Gastroenterology and Hepatology 2011:6;14-9
中村志郎． 潰瘍性大腸炎内科治療のup to date， kinki
pentasa 4×4 studyと兵庫医科大学の成績を中心に． 東播
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磨IBD研究会 2011.7 加古川
松本譽之． 大腸がん検診と異常時の早期受診の必要性につ

ジャーナル社， 2011:73-84
中野孝司． 腹膜中皮腫（メソテリオーマ）
． 西條長宏， 加藤

いて．（市民講演）第24回ワールド健康保険組合健康管理

治文 編，インフォームドコンセントのための図説シリーズ 肺が

事業推進委員会 2011.7 神戸

ん． 改訂4版． 東京：医薬ジャーナル社， 2011:34-7

中村志郎．カプセル内視鏡を用いた小腸疾患の診断．（市民
講演）兵庫医科大学市民健康講座 2011.7 西宮
中村志郎． 潰瘍性大腸炎内科治療のup to date， kinki
pentasa 4×4 studyと兵庫医科大学の成績を中心に． ペン
タサ錠発売15周年記念講演会in香川 2011.7 高松
小川智広． 診断と治療に苦慮したcollagenous colitisの1例.
（症例検討）第18回関西腸疾患セミナー 2011.8 大阪

■学術論文■
［総説］
中野孝司． 胸膜中皮腫の臨床診断と治療の現状． 医療
2011;65:22-5
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫診療ガイドライン． 呼吸器内科
2011;20:335-42
中野孝司． 未知なる胸腔・中皮細胞． 呼吸 2011;30:935-6

上小鶴孝二． 潰瘍性大腸炎・クローン病．（市民講演）西宮

福岡和也， 田中文啓， 辻村亨， 玉置知子， 長谷川誠

市難病連絡協議会平成23年度難病医療相談会 2011.8 西

紀， 中野孝司． 中皮腫に対する早期診断指標の探索的研
究．日本衛生学会雑誌 2011;66:553-7

宮
松本譽之． 生物製剤時代のクローン病治療とその問題点，
従来治療の新たな位置づけ． 第37回名古屋クローン病研究

福岡和也． 悪性胸膜中皮腫に対するtrimodality therapy.
腫瘍内科 2011;7:578-84
田端千春． 肺線維症に対するcalpainの可能性．リウマチ科

会 2011.9 名古屋
横山陽子．タクロリムス無効の難治性重症潰瘍性大腸炎に対
しインフリキシマブが著効した1例． 第10回IBDフォーラム

2011;46:174-9
長谷川誠紀， 田中文啓， 岡田守人， 山中竹春， 上紺屋憲
彦， 副島俊典， 辻村亨， 福岡和也， 中野孝司． 本邦に

2011.9 神戸
渡辺守， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎． 週刊朝日 2011;（増刊
新「名医」の最新治療 2012）:316-9
飯室正樹．クローン病と生きる−最新治療と病気のつき合い方.
（ 市 民 講 演 ） 大 阪 府 四 条 畷 保 健 所クローン病 講 演 会
2011.10 四条畷

おける中皮腫臨床試験の現状と今後の展望． 日本衛生学
会雑誌 2011;66:558-61
［原著］
Hirayama N， Tabata C， Tabata R， Maeda R,
Yasumitsu A， Yamada S， Kuribayashi K， Fukuoka

横山陽子． 潰瘍性大腸炎・クローン病．（市民講演）尼崎市
難病団体連絡協議会医療相談会 2011.10 尼崎
中村志郎． 5-ASA製剤． 杏林IBD Symposium in Kansai

K， Nakano T． Pleural effusion VEGF levels as a
prognostic factor of malignant pleural mesothelioma.
Respir Med 2011;105:137-42
Tabata C， Tabata R， Kitai H， Nagai T， Nakano T.

2011.10 大阪
中村志郎． IBDにおける生物学的製剤の位置づけと問題点.
（特別講演）第19回岐阜大腸疾患研究会 2011.11 岐阜
應田義雄． 当院における潰瘍性大腸炎に対するレミケードの使
用経験． 第41回兵医大腸疾患研究会 2011.11 尼崎

C reactive protein as a predictor of neutrophil
recovery in autoimmune neutropenia． Int
Immunopharmacol 2011;11:774-7
Maeda R， Tabata C， Tabata R， Eguchi R， Fujimori Y,

松本譽之． 潰瘍性大腸炎治療， 10年の総括とこれからの10

Nakano T． Is serum thioredoxin-1 a useful clinical

年．（ 特 別 講 演 ）セルソーバ 発 売10周 年 記 念 講 演 会

marker for malignant pleural mesothelioma?.

2011.12 福岡

Antioxid Redox Signal 2011;15:685-9

福 永 健． United

European Gastroenteroogy Week

（UEGW）2011．（ ワールドコングレスレポ ート）IBD
Research 2011;5:269-71
［兼任］

Yamada S， Tabata C， Tabata R， Fukuoka K， Nakano
T． Clinical significance of pleural effusion mesothelin
in malignant pleural mesothelioma． Clin Chem Lab
Med 2011;49:1721-6

堀和敏（腸管病態解析学 参照）

Tabata R， Tabata C， Kimura T， Nagai T， Yasumizu

樋田信幸（内視鏡センター 参照）

R． Prominent granulomas in bone marrow in
disseminated lymphoma with hemophagocytic

呼吸器・RCU 科

Respiratory and Critical Care Medicine

syndrome． Ann Hematol 2011;90:1365-7
Eguchi R， Fujimori Y， Takeda H， Tabata C， Ohta T,
Kuribayshi K， Fukuoka K， Nakano T． Arsenic
trioxide induces apoptosis through JNK and ERK in

■著書■

human mesothelioma cells． J Cell Physiol

中野孝司． 肺癌および悪性胸膜中皮腫 悪性胸膜中皮腫症

2011:226;762-8

例． 中川和彦， 伊藤良則， 朴成和， 古瀬順司， 直江

Yang D， Yaguchi T， Nakano T， Nishizaki T.

知樹 編， 症例から学ぶメディカルオンコロジー． 東京：医薬

Adenosine activates AMPK to phosphorylate Bcl-XL

兵庫医大業績録（2011）
responsible for mitochondrial damage and DIABLO
release in HuH-7 cells． Cell Physiol Biochem
2011:27;71-8
Y a g u c h i T， N a k a n o T， G o t o h A， N i s h i z a k i T .
Adenosine promotes GATA-2-regulated p53 gene
transcription to induce hepG cell apoptosis． Cell
Physiol Biochem 2011;28:761-70
S a t o A， T o r i i I， T a o L H， S o n g M， K o n d o N ,
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5.
福岡和也， 栗林康造， 藤盛好啓， 中野孝司． 当院におけ
る外来化学療法の現況−悪性胸膜中皮腫に対する+シスプ
ラチン併用療法の外来化学良における安全性の検討−． 肺
癌 2011;51:109-12
［研究報告］
大槻剛巳， 中野孝司， 長谷川誠紀， 岡田守人， 辻村亨，
関戸好孝， 豊國伸哉， 西本寛， 福岡和也， 田中文啓，

Yoshikawa Y， Hashimoto-Tamaoki T， Hasegawa S,

熊谷直子， 前田恵， 松﨑秀紀， 李順姫， 西村泰光.

Nakano T， Tsujimura T． Establishment of a cell line

科学技術振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り

from a Japanese patient useful for generating and in

組み」班研究：成果報告−班研究の概要と登録事業， 中

vivo model of malignant pleural mesothelioma.

皮腫細胞特性ならびにアスベストの免疫影響について−．日

Cancer Sci 2011;102:648-55
Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Morinaga T,
Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N,
Matsumoto S， Okumura Y， Tanaka F， Hasegawa S,

本衛生学会雑誌 2011;66:543-52
■学会発表■
［国際学会］
Nakano T． Malignant pleural mesothelioma， diagnosis

Hashimoto-Tamaoki T， Nakano T． Frequent deletion

a n d c l i n i c a l t r i a l s i n J a p a n ．（ S y m p o s i u m ）

of 3p21.1 region carrying semaphorin 3G and aberrant

Innovationa in Diagnosis and Treatment of Pleural

expression of the genes participating in semaphorin
signaling in the epithelioid type of malignant
mesothelioma cells. Int J Oncol 2011;39:1365-74

Mesothelioma 2011.7 Gent
Fukuoka K， Yamada S， Kuribayashi K， Otsuki T,
Masachika E， Kamiya H， Honda M， Okuwa H， Nogi

Weder W， Stahel RA， Baas P， Dafni U， Perrot M,

Y， Mikami K， Maeda R， Hirayama N， Terada T,

McCaughan BC， Nakano T， Pass H， Robinson

Yasumitsu A， Okada A， Murakami A， Tamura K,

BWS， Rusch VW， Sugarbaker DJ， Zandwijk N.

Tabata C， Nakano T． Performance of a combination

The MARS feasibility trial：conclusions not supported

of serum biomarkers， including soluble mesothelin-

by data． Lancet Oncol 2011;12:1093-4

related peptide（SMRP）
， in diagnosing malignant

Nishimura Y， Kumagai N， Maeda M， Hayashi H,
Fukuoka K， Nakano T， Miura Y， Hiratsuka J,

mesothelioma． 14th World Conference on Lung
Cancer（WCLC2011）2011.7 Amsterdam

Otsuki T． Suppressive effect of asbestos on

Nakano T， Tamura K， Otsuki T， Okuwa H， Kamiya H,

cytotoxicity of human NK cells． Int J Immunopathol

Masachika E， Honda M， Mikami K， Nogi Y， Maeda

Pharmacol 2011;24（Suppl.1）:5S-10S

R， Okada A， Tabata C， Fukuoka K． Histone

Rice D， Rusch V， Pass H， Asamura H， Nakano T,

deacetylase activity in peripheral blood of patients

Edwards J， Giroux D J， Hasegawa S， Kernstine

with malignant pleural mesothelioma． 14th World

KH， Waller D， Rami-Porta． Recommendations for

Conference on Lung Cancer（WCLC2011）2011.7

uniform definitions of surgical techniques for
malignant pleural mesothelioma：a consensus report

Amsterdam
Okada A， Fukuoka K， Okuwa H， Kamiya H， Honda

of the International Association for the Study of lung

M， Masachika E， Otsuki T， Maeda R， Hirayama N,

cancer international staging committee and the

Terada T， Murakami A， Yamada S， Tamura K,

international mesothelioma interest group． J Thorac

Tabata C， Nakano T． Evaluation of the efficacy and

Oncol 2011;6:1304-12

safety of Bevacizumab in combination with platinum-

［症例報告］
井上佳代， 鍔本浩志， 金澤理一郎， 堀内巧， 小森慎二，
田端千春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 腹水細胞
診にて診断した大網原発悪性中皮腫の1例． 産婦人科の進
歩 2011;63:106-11

based chemotherapy for advanced nonsquamous nonsmall cell lung cancer． 14th World Conference on
Lung Cancer（WCLC2011）2011.7 Amsterdam
Satouchi M， Okamoto I， Morita S， Yoshioka H,
Takeda K， Seto T， Yamamoto N， Fukuoka M,

山田秀哉， 福岡和也， 田端千春， 安光亮洋， 政近江利

Hida T， Katakami N， Saito H， Senba H， Tamura

子， 前田理沙， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀， 大搗

K， Yokota S， Nakano T， Tanio Y， Nakagawa K.

泰一郎， 三上浩司， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普,

Phase III trial comparing carboplatin/S-1 to

岡田あすか， 村上亜紀， 田村邦宣， 栗林康造， 中野孝

carboplatin/paclitaxel in treatment-naïve patients

司． 呼吸器内視鏡検査が胸膜・肺転移の診断に有用であ

with advanced non-small cell lung cancer（NSCLC）
：

った術後15年目の再発乳癌の1例． 気管支学 2011;33:250-

subgroup analysis and updated results of the LETS
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study（WJTOG3605）． 14th World Conference on
Lung Cancer（WCLC2011）2011.7 Amsterdam

山田秀哉， 福岡和也， 政近江利子， 前田理沙， 本田実
紀， 大桒久弥， 神谷瞳， 大搗泰一郎， 三上浩司， 野

M i y a t a Y， H a s e g a w a S， T a n a k a F， O k a d a M ,

木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あす

Yamanaka T， Soejima T， Kamikonya N， Fukuoka

か， 村上亜紀， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中

K， Yokoi K， Nakano T． A feasibility study of

野孝司， 坪田紀明． 悪性胸膜中皮腫における重複癌症例

induction pemetrexed plus cisplatin followed by

の検討． 第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東京

extrapleural pneumonectomy（EPP）and

田端千春， 田端理英， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫におけ

postoperative hemithoracic radiation（H-RT）for

る血清VEGFの臨床的重要性について． 第23回日本アレル

malignant pleural mesothelioma（MPM）
． First All

ギー学会春季臨床大会 2011.5 千葉

Japan Trial． The European Multidisciplinary Cancer
Congress（ESMO）2011.9 Stockholm
Nakano T． Asbestos exposure and disease in Japan
Faculty：Global Impact of Asbestos Exposure.

中野孝司． 中皮腫とメソテリン 腹膜中皮腫の病態と最新の血
清診断．（ランチョンセミナー）第60回日本医学検査学会
2011.6 東京
大搗泰一郎， 福岡和也， 政近江利子， 大桒久弥， 神谷

American College of Chest Physician（CHEST 2011）

瞳， 本田実紀， 安光亮洋， 前田理沙， 三上浩司， 野

2011.10 Honolulu

木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜

Tabata C， Tabata R， Maeda R， Fukuoka K， Nakano T.

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 坪

The calpain inhibitor calpeptin prevents bleomycin-

田紀明， 中野孝司． 局所麻酔下胸腔鏡検査における胸腔

induced pulmonary fibrosis in mice． American

内所見分類の試み．（ワークショップ）第34回日本呼吸器内

College of Chest Physician（CHEST 2011）2011.10
Honolulu

視鏡学会学術集会 2011.6 浜松
Okada A， Fukuoka K， Okuwa H， Kamiya H， Honda

Maeda R， Tabata C， Tabata R， Fukuoka K， Nakano T.

M， Masachika E， Otsuki T， Maeda R， Hirayama N,

Is serum thioredoxin-1 a useful clinical marker for

Terada T， Murakami A， Yamada S， Tamura K,

malignant pleural mesothelioma ? ． American College

Tabata C， Nakano T． Evaluation of the efficacy and

of Chest Physician（CHEST 2011）2011.10 Honolulu

safety of bevacizumab in combination with platinum-

［国内学会］
福岡和也， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実紀， 神谷瞳,
大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫

based chemotherapy for advanced nonsquamous nonsmall-cell lung cancer． 第9回日本臨床腫瘍学会学術集
会 2011.7 横浜

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 安光亮洋， 村上亜紀,

中野孝司． 悪 性 胸 膜 中 皮 腫 に 対 す る 内 科 治 療.

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 坪田紀

（Postgraduate Course）第64回日本胸部外科学会定期学

明， 中野孝司． アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍発症リスク
に関する前向き検討． 第51回日本呼吸器学会学術講演会
2011.4 東京
安光亮洋， 田端千春， 神谷瞳， 本田実紀， 政近江利子,
大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 三上浩司， 野木佳

術集会 2011.10 名古屋
Tabata C， Tabata R， Fukuoka K， Nakano T． Is serum
thioredoxin-1 a useful clinical marker for malignant
pleural mesothelioma?． 第70回日本 癌 学 会 学 術 総 会
2011.10 名古屋

孝， 寺田貴普， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀,

Yoshikawa Y， Morinaga T， Sato A， Fukuoka K,

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 福岡和也， 中野孝

Hasegawa S， Tsujimura T， Nakano T， Hashimoto-

司． 悪性胸膜中皮腫における血清VEGFの臨床的有用性

Tamaoki T． Deletion of the 3p21.1 region and

について． 第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東

downregulated expression of semaphoring 3 family

京

genes in malignant mesothelioma． 第70回日本癌学会

平山倫子， 田端千春， 安光亮洋， 山田秀哉， 村上亜紀,
寺田貴普， 田村邦宣， 栗林康造， 福岡和也， 中野孝
司． 悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin (Ang)-Iの臨床
的新規役割について． 第51回日本呼吸器学会学術講演会
2011.4 東京

学術総会 2011.10 名古屋
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫．（教育講演）第52回日本肺癌
学会総会 2011.11 大阪
前田理沙， 田端千春， 平山倫子， 政近江利子， 神谷瞳,
本田実紀， 大桒久弥， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜

岡田あすか， 福岡和也， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀,

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 金村晋吾， 柴田英輔， 中

政近江利子， 三上浩司， 前田理沙， 大搗泰一郎， 野木

野孝司， 福岡和也． 血清チオレドキシン-1は悪性胸膜中皮

佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 村上亜紀,

腫において臨床的に有用なマーカーであるか．（ワークショッ

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

プ）第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪

司． 非小細胞肺癌に対するプラチナ＋ペメトレキセド＋抗

平山倫子， 田端千春， 前田理沙， 田村邦宣， 山田秀哉,

VEGF抗体併用化学療法の有効性と安全性に関する検討.

村上亜紀， 岡田あすか， 寺田貴普， 大桒久弥， 政近江

第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東京

利子， 本田実紀， 神谷瞳， 金村晋吾， 柴田英輔， 福
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岡和也， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫の予後因子としての
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村上亜紀， 山田秀哉， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

胸水VEGFについて． 第52回日本肺癌学会総会 2011.11

司， 辻村亨， 塚本吉胤， 廣田誠一． 脳室内転移を認め

大阪

た悪性胸膜中皮腫の一例． 第93回日本肺癌学会関西支部

岡田あすか， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾， 神谷瞳,

会 2011.2 神戸

大桒久弥， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田

野木佳孝， 福岡和也， 政近江利子， 大桒久弥， 本田実

理沙， 寺田貴普， 平山倫子， 村上亜紀， 山田秀哉,

紀， 神谷瞳， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 平

田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 長谷川誠紀， 塚本吉

山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜

胤， 辻村亨． 当科における悪性胸膜中皮腫長期生存例の

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 栗林康造， 中

検討． 第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪

野孝司． 当科におけるNK1受容体拮抗薬の使用経験． 第

多久和輝尚， 福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 松本成

93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2 神戸

司， 近藤展行， 辻村亨， 鳥井郁子， 福岡和也， 中野

本田実紀， 安光亮洋， 福岡和也， 政近江利子， 神谷瞳,

孝司， 長谷川誠紀． 早期中皮腫の臨床所見と病理所見.

大桒久弥， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳

第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪

孝， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀,

田村邦宣， 柴田英輔， 金村晋吾， 政近江利子， 神谷瞳,

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

本田実紀， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫

司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 心筋を含む多発筋転移を来し

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

た肺扁平上皮癌の1例． 第93回日本肺癌学会関西支部会

田 端 千 春， 福 岡 和 也， 坪 田 紀 明， 中 野 孝 司.

2011.2 神戸

Malignant pleural mesotheliomaにおける胸水PDGF濃度
の測定について． 第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
［地方会等］

柴田英輔， 田村邦宣， 金村晋吾， 政近江利子， 神谷瞳,
本田実紀， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫
子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

金村晋吾， 寺田貴普， 大搗泰一郎， 政近江利子， 本田実

田端千春， 福岡和也， 坪田紀明， 中野孝司． ペメトレ

紀， 神谷瞳， 大桒久弥， 三上浩司， 前田理沙， 野木

キセドを含まない初回化学療法が奏効し約4年6ヵ月の無増

佳孝， 安光亮洋， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀,

悪生存が得られた悪性胸膜中皮腫の1例． 第94回日本肺癌

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 福岡和

学会関西支部会 2011.7 大阪

也， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 眼窩内転移を来

大桒久弥， 田村邦宣， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾,

した肺癌の2例． 第93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2

神谷瞳， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田理

神戸

沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀,

三上浩司， 大桒久弥， 政近江利子， 神谷瞳， 本田実紀,

山田秀哉， 田端千春， 中野孝司， 鳥井郁子， 西上隆

大搗泰一郎， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴

之， 辻村亨， 夏秋優， 山西清文． 広汎な皮下浸潤を来

普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

した肺 腺 癌 の1例． 第94回日本 肺 癌 学 会 関 西 支 部 会

田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 福岡和也， 中野孝

2011.7 大阪

司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 上部消化管への転移が診断

大搗泰一郎， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英輔， 政近江利

の契機となった原発性肺癌の1例． 第93回日本肺癌学会関

子， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 平山

西支部会 2011.2 神戸

倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

岡田あすか， 福岡和也， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀,

田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 芳川浩男， 大類隼

政近江利子， 三上浩司， 前田理沙， 大搗泰一郎， 野木

人， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 松本成司， 近藤展行,

佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 村上亜紀,

長谷川誠紀， 坪田紀明， 塚本吉胤， 廣田誠一． EBUS-

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

TBNAにて診断されたサルコイドーシスの1例． 第89回日

司． 非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤＋ペメトレキセド＋ベ

本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2011.7 大阪

バシズマブ併用化学療法の有効性と安全性に関する検討.
第93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2 神戸

本田実紀， 政近江利子， 山田秀哉， 金村晋吾， 柴田英
輔， 大桒久弥， 神谷瞳， 前田理沙， 大搗泰一郎， 寺

大搗泰一郎， 福岡和也， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実

田貴普， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀， 田村邦

紀， 神谷瞳， 野木佳孝， 三上浩司， 前田理沙， 平山

宣， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司， 西口修平， 塚

倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀,

本吉胤， 廣田誠一． 肺静脈から左心房への浸潤を認めた

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

肝細胞癌による転移性肺腫瘍の一例． 第77回日本呼吸器

司． 非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋ペメトレキセド併用

学会近畿地方会 2011.7 大阪

化学療法の外来化学療法における有効性と安全性の検討.
第93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2 神戸
大桒久弥， 田村邦宣， 福岡和也， 神谷瞳， 本田実紀,

神谷瞳， 岡田あすか， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英輔,
大桒久弥， 本田実紀， 政近江利子， 前田理沙， 大搗泰
一郎， 平山倫子， 寺田貴普， 村上亜紀， 山田秀哉,

政近江利子， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木

田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠

佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか,

一． 胸痛を契機に発見された膿胸関連リンパ腫の1例． 第
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77回日本呼吸器学会近畿地方会 2011,7 大阪
神谷瞳， 大搗泰一郎， 岡田あすか， 福岡和也， 塚本吉
胤， 廣田誠一， 中野孝司． 血液透析患者に発症した肺

効が得られた悪性腹膜中皮腫の1例． 第196回日本内科学
会近畿地方会 2011.12 京都
［科学研究費等班会議］

腺癌に対してCarboplatin+Paclitaxel+Bevacizumab併用

福岡和也． 技術振興調整費「アスベスト関連疾患への総括

療法が有効であった1例． 第194回日本内科学会近畿地方

的取り組み」班研究の成果と総括 悪性胸膜中皮腫早期診

会 2011.6 奈良

断法の確立．（シンポジウム）第81回日本衛生学会学術総

前田理沙， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀
哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝司， 福
岡和也． Cisplatin+Pemetrexedが有効であった悪性腹膜
中皮腫の1例． 第194回日本内科学会近畿地方会 2011.6
奈良
堀尾大介， 山田秀哉， 田端千春， 前田理沙， 寺田貴普,

会 2011.3 東京
［研究会・講演会等］
中野孝司． 肺がん検診実績報告． 平成22年度肺がん検診
従事者講習会及び症例研究会 2011.2 米子
神谷瞳， 大搗泰一郎， 岡田あすか， 福岡和也， 大桒久
弥， 本田実紀， 政近江利子， 野木佳孝， 前田理沙,

平山倫子， 柴田英輔， 金村晋吾， 大桒久弥， 神谷瞳,

三上浩司， 寺田貴普， 平山倫子， 安光亮洋， 村上亜

本田実紀， 大搗泰一郎， 岡田あすか， 村上亜紀， 田村

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 栗林康造， 塚

邦宣， 中野孝司， 福岡和也， 長谷川誠紀， 塚本吉胤,

本吉胤， 廣田誠一， 中野孝司． 血液透析患者に発症し

廣田誠一． ペメトレキセドによる二次化学療法を長期投与し

た肺腺癌に対してCarboplatin+Paclitaxel+Bevacizumab

た肺 腺 癌の1例． 第78回日本 呼 吸 器 学 会 近 畿 地 方 会

併用療法が有効であった1例． 第108回兵庫県肺癌懇話会

2011.12 大阪

2011.3 神戸

神谷瞳， 岡田あすか， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾,

福岡和也． 非小細胞肺がんに対する薬物療法−アリムタ＋シス

本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 大搗泰一郎， 寺田貴

プラチン併用療法を中心とした外来化学療法の実際−.

普， 平山倫子， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田

Hiroshima Lung Cancer Conference 2011.3 広島

端千春， 中野孝司． カルボプラチン＋ペメトレキセドによ

大搗泰一郎， 福岡和也， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実

る化学療法施行中に骨髄転移が顕在化した肺腺癌の1例.

紀， 神谷瞳， 野木佳孝， 三上浩司， 前田理沙， 平山

第78回日本呼吸器学会近畿地方会 2011.12 大阪

倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀,

大桒久弥， 柴田英輔， 金村晋吾， 神谷瞳， 本田実紀,

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あ

司． 非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋ペメトレキセド

すか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和也,

併用化学療法の外来化学療法における有効性と安全性の検

田端千春， 中野孝司， 鳥井郁子， 辻村亨， 塚本吉胤,

討． 阪神肺癌治療エキスパート・ミーティング 2011.3 大阪

廣田誠一． 胸腔内悪性黒色腫の稀な1例． 第78回日本呼

中野孝司． 石綿関連肺疾患の病態と画像． 第18回呼吸器セ

吸器学会近畿地方会 2011.12 大阪
村上亜紀， 柴田英輔， 金村晋吾， 本田実紀， 神谷瞳,
大桒久弥， 前田理沙， 大搗泰一郎， 平山倫子， 岡田あ

ミナー 2011.7 倉敷
田端千春． 意外といるCOPD IN 阪神． 西宮臨床談話会
2011.9 西宮

すか， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 福岡和也,

前田理沙， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司． 悪性胸膜中

中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 気管支鏡下生検で腫

皮腫における血清Thioredoxin-1の測定意義． 第18回石

瘍壊死部分に多数のアスペルギルス菌糸を認めた肺腺癌の
一例． 第90回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2011.12
大阪
大搗泰一郎， 福岡和也， 平山倫子， 金村晋吾， 柴田英
輔， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 寺田
貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣,
田端千春， 中野孝司， 坪田紀明， 木田有利， 中西健,
塚 本 吉 胤， 廣 田 誠 一． ”Miliary Mesothelioma”の1例.
第90回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2011.12 大阪
柴田英輔， 田村邦宣， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀

綿・中皮腫研究会 2011.10 長崎
田端千春． 阪神南地区における喘息死の現状について． 兵
庫県喘息死ゼロ作戦 2011.10 西宮
■その他■
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫の最新治療（Ｑ＆Ａ）
．日本医事
新報 2011;4546:58-9
中 野 孝 司． 中 皮 腫 で 病 膏 肓．（ 巻 頭 言 ） 気 管 支 学
2011;33:223-4
福岡和也． 施設紹介「兵庫医科大学呼吸器内科」． 気管
支学 2011;33:147-8

哉， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣

福岡和也． 悪性中皮腫：早期診断と内科的治療． 市民公開

田誠一． 臍転移（Sister Mary Joseph’s nodule）を来し

講座「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」5年間の成

た悪性腹膜中皮腫の1例． 第196回日本内科学会近畿地方

果． 2011.2 東京

会 2011.12 京都
米山知寿， 山田秀哉， 田端千春， 村上亜紀， 岡田あす
か， 田村邦宣， 福岡和也， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣
田誠一． シスプラチンとペメトレキセドの併用療法にて完全奏

岡田守人， 中野孝司， 石川雄一． 悪性胸膜中皮腫の診
断・ 治 療 の 動 向．（ 座 談 会 ）Lung Cutting Edge
2011;14:1-4
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫の診断と治療． 第9回伯耆肺癌
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mice． 2011 Biennial Meeting of the Peripheral Nerve

懇話会 2011.9 米子
大桒久弥． 悪性胸膜中皮腫における胸水MMP-3の臨床的役
割について． 兵庫医科大学大学院博士課程「がんプロフ

Society（PNS）2011.6 Potomac
Tachibana H， Yamanishi T， Matsui K， Matsubara K,

ェッショナル養成プラン」第3回博士課程第2学年研究成果

Murata N， Hashimoto M， Oku T， Danno D，

中間報告会（平成22年度）2010.9 西宮

Kawabata K， Takeda M． Recognition memory in

大搗泰一郎． 悪性胸膜中皮腫に対するシスプラチン＋イリノ

vascular parkinsonism and Parkinson's disease．（A

テカン＋ドキソルビシン併用療法の有効性と安全性に関す

visual event-related potential study．）15th Congress

る検討． 兵庫医科大学大学院博士課程「がんプロフェッ
ショナル養成プラン」第3回博士課程第2学年研究成果中
間報告会（平成22年度）2010.9 西宮
［兼任］

of the European Federation of Neurological Societies
（EFNS2011）2011.9 Budapest
Watanabe S， Yamazaki H， Yamamoto A， Obayashi K,
Ando Y， Yoshikawa H， A sporadic case of late onset

福岡和也（がんセンター 参照）

familial amyloid polyneuropathy showing a temporary

寺田貴普（胸部腫瘍学 参照）

improvement． 8th International Symposium on
Familial Amyloidotic Polyneuropathy 2011.11

神経・脳卒中科
Neurology

Kumamoto
［国内学会］
渡邊将平， 末永浩一， 山本麻未， 山﨑博充， 大西沙代
子， 津田健吉， 笠間周平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山

■著書■

幸司， 武田正中，阿部和夫， 石藏礼一， 芳川浩男． パ

芳川浩男． 多発ニューロパチー． 山口徹， 北原光夫， 福井

ーキンソン病患者における非運動症状と視床下核T2値の関

次 夫 総 編． 今 日の 治 療 指 針． 東 京：医 学 書 院，

連について． 第52回日本神経学会学術大会 2011.5 名古

2011:806-7

屋

芳川浩男． ニューロパチー．日本臨床分子形態学会 編． 病
気の分子形態学． 東京：学際企画， 2011:183-5
■学術論文■
［総説］
芳川浩男． 家族性筋萎縮性側索硬化症の原因遺伝学． 関
節外科 2011;30:128-9
［原著］
Nakagomi T， Molnar Z， Nakano-Doi A， Taguchi A，
S a i n o O， K u b o S， C l a u s e n M， Y o s h i k a w a H，

梶山幸司， 山本麻未， 和田沙代子， 津田健吉， 笠間周
平， 渡邊将平， 高岡俊雄， 木村卓， 武田正中， 芳川
浩男． パーキンソン病における安静覚醒時脳波のFFT解析
と非運動症状の検討． 第52回日本神経学会学術大会
2011.5 名古屋
大西沙代子， 芳川浩男， 辰己由記， 杉浦悠毅， 梁腎正，
和田啓示， 瀬藤光利． gad mouse延髄薄束核における神
経軸索内蓄積物の検討． 第52回日本神経学会学術大会
2011.5 名古屋

Nakagomi N， Matsuyama T． Ischemia-induced

末永浩一， 木村卓， Lee K， 中森雅之， 高橋正紀， 松村

neural stem/progenitor cells in the pia mater

剛， 藤村晴俊， 陣内研二， 久保秀司， 玉置（橋本）知

following cortical infarction． Stem Cells Dev

子， Ares M， Swanson M， 芳川浩男． 筋強直性ジスト

2011;20:2037-51

ロフィー症におけるスプライシング異常およびその分子機序の

松村剛， 木村卓， 穀内洋介， 久保田智哉， 高橋正紀，
佐古田三郎． 大阪府下筋強直性ジストロフィー患者の受療
動向調査． 臨床神経学 2011;51:677-82
津田健吉， 立花久大， 武田正中， 芳川浩男． 多発性ラク
ナ梗塞の認知機能−事象関連電位（ERP）ならびに局所
脳 血 流 による検 討 −． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 雑 誌
2011;36:91-8
［症例報告］
渡邊将平， 山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代子， 津田健
吉， 笠間周平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田

解明． 第52回日本神経学会学術大会 2011.5 名古屋
渡邊将平， 山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代子， 津田健
吉， 笠間周平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田
正中， 芳川浩男． Fisher症候群における遅発性顔面神経
麻痺． 第22回日本末梢神経学会学術集会 2011.9 沖縄
野﨑園子， 梅田幸嗣， 田村宏， 児玉典彦， 道免和久，
芳川浩男． パーキンソン病患者の単純前向きトレッドミルによ
る自立訓練の効果 第3報 在宅における長期訓練効果． 第
48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11 千葉
武田正中， 岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 吉矢晋一，

正中， 芳川浩男． Fisher症候群における遅発性顔面神経

梶山幸司， 芳川浩男， 立花久大， 黒田美穂， 井垣歩．

麻痺． 末梢神経 2011;22:353-4

パーキンソン病患者の痛み関連電位−表皮内電気刺激法に

■学会発表■
［国際学会］

よる検討−． 第41回日本臨床神経生理学会・学術大会
2011.11 静岡

Yoshikawa H， Ohnishi S， Tatsumi Y， Wada K， Setou

岡田文明， 武田正中， 森山徳秀， 橘俊哉， 井垣歩， 黒

M． Sulfatide storage in dystrophic terminals in GAD

田美穂， 芳川浩男， 立花久大， 吉矢晋一． 難治性疼痛
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患者の痛み関連電位−表皮内電気刺激法による検討−.
第41回日本臨床神経生理学会・学術大会 2011.11 静岡
［地方会等］
笠間周平， 山本麻未， 山﨑博充， 津田健吉， 渡邊将平,
高岡俊雄， 木村卓，梶山幸司， 武田正中， 芳川浩男.
精神症状を呈した視神経脊髄炎の1例．日本神経学会第94
回近畿地方会 2011.6 京都
山本麻未， 笠間周平， 山﨑博充， 津田健吉， 渡邊将平,
高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田正中， 芳川浩男.
卵巣奇形腫の再発に伴い15年後に再発した抗NMDA受容
体の脳炎の一例．日本神経学会第94回近畿地方会 2011.6
京都
津田健吉， 山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代子， 渡邊将

津田健吉， 山﨑博充， 大西沙代子， 渡邊将平， 笠間周
平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田正中， 芳川
浩男． CD4/CD8比が高値で， シクロスポリンにて再燃間隔
の延長を認めたCIDPの1例−他症例との比較−． 第11回
神経・筋の免疫疾患を考える会 2011.2 大阪
芳川浩男． 認知症診療の現状． 西宮市医師会学術講演会
2011.3 西宮
高岡俊雄． 脳梗塞の治療（慢性期を中心に）
． 病診連携座
談会 2011.6 芦屋
芳川浩男． パーキンソン病の病態と治療． 第34回武庫川カン
ファランス 2011.7 西宮
木村卓． 筋無力症． 西宮市難病連絡協議会平成23年難病
医療相談会 2011.8 西宮

平， 笠間周平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田

山本麻未． 卵巣奇形腫の再発に伴い， 15年後に再発した抗

正中， 芳川浩男，足立芳樹．WNK1/HSN2遺伝子異常を

NMDA受容体脳炎の1例． 内科合同カンファランス 2011.9

認めた遺伝性感覚自律性ニューロパチー2型の1例．日本神
経学会第95回近畿地方会 2011.12 京都
山﨑博充， 高岡俊雄， 山本麻未， 大西沙代子， 渡邊将
平， 津田健吉， 笠間周平， 木村卓， 梶山幸司， 武田
正 中， 芳 川 浩 男．Developmental venous anomaly
（DVA）に伴った脳梗塞の1例．日本神経学会第95回近畿
地方会 2011.12 京都
粂田健一， 渡邊将平， 山崎博充， 山本麻未， 大林光念，
安東由喜雄， 芳川浩男． 診断に難渋した家族性アミロイド
ポリニューロパチーの1例． 第22回日本老年医学会近畿地
方会 2011.11 西宮
［研究会・講演会等］
高岡俊雄． 最近当科に入院した椎骨動脈解離による脳梗塞の
2症例． 救命救急・神経内科連携座談会 2011.2 西宮

西宮
芳川浩男． パーキンソン病の病態と治療の現状． 第19回西宮
市医師甲陽会 2011.10 西宮
芳川浩男． 認知症における病診連携． 宝塚市内科医会講演
会 2011.11 宝塚
武田正中． パーキンソン病における痛み関連電位．トレリーフ
発売2周年記念講演会 2011.11 神戸
津田健吉． 認知症について． 第59回川崎病院院内学術集
会 2011.11 神戸
津田健吉， 安部武生， 山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代
子， 渡邊将平， 笠間周平， 高岡俊雄， 木村卓， 武田
正中， 芳川浩男． 塞栓性機序にて発症したBow hunter’s
strokeの1例． 第23回Hyogo Stroke セミナー 2011.11 神
戸

笠間周平， 山本麻未， 山﨑博充， 大西沙代子， 津田健
吉， 渡邊将平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田

腎・透析科

正 中， 芳 川 浩 男． 精 神 症 状を呈したNeuromyelitis

Nephrology and Dialysis

opticaの1例． 第46回摩耶神経カンファレンス 2011.3 神戸
山本麻未， 津田健吉， 山﨑博充， 大西沙代子， 渡邊将
平， 笠間周平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田

■著書■

正中， 芳川浩男． パーキンソン病の長期経過中に幻視を伴

倉賀野隆裕， 中西健． 慢性腎不全患者における鉄の評価と

う著明な精神症状をきたした1例． 第12回兵庫パーキンソン

コントロールは，どのように行うのでしょうか？． EBM腎臓病

病治療研究会 2011.3 神戸
木村卓， 渡邊将平， 芳川浩男， 岡本陽子， 玉置（橋本）
知子．遺伝性プリオン病（Gerstman-Strässler-Scheinker
病）兄弟発症例への遺伝カウンセリング．（公開講座）第8回
「遺伝性神経難病のケア」2011.8 大阪
武田正中． 片頭痛と脳波． 第21回阪神頭痛研究会 2011.9
西宮
梶山幸司． 妊娠に関連してIFN療法を中断したMSの2例.
第9回阪神MSセミナー 2011.10 神戸
笠間周平． 急性神経疾患の初期診断． 尼崎地区心脳疾患
勉強会 2011.10 尼崎
武田正中． 成人部分てんかん症例におけるレベチラセタムの使
用経験． てんかん治療勉強会 2011.12 西宮
■その他■

の治療． 東京：中外医学社， 2011:238-44
■学術論文■
［総説］
Nakanishi T， Hasuike Y， Otaki Y， Kida A， Nonoguchi
H， Kuragano T． Hepcidin：another culprit for
complications in patients with chronic kidney
disease ? ． Nephrol Dial Transplant 2011;26:3092-100
中西健． 新規ESA C.E.R.A.を用いた腎性貧血治療戦略.
PTM 2011;6:7-10
倉賀野隆裕， 中西健． 維持透析患者の食事療法ガイドライン
をどう応用したらよいでしょうか？． 腎と透析 2011;70:792-6
倉賀野隆裕， 古田穣， 木田有利， 中西健． 高齢者透析症
例に対して実施したAN69膜とPS膜を用いたクロスオーバー
試験から得られた知見． 腎と透析 2010;69:516-8
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野 々 口 博 史， 中 西 健． 腎 性 骨 異 栄 養 症． 医 学と薬 学
2011;65:459-630
福本裕美，蓮池由起子，中西健．鉄欠乏性貧血．腎と透析
2011;70:518-22
福本裕美， 蓮池由起子， 中西健． 慢性腎臓病患者の腎性
貧血治療における鉄管理． 腎と透析 2011;71:260-5

83

vasopressin V1a receptors on intercalated cells to
mediate acid-base homeostasis． J Am Soc Nephrol
2011;22:673-80
Zhang JS， Kadowaki D， Nonoguchi H， Hirata S， Seo
H， I m a i T， S u e n a g a A， G i a m C h u a n g V T ,
Otagiri M． Toxicodynamic evaluation of a cisplatin-

永井孝憲， 中西健． DSA． 透析ケア 2011;17:147

chondroitin sulfate complex using a perfused kidney

福 本 裕 美， 蓮 池 由 起 子， 中 西 健． MIAS． 透 析ケア

and human proximal tubular cells． Ren Fail

2011;17:54
永井孝憲． 尿がでなくなる． 透析ケア 2011;17:638-9
濱畑早百合， 倉賀野隆裕， 中西健． HCO3． 透析ケア
2011;17:50-3
福本裕美， 中西健． 維持透析患者の病態生理−尿毒素
−． Clinical Engineering 2011;別冊:299-304
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 川﨑由記， 中野智

2011;33:609-14
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 川﨑由記， 中野智
彦， 橘銀平， 木村政義， 野々口博史， 中西健． 溶質
移 動シミュレーションを用 いた 二 重 濾 過 膜 血 漿 交 換
（DFPP） の 安 全 な 施 行． 日 本 透 析 医 学 会 会 誌
2011;44:543-50
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 川﨑由記， 中野智

彦， 橘銀平， 木村政義， 野々口博史， 中西健． 溶質

彦， 橘銀平， 中西健． Immusorba TRにおけるIgGの吸

移 動シミュレーションを用 いた 二 重 濾 過 膜 血 漿 交 換

着挙動と適正な血漿処理量の検討． 日本血液浄化技術学

（DFPP） の 安 全 な 施 行． 日本 透 析 医 学 会 会 誌
2011;44:543-50
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 川﨑由記， 中野智
彦， 橘銀平， 中西健． Immusorba TRにおけるIgGの吸

会会誌 2011;19:48-51
［症例報告］
Munemoto M，Otaki Y，Kasama S，Nanami M，Tokuyama
M，Yahiro M，Hasuike Y，Kuragano T，Toshikawa H，

着挙動と適正な血漿処理量の検討． 日本血液浄化技術学

Nonoguchi H，Nakanishi T．Therapeutic efficacy of

会会誌 2011;19:48-51

double filtration plasmapheresis in patients with anti-

［原著］
Kuragano T， Ito K， Shimonaka Y， Kida A， Furuta M,
K i t a m u r a R， Y a h i r o M， N a n a m i M， O t a k i Y ,
Hasuike Y， Nonoguchi H， Nakanishi T． Hepcidin as

aquaporin-4 antibody-positive multiple sclerosis． J
Clin Neurosci 2011;18:478-80
■学会発表■
［国際学会］

well as TNF-α are significant predictors of arterial

Hasuike Y， Kida A， Kitamura R， Hori K， Nonoguchi

stiffness in patients on maintenance hemodialysis.

H， Nakanishi T． Decrease in frataxin（FRX）is

Nephrol Dial Transplant 2011;26:2663-7

liked to oxidative stress in patients on maintenance

Hasuike Y， Nonoguchi H， Tokuyama M， Hata R,
Kuragano T， Nakanishi T． Pathological Role of
Aminolevulinate in Uremic Patients． Ther Apher
Dial 2011;15:28-33

hemodialysis（MHD）
． 7th International Congress on
Uremia Research and Toxicity 2011.3 Nagoya
Kuragano T， Furuta M， Kida A， Kitamura R， Nanami
M， Otaki Y， Hasuike Y， Nonoguchi H， Nakanishi T.

Furuta M， Kuragano T， Kida A， Kitamura R， Nanami

Comparison of the hepcidin removal by different

M， Otaki Y， Nonoguchi H， Matsumoto A， Nakanishi

dialysis membranes． 7th International Congress on

T． A crossover study of the acrylonitrile-co-methally

Uremia Research and Toxicity 2011.3 Nagoya

sulfonate and polysulfone membtanes for elderly

K i d a A， K u r a g a n o T， K i t a m u r a R， N a n a m i M ,

hemodialysis patients：the effect on hemodynamic,

Nonoguchi H， Nakanishi T． Iron metabolism in the

nutritional， and inflammatory conditions． ASAIO J

rats with total nephrectomy（TNx）
：Effect of

2011;57:293-9

hemodialysis（HD）on iron egress from spleen． 7th

Kuragano T， Inoue T， Yoh K， Shin J， Fujita Y,
Yoshiya K， Kim J， Sakai R， Sekita K， Goto T,
Fukagawa M， Nakanishi T． Effectiveness of β2-

International Congress on Uremia Research and
Toxicity 2011.3 Nagoya
Kitamura R， Nanami M， Kida A， Otaki Y， Hasuike

microglobulin adsorption column in treating dialysis-

Y， K u r a g a n o T， N o n o g u c h i H， N a k a n i s h i T .

related amyloidosis：a multicenter study． Blood Purif

Combind exposure of iron and TNF-α affect to

2011;32:317-22

increase hydroxyl radical production， in human

Izumi Y， Hori K， Nakayama Y， Kimura M， Hasuike
Y， Nanami M， Kohda Y， Otaki Y， Kuragano T,

mesothelial cells． 7th International Congress on
Uremia Research and Toxicity 2011.3 Nagoya

Obinata M， Kawahara K， Tanoue A， Tomita K,

Kuragano T， Furuta M， Kida A， Kitamura R， Nanami

Nakanishi T， Nonoguchi H． Aldosterone requires

M， Otaki Y， Hasuike Y， Nonoguchi H， Nakanishi T.
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Comparison of hepcidin removal by different dialysis
membranes． XLVIII ERA-EDTA congress 2011.6
Prague
Kuragano T， Furuta M， Kida A， Kitamura R， Nanami
M， Otaki Y， Hasuike Y， Nonoguchi H， Nakanishi T.

製剤低反応性との関連． 第54回日本腎臓学会学術総会
2011.6 横浜
倉賀野隆裕． ACTIVE-STUDY．（共催シンポジウム）第54
回日本腎臓学会学術総会 2011.6 横浜
中西健． 慢性腎臓病（CKD）対策の医療経済．（シンポジ

Determinants of serum and urinary hepcidin 20， 22

ウム）第56回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜

and 25 in the patients with chronic kidney disease.

倉 賀 野 隆 裕， 中 西 健． 鉄 代 謝からみた腎 性 貧 血 治 療

XLVIII ERA-EDTA congress 2011.6 Prague
Kuragano T， Nakanishi T． Urinary excretion of

（RAT）
．（シンポジウム）第56回日本透析医学会学術集
会・総会 2011.6 横浜

hepcidin 20， 22 and 25 is dependent on iron storage

倉賀野隆裕， 中西健． 慢性腎臓病患者の鉄代謝障害を考慮

but not on each serum level． ISN at ASN Kidney

した腎性貧血治療の重要性．（ワークショップ）第17回日本

Week 2011 2011.11 Philadelphia

腹膜透析医学会 2011.9 さいたま

Kuragano T， Nakanishi T． An open， randomized,

倉賀野隆裕． 個々の患者さんに満足してもらえる透析の実践は

parallel group， multi-center study on the prognosis

透析膜の選択から．（ランチョンセミナー）日本医工学治療学

of hemodialysis patients in Anemia treatment by

会第27回学術大会 2011.4 岡山

Combination Therapy with Iron and Vitamin C and

倉賀野隆裕． 透析医療の質が維持透析患者の栄養状態を改

Erythropoietin（ACTIVE study）． ISN at ASN

善させる．（ランチョンセミナー）第17回日本HDF研究会学

Kidney Week 2011 2011.11 Philadelphia

術集会・総会 2011.9 横浜

Nagai T， Nonoguchi H． Vasopressin V1a receptor is

中西健． 専門医と指導医の研修カリキュラム．（学会・委員会

required for nucleocytoplasmic transport of

企画）第56回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜

minetalocorticoid receptor． Program for Pre-ASN

高橋果里， 川田博昭， 北村理恵， 櫨木聡， 豊田和寛，

‘ETG Young Investigators Research Forum 2011 ISN

八尋真名， 木田有利， 海邉正治， 徳山正徳， 名波正

at ASN Kidney Week 2011 2011.11 Philadelphia

義， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 倉賀野隆裕， 野々口博

Nagai T， Hori K， Izumi Y， Hasuike Y， Nakayama Y,

史， 中西健． 多発性嚢胞腎（PCK）に合併した難治性

Otaki Y， Nanami M， Kuragano T， Kawahara K,

肝嚢胞感染に対し， 肝嚢胞ドレナージ術を施行した一例.

Nakanishi T， Nonoguchi H． Vasopressin V1a

第56回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜

receptor is required for nucleocytoplasmic transport

徳山正徳， 蓮池由起子， 海邉正治， 名波正義， 八尋真

of minetalocorticoid receptor． ISN at ASN Kidney

名， 堀加穂理， 永井孝憲， 福本裕美， 宮本孝， 西庵

Week 2011 2011.11 Philadelphia
［国内学会］
野々口博史， 堀加穂理， 泉裕一郎， 永井孝憲， 安岡有紀

良彦， 野々口博史， 中西健． 血液透析患者（HD）にお
ける骨ミネラル代謝異常（MBD）の治療と鉄代謝への影
響． 第56回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜

子， 田上昭人， 河原克雄， 中西健． 腎におけるアルドス

川田博昭， 堀加穂理， 福本裕美， 海邉正治， 八尋真名，

テロンによる尿酸性化機構． 第88回日本生理学会大会 第

豊田和寛， 木田有利， 小瀧慶長， 倉賀野隆裕， 野々口

116回日本解剖学会総会・全国学術集会合同大会 2011.3

博史， 中西健． 悪性胸膜中皮腫に合併したネフローゼ症

横浜

候群に対し透析を施行した一例． 第56回日本透析医学会

倉賀野隆裕， 下中靖， 木田有利， 古田穣， 北村理恵，
八尋真名， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 野々口博史， 中西

学術集会・総会 2011.6 横浜
永井孝憲， 西庵良彦， 鈴木尚紀， 川田博昭， 堀加穂理，

健． 慢性腎臓病（CKD）患者における血中・尿中ヘプシジ

櫨木聡， 豊田和寛， 徳山正徳， 小瀧慶長， 蓮池由起

ン動態． 第54回日本腎臓学会学術総会 2011.6 横浜

子， 野々口博史， 中西健．クリットライン使用における血清

堀加穂理， 永井孝憲， 高橋果里， 櫨木聡， 八尋真名，
北村理恵， 名波正義， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 野々口
博史， 中西健． アルドステロンとバソプレシンの相互作

アルブミン値とplasma refilling volumeの関連性の検討.
第56回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜
中野智彦， 鈴木尚紀， 川﨑由記， 橘銀平， 蓮池由起子，

用におけるバソプレシンV 1 a受容体の役割． 第54回日本

中 西 健． H e m o f i l t e r l i f e - t i m e に 関 する検 討 1～

腎臓学会学術総会 2011.6 横浜

Continuous Renal Replacement Therapyにおける各種ヘ

蓮池由起子， 高橋果里， 川田博昭， 福本裕美， 八尋真
名， 豊田和寛， 野々口博史， 中西健． 慢性腎臓病
（CKD）患者における血清fetuin A濃度と血管病変・炎症

モフィルタのライフタイム～． 第56回日本透析医学会学術集
会・総会 2011.6 横浜
鈴木尚紀， 中野智彦， 川﨑由記， 橘銀平， 蓮池由起子，

指標の関連． 第54回日本腎臓学会学術総会 2011.6 横浜

中西健． Hemofilter life-timeに関する検討 2～ライフタイム

倉賀野隆裕， 松村治， 清元秀泰， 村田敏晃， 北村健一

に影響を及ぼす血液因子～． 第56回日本透析医学会学術

郎， 藤元昭一， 長谷弘記， 深津敦司， 井上徹， 板倉
行宏， 中西健． 維持血液透析患者における貯蔵鉄とESA

集会・総会 2011.6 横浜
八尋真名， 倉賀野隆裕， 高橋果里， 永井孝憲， 福本裕
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美， 櫨木聡， 上田康生， 北村理恵， 木田有利， 名波

豊田和寛， 木田有利， 徳山正徳， 名波正義， 蓮池由起

正義， 小瀧慶長， 野島道生， 中西健． 末期腎不全を呈

子， 小瀧慶長， 倉賀野隆裕， 野々口博史， 中西健.

する先天性無フィブリノーゲン血症患者に対し腹膜透析導入

血液透析導入後， 長期間を経て透析療法離脱となったルー

を経て血液型不適合生体腎移植に成功した一例． 第56回

プス腎炎の1例． 第33回武庫川カンファランス 2011.1 西宮

日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜
古田穣， 宗本将嗣， 松本昭英， 倉賀野隆裕， 中西健.
無酢酸・クエン酸含有透析液が骨回転に与える影響． 第56
回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜
中西健． 慢性腎臓病における鉄の管理．（シンポジウム）第35
回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会 2011.9 徳島

倉賀野隆裕． 無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後増
悪因子に果たす影響．カーボスター講演会 2011.1 大阪
中西健． 透析患者の合併症とその対策～ Up to date 2011
～． 第13回神戸血液浄化研究会 2011.2 神戸
倉賀野隆裕． 無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後増
悪因子に果たす影響． 神奈川透析液研究会 2011.2 厚木

鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 中西健． 血漿交換療

倉賀野隆裕． 無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後増

法における有害事象． 第32回日本アフェレシス学会学術大

悪因子に果たす影響． アセテートフリー透析懇話会 2011.2

会 2011.9 東京
［地方会等］
竹内彩子， 柿田直人， 堀加穂理， 八尋真名， 小瀧慶長，
野々口博史， 中西健． 好酸球浸潤を伴う急性間質性腎炎
を呈した薬剤性過敏症症候群（DIHS）の1例． 第41回日
本腎臓学会西部学術大会 2011.9 徳島
守上祐樹， 永井孝憲， 木田有利， 海邉正治， 蓮池由起

堺
永井孝憲． 透析療法と上手につき合うために． 第67回慢性腎
臓病治療食講習会 2011.2 西宮
中西健． 慢性腎臓病（CKD）のステージ別治療選択． 第
18回北但馬循環器研究会 2011.3 豊岡
蓮池由起子， 八尋真名， 木田有利， 徳山正徳， 小瀧慶
長， 野々口博史， 中西健． 維持透析患者の予後と副甲

子， 小瀧慶長， 野々口博史， 中西健． 高度の高カルシウ

状腺ホルモンの関連． 関西カルシウム懇話会 2011.3 大阪

ム血症により意識障害と急性腎不全を併発した成人T細胞性

倉賀野隆裕． 腎性貧血治療最前線． 第306回三田市医師会

白血病（ATL）の一例． 第41回日本腎臓学会西部学術
大会 2011.9 徳島
相地誠， 松本綾子， 北村理恵， 徳山正徳， 倉賀野隆裕，
野々口博史， 中西健． 難治性ネフローゼ症候群に対し再
生検を行いALアミロイドーシスの診断に至った一例． 第41回
日本腎臓学会西部学術大会 2011.9 徳島
［研究会・講演会等］
川田博昭， 高橋果里， 海邉正治， 永井孝憲， 堀加穂理，
徳山正徳， 小瀧慶長， 野々口博史， 中西健． 難治性ネ
フローゼ症候群に対し再生検を行いALアミロイドーシスの診
断に至った一例． 第56回兵庫県腎臓研究会 2011.3 神戸
高橋果里， 木田有利， 川田博昭， 櫨木聡， 八尋真名，
豊田和寛， 北村理恵， 海邉正治， 徳山正徳， 名波正

生涯教育勉強会 2011.7 三田
中西健． 末期腎不全に対する治療の現状 透析療法（腹膜
透析含む）～腎移植． 第448回和歌山市医師会内科部会
例会 2011.7 和歌山
中西健． CKD（慢性腎臓病）に対する低たんぱく食事療法
の有用性． 大阪腎臓病シンポジウム 2011.7 大阪
中西健． 腎臓の機能とその障害について． 兵庫医科大学病
院市民健康講座 2011.7 西宮
野々口博史． 慢性腎臓病の診断と治療． ノバルティスファー
マ社内研修会 2011.8 尼崎
野々口博史． 慢性腎臓病の診断と治療． 協和発酵キリン社
内研修会 2011.8 尼崎
中西健． 腎性貧血治療の新しい展開：鉄代謝異常への挑

義， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 倉賀野隆裕， 野々口博

戦． 第128回沖縄臨床腎懇話会特別講演会 2011.9 那覇

史， 中西健． 多発性嚢胞腎（PCK）に合併した難治性

蓮池由起子， 徳山正徳， 海邉正治， 八尋真名， 木田有

肝嚢胞感染に対し， 肝嚢胞ドレナージ術を施行した一例.

利， 松本綾子， 柿田直人， 小瀧慶長， 倉賀野隆裕，

第56回兵庫県腎臓研究会 2011.3 神戸

野々口博史， 中西健， 北村理恵， 西庵良彦， 宮本孝.

八尋真名， 倉賀野隆裕， 永井孝憲， 堀加穂理， 福本裕
美， 北村理恵， 木田有利， 海邉正治， 徳山正徳， 小
瀧慶長， 蓮池由起子， 野々口博史， 中西健． 腎不全を
伴う先天性無フィブリノゲン血症患者の保存期から腎移植ま
での管理． 第31回兵庫県透析研究会 2011.10 神戸
蓮池由起子． 透析患者の副甲状腺ホルモンと予後に関する検
討−西宮研究． 第23回日本腎性骨症研究会 2011.11 東京
■その他■
中西健． 40年にわたる透析医療の軌跡． NPO法人兵庫県
腎友会広報誌 2011;114:8-11
中西健． 血液透析患者における鉄の代謝異常と腎性貧血治
療． 第20回記念千葉透析合併症セミナー 2011.1 千葉
高橋果里， 川田博昭， 海邉正治， 櫨木聡， 八尋真名，

血液透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症の治療と
鉄代謝への影響． 兵庫県ROD懇話会 2011.9 神戸
中西健． 腎性貧血治療の新しい展開：鉄代謝異常への挑
戦． 山梨腎不全イブニングセミナー 2011.10 甲府
倉賀野隆裕． 透析医療における吸着療法の新しい可能性．リ
クセル発売15周年講演会 2011.10 さいたま
中西健． 40年にわたる透析医療の軌跡． 兵庫県腎友会広報
誌「きぼう」2011;10:8-11
倉賀野隆裕， 中西健． 維持透析患者における造血とヘプシジ
ン25との関連． 第20回腎とエリスロポエチン研究会 2011.11
東京
中西健． 血液透析患者の腎性貧血と鉄代謝異常． 第42回
徳島透析療法研究会 2011.11 徳島
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中西健． 慢性腎臓病（CKD）患者における腎性貧血治療の
新たな展開:鉄代謝異常への挑戦． 第15回栃木県臨床透
析講演会 2011.11 宇都宮
中西健． 血液透析患者における鉄の代謝異常と腎性貧血治
療． 第18回腎フォーラム 2011.12 名古屋

Xth Internationl Conference on Quantification of Brain
Function with PET 2011 2011.5 Barcelona
Matsuyama T， Doe N， Nakagomi T， Nakano-Doi A,
Saino O， Takata M， Lu S， Mimura O， Tachibana H,
Taguchi A． Edaravone is effective to ameliorate the

倉賀野隆裕， 中西健． クロスオーバー試験からみた無酢酸ク

sensory neurologic deficit developed in chronic phase

エン酸含有透析液の臨床効果． アセテートフリー透析療法を

of cerebral infarction in mice． XXVth International

考える会第4回研究会 2011.12 東京

Symposium on Cerebral Blood Flow， Metabolism

海邉正治． 慢性腎臓病と心・血管病について～腎臓が悪いと

and Function & Xth Internationl Conference on

血管病になるの？～． 第72回慢性腎臓病治療食講習会

Quantification of Brain Function with PET 2011
2011.5 Barcelona

2011.12 西宮

Danno D， Tachibana H， Murata N， Matsubara K,

総合診療科

General Medicine

Matsui K， Hashimoto M， Yamanishi T， Oguru M,
Oku T， Kawabata K． Clinical features of “3-D
h e a d a c h e ”：I s “ 3 - D h e a d a c h e ” a n e w t y p e o f
headache ? ． 15th Congress of the International

■著書■
立花久大． 検査・診断編 Q30 P300とは何ですか？． 高次機

Headache Society 2011.6 Berlin
Tachibana H， Yamanishi T， Matsui K， Matsubara K,

能障害Q&A 基礎編． 河村満 編著． 東京：新興医学出

Murata N， Hashimoto M， Oku T， Danno D，

版社， 2011:118-21

Kawabata K， Takeda M． Recognition memory in

■学術論文■
［総説］
小畔美弥子， 立花久大． Parkinson病のうつとapathy． 神
経内科 2011;74:45-52
［原著］
Nakajima T， Nishimura H， Tachibana H． Factors

vascular parkinsonism and Parkinson's disease． A
visual event-related potential study． 15th Congress
of the European Federation of Neurological Societies
2011.9 Budapest
Yamanishi T， Tachibana H， Oguru M， Kawabata K,
Danno D， Oku T， Hashimoto M， Matsui K，

associated with functional outcomes of patients with

Matsubara K， Murata N． Prevalence and clinical

cerebral embolism due to nonvalvular a t r i a l

correlates of anxiety in Parkinson’s disease． XIX

fibrillation． Intern Med 2011;50:197-204

World Congress on Parkinson’s Disease and Related

津田健吉， 立花久大， 武田正中， 芳川浩男． 多発性ラク
ナ梗塞の認知機能−事象関連電位（ERP）ならびに局所
脳 血 流 による検 討 −． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 雑 誌
2011;36:91-8
［症例報告］
飯田康， 松井聖博， 團野大介， 川端啓太， 立花久大.
頭痛で発症し， 初期にはMRI上出血が明らかでなかった慢
性硬膜下血腫の1例． 内科 2011;108:177-9
山西敏之， 立花久大， 横田正幸． 大脳円蓋部限局性クモ
膜下出血の１例． 内科 2011;108:529
山西敏之， 川端啓太， 立花久大． 好酸球性胃腸炎の１例.
内科 2011;108:904
團野大介， 川端啓太， 立花久大， 岩田恵典． Caroli病の
１例． 内科 2011;108:734
■学会発表■
［国際学会］
L u S， N a k a g o m i T， N a k a n o - D o i A， T a k a t a M，
O k a m o t o N， M i m u r a O， I t o Y， T a g u c h i A，

Disorders 2011.12 Shanghai
［国内学会］
團野大介， 松井聖博， 橋本満喜子， 山西敏之， 奥智子，
小畔美弥子， 川端啓太， 立花久大， 横田正幸， 西村裕
之． 非動脈瘤性限局性くも膜下出血を呈した症例の検討.
（誌上開催）第108回日本内科学会総会・講演会 2011.4 東
京
山西敏之， 小畔美弥子， 松井聖博， 松原健太， 村田奈
織， 橋本満喜子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立
花久大． パーキンソン病における不安とQOL． 第52回日本
神経学会学術大会 2011.5 名古屋
徳永隆司， 西村裕之， 立花久大． 非動脈瘤性限局性くも膜
下出血患者の臨床的検討． 第52回日本神経学会学術大会
2011.5 名古屋
西村裕之， 浮田透， 辻雅夫， 三宅裕治， 大村武久， 立
花久大． 自己来院したくも膜下出血患者の臨床的検討． 第
36回日本脳卒中学会総会 2011.7 京都
横田正幸， 浅枝正浩， 立花久大， 西道隆臣． 局所・前脳

Tachibana H， Matsuyama T． Effect of Soluble

脳虚血におけるカルパインによる神経細胞骨格の分解−その

Cilostazol on cerebral blood flow after acute ischemic

分布と経時的変化． 第36回日本脳卒中学会総会 2011.7

stroke in mice． XXVth International Symposium on
Cerebral Blood Flow， Metabolism and Function &

京都
松原健太， 村田奈織， 松井聖博， 山西敏之， 橋本満喜
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子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久大． 急激に
全身状態が悪化し関節痛がみられなかった成人スティル病の
１例． 第3回日本病院総合診療医学会学術総会 2011.9 東

抗体， 抗SS-B抗体陽性を伴った脂肪織炎の１例． 第22回
日本老年医学会近畿地方会 2011.11 西宮
徳永隆司， 西村裕之， 立花久大． 心原性脳塞栓症で発症
した感染性心内膜炎の１例． 日本神経学会第95回近畿地

京
Nakano-Doi A， Doe N， Nakagomi T， Takata M， Lu S,

方会 2011.12 京都

Kanaoka S， Tachibana H， Taguchi A， Matsuyama T.

橋本満喜子， 奥智子， 山西敏之， 團野大介， 川端啓太，

Bone marrow mononuclear cells improve sensory

立花久大， 玉置和子， 松田正之． 家族性地中海熱の１

disturbance with promoting endogenous neurogenesis

例． 第196回日本内科学会近畿地方会 2011. 12 京都

at the ipsilateral thalamus damaged after cortical

■その他■

infarction． 第34回日本神経科学大会（STROKE2011）

立花久大． ロピニロールの薬効評価−QSSPDによる評価と妥
当性の検討−． 兵庫・岡山パーキンソン病研究会 2011.1

2011.9 横浜
中込隆之， 土居亜紀子， 田片将士， 廬山， 立花久大，
土江伸誉， 田口明彦， 松山知弘． 大脳皮質梗塞後に誘
導される脳軟膜由来神経幹細胞の発現． 第23回日本脳循

神戸
團野大介．まれに遭遇する頭痛−本当に「ただの頭痛」です
か？−． 頭痛フォーラム2011 2011.2 東京
山西敏之． Dysferlin欠損症の姉妹例． 第6回阪神脳疾患

環代謝学会総会 2011.11 東京
立花久大． 進行期パーキンソン病治療−ガイドライン2011をもと
に−．（ランチョンセミナー）第41回日本臨床神経生理学

医療連携懇話会 2011.3 西宮
團野大介． CTで副鼻腔炎を認めた慢性連日性頭痛， 45年
間にわたる鎮痛薬乱用状態から離脱しえた高齢者鎮痛乱用

会・学術大会 2011.11 静岡
岡田文明， 武田正中， 森山徳秀， 橘俊哉， 井垣歩， 黒

頭痛， ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液が著効

田美穂， 芳川浩男， 立花久大， 吉矢晋一． 難治性疼痛

した「その他の終末枝の神経痛（ICHD-II 13.7）」 の3

患者の痛み関連電位−表皮内電気刺激法による検討−.
第41回日本臨床神経生理学会学術大会 2011.11 静岡
武田正中， 岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 吉矢晋一，

例． 第19回阪神頭痛勉強会 2011.3 西宮
山西敏之， 永尾祐介， 松井聖博， 松原健太， 村田奈織，
橋本満喜子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久

梶山幸司， 芳川浩男， 立花久大， 黒田美穂， 井垣歩.

大． アトピー性脊髄炎の１例． 第46回摩耶神経カンファレン

パーキンソン病患者の痛み関連電位−表皮内電気刺激法に

ス 2011.3 神戸

よる検 討 −． 第41回日本 臨 床 神 経 生 理 学 会 学 術 大 会

立花久大． 脳卒中と糖尿病．（特別講演）兵庫・岡山神経
内科合同カンファレンスin KOBE 2011.5 神戸

2011.11 静岡
團野大介， 村田奈織， 松原健太， 松井聖博， 山西敏之，
橋本満喜子， 奥智子， 小畔美弥子， 川端啓太， 立花久
大． 3D映像視聴後に生じた頭痛16例の検討−3D頭痛は新
しい頭痛か？−．第39回日本頭痛学会総会 2011.11 さいたま
團野大介， 村田奈織， 松原健太， 松井聖博， 山西敏之，
橋本満喜子， 奥智子， 小畔美弥子， 川端啓太， 立花久
大． 慢性頭痛に対するノイロトロピン の有用性について.
®

第39回日本頭痛学会総会 2011.11 さいたま
［地方会等］
團野大介， 村田奈織， 松原健太， 松井聖博， 橋本満喜
子， 山西敏之， 奥智子， 川端啓太， 立花久大． 45年
間にわたる鎮痛薬乱用状態から離脱しえた高齢者鎮痛薬乱
用頭痛（ICHD-II 8.2.3）の1例．日本内科学会第194回近

川端啓太． 内科医から見た認知症の診断と治療． 阪神認知
症講演会 2011.6 尼崎
松 原 健 太． 成 人スティル病の１例． 2nd Hyogo General
Medicine Conference 2011.6 神戸
團野大介． 3D頭痛の臨床的特徴−3D頭痛は新しい頭痛か？
−．第20回阪神頭痛研究会 2011.6 西宮
橋本満喜子． 家族性地中海熱の一例． 第126回兵庫医科大
学内科カンファレンス 2011.6 西宮
立花久大， 寺山靖夫， 松本強， 西村裕之， 道免和久.
非心原性脳梗塞治療の急性期から慢性期における抗血小
板療法（座談会）
． Medical Tribune 2011.10.6:62-3
立花久大． 脳梗塞慢性期の治療． 兵庫県内科医会内科学
セミナー 2011.10 神戸

畿地方会 2011.6 奈良
山西敏之， 永尾祐介， 松井聖博， 松原健太， 村田奈織，

小児科学

橋本満喜子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久

Pediatrics

大． アトピー性脊髄炎の1例．日本神経学会第94回近畿地
方会 2011.6 京都
山西敏之， 松井聖博， 松原健太， 村田奈織， 橋本満喜
子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久大． Paget-

■著書■
谷澤隆邦． 小児CKDの病態と症状， CKDの治療， 小児慢

Schroetter症候群の１例．日本内科学会第195回近畿地方

性腎臓病の管理の重要性． 飯田喜俊， 兼平奈々 編． 慢

会 2011.9 大阪

性腎臓病CKD食事指導のポイント． 東京：医歯薬出版，

山西敏之， 松井聖博， 村田奈織， 橋本満喜子， 奥智子，
團野大介， 川端啓太， 立花久大， 塚本吉胤． 抗SS-A

2011:4-5,14-7,88-9
谷澤隆邦． 小児の血管性紫斑病（アレルギー性紫斑病， ア
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ナフィラクトイド紫斑病， ヘノッホ・シェーライン紫斑病）.

を要し， 経過中PRESを発症したアシクロビル過量投与によ

山口徹， 北原光夫， 福井次矢 編． 今日の治療指針2011

る 急 性 腎 障 害 の 1 例．日 本 小 児 腎 不 全 学 会 雑 誌

年版． 東京：医学書院， 2011:1190-1
谷澤隆邦． 小児腎疾患の主要症状． 日本小児腎臓病学会
編． 小児腎臓病学． 東京：診断と治療社， 105-11

2011;31:103-5
峰淳史， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 膿胸を合併した水
痘の一例． 兵庫県小児科医会報 2011;56:14-5

服部益治． ネフローゼ症候群（ステロイド感受性）
． 金子一成

三善陽子， 酒井規夫， 池田佳世， 長谷川泰浩， 橘真紀

編． 50の典型例で学ぶ小児の腎泌尿器疾患． 東京：診断

子， 清原由起， 山田寛之， 近藤宏樹， 濱田悠介， 木

と治療社， 2011:93-8

村志保子， 里龍晴， 峰淳史， 神尾範子， 鈴木保宏,

Kamio T， Ito E， Ohara A， Kosaka Y， Tsuchida M,

塩見正司， 太田秀明， 下澤伸行， 大薗恵一． 腎白質ジ

Yagasaki H， Mugishima H， Yabe H， Morimoto A,

ストロフィーの日本人男児11例における副腎機能解析． 日

O h g a S， M u r a m a t s u H， H a m a A， K a n e k o T ,

本内分泌学会雑誌 2011;87（Suppl）:83-5

N a g a s a w a M， K i k u t a A， O s u g i Y， B e s s h o F ,

Wada R， Sawai H， Nishimura G， Isono K， Minagawa

Nakahata T， Tsukimoto I， Kojima S; The Japan

K， Takenobu T， Harada K， Tanaka H， Ishikura R,

Childhood Aplastic Anemia Study Group． Kato K,

Komori S． Prenatal diagnosis of Kniest dysplasia with

Morimoto S， Takeshima Y， Ohtsuka Y， Mimaya J,

three-dimensional helical computed tomography． J

Kikuta A， Kaneko T， Hara J， Kojima S， Yamauchi
T， Kawano Y， Oda M， Kobayashi R， Nishimura S,
Koizumi S， Mori T， Hamamoto K， Sato T， Ito E,

Matern Fetal Neonatal Med 2011;24:1181-4
■学会発表■
［国際学会］

Ohta F， Kawakami T， Sugita K， Takagi K,

Maekawa K， Kawashima F， Inoue K， Nishioka T,

Matsubayashi T， Kosaka Y， Ikuta K， Ayukawa H,

Osaki K， Nishimura M， Sawaki J， Takahashi C,

Kigasawa T， Kawakami C， Shitara T， Sekine I,

Mae H， Okuda M， Hattori M， Tanizawa T， Fukuda

Isogai K， Morinaga S， Hyakuna N， Sunami K,

Y． Clinical features of pediatric henoch-schönlein

Yoshida M， Ito Y． Relapse of aplastic anemia in

purpura nephritis． The 11th Asian Congress of

children after immunosuppressive therapy：a report
from the Japan childhood aplastic anemia study
group． Haematologica 2011;96:814-9
吉田奈央， 平林真， 渡辺静， 在家裕司， 土田昌宏， 吉見
礼美， 増永敦子， 大塚欣敏， 伊藤雅文， 小島勢二，
中畑龍俊， 真部淳． 若年性骨髄単球性白血病75例の予
後：小児血液学会MDS委員会の前方視的検討． 臨床血
液 2011;52:1853-8
■学術論文■
［総説］
服部益治． 症候からみる臨床検査の進めかた． 小児科診療
2011;74（増刊）:14-20
服部益治． 小児初期診療のポイント． クリニックマガジン
2011;38:52-3
［原著］
谷澤隆邦． 小児からの臓器提供：現状と課題．日本小児腎不
全学会誌 2011;31,22-5

Pediatric Nephrology 2011.6 Fukuoka
N i s h i m u r a M， Y a t o S， M a e k a w a K， S a w a k i J ,
Takahashi C， Mae H， Hattori M， Tanizawa T,
Fukuda Y． Two cases of extrarenal symptomatic
glomerulonephritis． The 11th Asian Congress of
Pediatric Nephrology 2011.6 Fukuoka
Takahashi C， Isono K， Minagawa K， Tamaoki-Hashimoto
T， Hattori M， Tanizawa T． Three long term survival
cases with 13 trisomy due to translocation． 5th
Europaediatrics 2011.6 Vienna
Isono K， Takahashi C， Minagawa K， Tamaoki-hashimoto
T， Shimozawa N， Hattori M， Tanizawa T． A sibling
cases of Zellweger syndrome． 5th Europaediatrics
2011.6 Vienna
Nishimura M， Maekawa K， Shibano T， Sawaki J,
Takagi N， Takahashi C， Mae H， Hattori M,
Tanizawa T， Kawashima F． Anti-Factor h antibodies

M i y a j i m a T， K i m u r a N， K u m a d a T， O d a N ,

in Japanese children with atypical hemolytic uremic

Shimomura H， Fujii T． Epilepsy in pervasive

syndrome． 44th Annual Scientific Meeting of the

developmental disorder without brain MRI

European Society for Paediatric Nephrology 2011.9

abnormalities． Brain Dev 2011;33:504-7

Duburobunisk

［症例報告］

Minagawa K， Takahashi C， Isono K， Ono J， Tamaoki-

三﨑真生子， 磯野員倫， 皆川京子， 中村寛子， 西山久美

Hashimoto T， Hattori M， Tanizawa T． Long term

子， 樋上敦紀， 小川智美， 服部益治， 谷澤隆邦． 先

survival cases of partial trisomy 16q． Excellence in

天性中枢性肺胞低換気症候群の一例． 兵庫県小児科医
会報 2011;55:10-2

Paediatrics 2011 2011.11 Istanbul
Takahashi C， Isono K， Ono J， Minagawa K， Tamaoki-

中村寛子， 前川講平， 柴野貴之， 西村実果， 澤木潤子，

Hashimoto T， Hattori M， Tanizawa T． Investigation

高橋千晶， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 血液濾過透析

for neonatal treatment of prenatal diagnosed

兵庫医大業績録（2011）

89

Hypochondroplasia． Excellence in Paediatrics 2011

齊藤景子， 野崎章仁， 日衛嶋郁子， 田村正三， 長町茂

2011.12 Istanbul

樹， 藤井達哉． ケトン食はベンゾジアゼピン受容体の結

Ohtsuka Y， Sugita M， Ono J， Okamoto N， Yokokawa
Y， Yoneyama H， Kaneko T， Tanizawa T.

合能を増加させることで点頭てんかんを抑制する． 第45回日
本てんかん学会総会 2011.10 新潟

Successful unrelated bone marrow transplantation for

齊藤景子， 熊田知浩， 宮嶋智子， 下村英毅， 日衛嶋郁子,

three patients with amegakaryocytic

野崎章仁， 藤井達哉． 潜因性ウエスト症候群治癒 1 0 年

thrombocytopenia with radio-ulnar synostosis in

後に定型欠神発作を発症した1女児例． 第45回日本てんか

Japan． The 53rd American Society of Hematology
Annual Meeting 2011.12 San Diego
［国内学会］
前川講平， 川島文恵， 井上賢治， 西岡隆文， 大崎慶子，
西村実果， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服部益治，

ん学会総会 2011.10 新潟
荒田晶子， 下村英毅， 藤井盛光， 谷澤隆邦． 橋結合腕傍
核における呼吸性ニューロンの特性． 第64回日本自律神
経学会 2011.10 秋田
大崎慶子， 前川講平， 井上賢治， 西村実果， 澤木潤子，

谷澤隆邦． 小児期発症紫斑病性腎炎の臨床的検討． 第

田中靖彦， 前寛， 奥田真珠美， 服部益治， 谷澤隆邦.

54回日本腎臓学会学術総会 2011.6 横浜

セフトリアキソンによる急性腎障害の一例． 第33回日本小

寺田春郎， 江原伯陽， 渡辺志伸， 多木秀雄， 服部益治，

児腎不全学会学術集会 2011.10 焼津

河盛重造， 森川智子， 土屋さなえ， 日野利治， 八若博

大塚欣敏， 中島有香， 小野淳一郎， 岡本恭明， 谷澤隆

司， 宅見晃子， 横山純好． 岐阜 兵庫県小児科医会のホ

邦． 慢性型から自然寛解後， 再帰型に移行した小児期発

ームページの取り組み． 第22回日本小児科医会総会フォーラ

症ITPの一例． 第73回日本血液学会学術集会 2011.10 名

ム 2011.6 岐阜
西山久美子， 中村寛子， 三崎真生子， 樋上敦紀， 磯野員

古屋
大塚欣敏， 小野淳一郎， 岡本恭明， 谷澤隆邦． 非血縁者

倫， 小川智美， 皆川京子， 谷澤隆邦． 複合型グリセロ

間骨髄移植後に完全ドナータイプ1 0 0％造血不全をきたし

ールキナーゼ欠損症の一例． 第47回日本周産期新生児医

たRefractory Cytopenia with Childfood（RCC）の一例.

学会学術集会 2011.7 札幌

第53回日本小児血液・小児がん学会学術集会 2011.11 前

三崎真生子， 皆川京子， 中村寛子， 西山久美子， 樋上敦

橋

紀， 磯野員倫， 小川智美， 谷澤隆邦． 新生児仮死で入

オルファットイズマエル， 嶋田明徐， 銀燕， 坂口大俊， 土

院し， 経過中に先天性中枢性肺胞低換気症候群と確定診

居崎小夜子， 村松秀城， 濱麻人， 高橋義行， 吉田奈

断された一例． 第47回日本周産期新生児医学会学術集会

央， 秋田直洋， 角南勝介， 大塚欣敏， 浅田洋二， 藤

2011.7 札幌

崎弘之， 小島勢二． 小児真性多血症と本態性血小板血

磯野員倫， 中村寛子， 三崎真生子， 西山久美子， 樋上敦
紀， 小川智美， 皆川京子， 服部益治， 谷澤隆邦， 中
島憲一郎． 覚醒剤常用母体から出生した早産児の１例.
第114回日本小児科学会学術集会 2011.8 東京
服部益治． 不慮の死をなくすために−事故から傷害予防へ.
（教育講演）第21回日本外来小児科学会年次集会 2011.8
神戸
服部益治． 傷害予防とは−チャイルドシートから考える−.
（教育講演）第58回日本小児保健協会学術集会 2011.9 名
古屋

症の遺伝子変異プロファイル． 第53回日本小児血液・小児
がん学会学術集会 2011.11 前橋
小野淳一郎， 中島有香， 岡本恭明， 大塚欣敏， 谷澤隆
邦． 治療経過中にADEMを合併したAMLの一例． 第53
回日本小児血液・がん学会学術集会 2011.11 前橋
磯野員倫， 皆川京子， 中村寛子， 三崎真生子， 西山久美
子， 樋上敦紀， 小川智美， 谷澤隆邦． 精神疾患合併妊
娠66例の検討． 第56回日本未熟児新生児学会・学術集会
2011.11 東京
樋上敦紀， 中村寛子， 三崎真生子， 西山久美子， 磯野員

Arata A， Shimomura H， Amano K， Arata S,

倫， 小川智美， 皆川京子， 谷澤隆邦． KRAS遺伝子変

Yamakawa K， Tanizawa T． The differences of the

異を認めNoonan症候群類縁疾患と診断した胎児胸水の1

respiratory network between C57BL/6 and Balb/c in

例． 第56回日本未熟児新生児学会・学術集会 2011.11 東

Dscam knockout mice． 第34回 日 本 神 経 科 学 大 会
2011.9 横浜

京
三崎真生子， 皆川京子， 西山久美子， 樋上敦紀， 磯野員

I t o - S h i g a M， K a n b a r a - K u m e N， S h i m o m u r a H ,

倫， 小川智美， 谷澤隆邦． NICU入院中にエンテロウィ

Tanizawa T， Arata A． Cyanide modulates on the

ルスに罹患した超低出生体重児の2症例． 第56回日本未熟

cervical activity in neonatal rat brainstem-spinal cord
preparation． 第34回日本神経科学大会 2011.9 横浜
宮嶋智子， 熊田知浩， 下村英毅， 齊藤景子， 日衛嶋郁子,
野崎章仁， 藤井達哉．リスペリドンのてんかん発作に対する
影響． 第45回日本てんかん学会総会 2011.10 新潟
熊田知浩， 西井龍一， 東達也， 宮嶋智子， 下村英毅,

児新生児学会・学術集会 2011.11 東京
下村英毅， 熊田知浩， 谷澤隆邦． 小児頭痛における初期
診断と経過に伴い明らかになった心理・発達の問題について
の検討． 第39回日本頭痛学会総会 2011.11 さいたま
［地方会等］
開田大， 前川講平， 西村実果， 前寛， 井上馨， 服部益
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治， 谷澤隆邦． 腎外症候性腎炎の１例． 第252回日本小
児科学会兵庫県地方会 2011.2 尼崎
西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 皆
川京子， 服部益治， 谷澤隆邦． バルプロ酸ナトリウムに
より薬剤性Fanconi症候群をきたした１例． 第252回日本小
児科学会兵庫県地方会 2011.2 尼崎
大塚欣敏， 中島有香， 小野淳一郎， 岡本恭明， 谷澤隆
邦． 幹細胞移植後に潰瘍性大腸炎を合併した急性リンパ性
白血病の一例． 第33回近畿小児がん学会 2011.2 神戸
山田英智， 澤木潤子， 奥田真珠美， 三﨑真生子， 皆川京
子， 小野淳一郎， 服部益治， 谷澤隆邦． 肝内門脈−肝
静脈シャントを合併したアラジール症候群の１例． 第24回近
畿小児科学会 2011.3 神戸
大塚欣敏， 前川講平， 澤田暁宏， 服部益治， 谷澤隆邦.
性行為感染によるHIV感染症と診断された小児患者の一
例． 第24回近畿小児科学会 2011.3 神戸
峰淳史， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 膿胸を合併した水
痘の１例． 第253回日本小児科学会兵庫県地方会 2011.5
神戸
沖津広樹， 前寛， 西村実果， 澤木潤子， 高橋千晶， 服
部益治， 谷澤隆邦． 左水腎症， 右多嚢胞性異形成腎で
胎児治療を行った1症例． 第54回兵庫県小児腎臓懇話会
2011.7 神戸

ーの1例． 第6回阪神アレルギーフォーラム 2011.2 宝塚
服部益治． 夜尿症−新しい試みをふまえた対応−． 平成22
年度西宮市小児科医会学術講演会 2011.2 西宮
磯野員倫． 新生児， 未熟児の発達と乳児健診． 芦屋保健
師研修会 2011.2 芦屋
服部益治． 小児の初期診療の対応． 小児救急医療アドバン
ス研修会 2011.2 神戸
服部益治． ワクチン予防接種の活用～ワクチンラグを取り戻す
ために～． 平成22年度豊岡市医師会学術講演会 2011.3
豊岡
服部益治． 結核の新予防対策． 宝塚市医師会学術講演会
2011.3 宝塚
服部益治． BCG個別化への対応． 宝塚市医師会学術講演
会 2011.3 宝塚
西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服
部益治， 谷澤隆邦． OEIS-complexの１例． 第56回兵庫
県腎臓研究会 2011.3 神戸
服部益治． 小児初期診療における抗菌薬の考え方． 和歌山
小児科医会学術講演会 2011.4 和歌山
服部益治． BCG接種のポイント． 寝屋川市医師会学術講演
会 2011.5 寝屋川
服部益治． 産婦人科と小児科の予防接種連携～ワクチンにた
くすこと～． 広島市臨床産婦人科医会講演会 2011.5 広島

田中靖彦， 西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶，

大塚欣敏． JACLS JMML委員会報告 JPLSG JMML-11

前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 薬剤性間質性腎炎の１例.

進捗状況について． 平成23年度JACLS総会 2011.5 大阪

第13回関西小児腎不全・移植研究会 2011.7 大阪
田中靖彦， 大崎慶子， 西岡隆文， 井上賢治， 西村実果，
前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服部益治，
谷澤隆邦． セフトリアキソンによる急性腎障害の一例． 第
13回関西小児腎不全・移植研究会 2011.7 大阪
前寛， 大崎慶子， 西村実果， 前川講平， 高木信明， 澤
木潤子， 高橋千晶， 服部益治， 谷澤隆邦． ステロイド
反応性小児ネフローゼ症候群における予後因子について.
第41回日本腎臓学会西部学術大会 2011.9 徳島
井上賢治， 西岡隆文， 大崎慶子， 峰淳史， 小野淳一郎，
前川講平， 田中靖彦， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦.
再発性急性散在性脳脊髄炎（ADEM）に対して大量γグ
ロブリン療法が奏功した一例． 第254回日本小児科学会兵
庫県地方会 2011.9 姫路
［科学研究費等班会議］
大塚欣敏． JMML委員会報告JMML-11． 平成23年度第1
回厚生労働科学研究費補助金 足立班･堀部班･牧本班･清
河班合同班会議 2011.6 名古屋
大塚欣敏． JMML委員会報告 JMML-11進捗状況． 平成23
年度第2回厚生労働科学研究費補助金 足立班･堀部班･牧
本班･清河班合同班会議 2011.11 名古屋
［研究会・講演会等］
谷澤隆邦．「子どもの脳死判定と臓器移植」．（特別講演）
広島大学小児科同門会 2011.2 広島
前寛， 西村実果， 澤木潤子， 村尾吉規， 服部益治， 谷
澤隆邦． 非即時型のアナフィラキシーを認めた卵アレルギ

大塚欣敏． JMML治療計画の進捗状況JPLSG-JMML11.
（委員会セッションシンポジウム）第16回小児骨髄異形成症
候群治療研究会 2011.5 名古屋
大塚欣敏， 小野淳一郎， 岡本恭明， 谷澤隆邦． 後腹膜腫
瘍の一 例． 第27回 兵 庫 県 小 児 血 液 腫 瘍 症 例 検 討 会
2011.6 神戸
服部益治． ワクチンで防げる病気（VPD）の考え方－今， そ
してこれから． 富山県医師会学術講演会 2011.6 富山
服部益治． 職場における熱中症の予防と対応． 平成23年度
第１回兵庫県医師会産業医研修会 2011.7 神戸
服部益治． BCG接種の個別化に向けて． 枚方市医師会学
術講演会 2011.7 枚方
田中靖彦． 無呼吸発作， 除脈と血圧低下をきたした０歳１カ月
男児． 平成23年度西宮市医師会小児科医会症例検討会
2011.9 西宮
服部益治． 感染症胃腸炎の対応−ロタウイルスワクチンの位置
付けを含め． 神戸市小児科医会学術講演会 2011.10 神戸
服部益治． 小児の初期診療の投薬法． 平成23年小児救急
医療アドバンス研修会 2011.10 神戸
服部益治． 臨床内科医に必要な小児診療−予防接種の現状
を含めて． 大阪府内科医会学術講演会 2011.10 大阪
谷澤隆邦．「子どものじん臓病−子ども達から教わったこと
−」．（特別講演）富山市小児科医会 2011.11 富山
服部益治． 生命を維持するための体液−経口補水液OS-1の
活 用． H23兵 庫 県 薬 剤 師 会 淡 路 支 部 薬 剤 師 研 修 会
2011.11 南あわじ市
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服部益治． 学校検尿および３歳児検尿の対応． 尼崎市小児
科医会学術講演会 2011.11 尼崎
大塚欣敏， 西村美果， 小野淳一郎， 岡本恭明， 谷澤隆
邦． 汎血球減少をきたした自閉症児の一例． 兵庫県小児
血液懇話会 2011.11 神戸
服部益治． ワクチンの動向， そして予防接種業務の実際.
尼崎市内科医会学術講演会 2011.12 尼崎
服部益治． 小児外来診療における投薬の動向． 小野市加東
市医師会学術講演会 2011.12 小野
志賀真理， 下村英毅， 谷澤隆邦， 荒田晶子． 低酸素状態
における新生児期の呼吸リズム． 第39回自律神経生理研究
会 2011.12 東京
■その他■
大塚欣敏． ひょうごの医療 小児がん 白血病． 神戸新聞
2010.11.6:4
服部益治． インフルエンザの傾向と対策． 毎日放送「ちち
んぷいぷい」2011.1.14
服部益治． 今後のインフルエンザの対策． 毎日放送「ちち
んぷいぷい」2011.1.24
服部益治． 予防接種行政の今後． 毎日放送「ちちんぷいぷ
い」2011.2.11
服部益治． ワクチン接種後死亡・同時接種について． 毎日放
送「ちちんぷいぷい」2011.3.10
服部益治． チャイルドファースト～ VPD ～． 淡路市民公開
講座2011 2011.3.26 南あわじ市
服部益治． 東日本大震災後の子どもの心のケア． ハッピーノー
トドットコム 2011.3.31
服部益治． 学校における熱中症・嘔吐下痢症と対応． 保健
神戸 2011;60:3-6
服部益治． 子どもの飲食と放射性物質． ハッピーノートドット
コム 2011.4.6
服部益治． 家庭の常備薬と感染症対策．ハッピーノートドットコ
ム 2011.4.14
服部益治． 外傷後ストレス障害（PTSD）
．しろうジャーナル
2011.5.15

服部益治． 産婦人科と小児科における予防接種の連携． 第
22回中河内産婦人科勉強会 2011.7 大阪
服部益治． 大流行の手足口病について． 毎日放送「ちちん
ぷいぷい」2011.7.22
服部益治． 熱中症の予防と対応−節電シェア（分配）を考え
る−． 兵庫医科大学病院NEWS．2011.17.1:1
服部益治． 子ども達の健康を脅かすもの−放射線および事故
の対応−． 平成23年度西宮市教育委員会健康教育研修
会 2011.8 西宮
服部益治． 小児外来診療における抗菌薬−オラペネムの位置
づけ． meiji社内勉強会 2011.9 大阪
服部益治． マイコプラズマ肺炎とRSウイルス細気管支炎． 毎
日放送「ちちんぷいぷい」2011.10.28
服部益治． 予防接種による産婦人科と小児科の連携． 子宮
頸がんワクチン講演会 2011.10 神戸
服部益治． 寒暖差とアレルギー． 毎日放送「ちちんぷいぷい」
2011.11.4
西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服
部益治， 谷澤隆邦． 西宮若年性ネフロンの一例． 第15
回兵庫医大小児科臨床カンファレンス 2011.11 西宮
服部益治． 東日本大震災を再考する学術集会． 兵庫県小児
科医会報 2011;56,86
服部益治． 不慮の死をなくすために−事故から傷害予防へ.
平成23年度兵庫県子育て支援ひょうごフォーラム 2011.12 神
戸
服部益治． 不 活 化ポリオ問 題． フジテレビ「とくダネ！」
2011.12.16
服部益治． 子どもの目線 で危 険 回 避． 神 戸 新 聞 2011.
12.25:17
服部益治． 子どもの発 達に合ったホームケア＆予 防を！.
Happy-Note 特別増刊号 2011.12.25:26
服部益治． 熱中症の予防と対応−節電シェア（分配）を考
える−． 兵庫医科大学病院NEWS 2011 17.1:1
大 塚 欣 敏， 小 川 啓 恭． 診 療 最 前 線 白血 病． H e a r t s
2011;4:7-8

服部益治． 原発事故に際しての子どもの飲食と放射性物質.
しろうジャーナル 2011.5.15

放射線医学

服部益治． 急病とケガに対する家庭の常備薬， そして感染症

Radiology

対策．しろうジャーナル 2011.5.15
服部益治．「不慮の死」をなくすために～事故（Accident）
から傷 害（Injury） 予 防 へ ～． 枚 方 療 育 園 勉 強 会

■著書■

2011.5.20

安藤久美子， 石藏礼一． Chiari奇形（Ⅰ/Ⅱ型）
， Dandy-

服部益治． 熱中症対策の考え方． 平成23年度神戸市教育
委員会：安全な部活動のための研修会 2011.6 神戸
高橋千晶． 子供と食育． 兵庫医科大学病院市民健康講座
2011.6 西宮
服部益治． 急性ストレス障害， そしてPTSD． Happy-Note
夏号 2011:27;44
服部益治． 熱中症． 毎日放送「ちちんぷいぷい」2011.7.1
服部益治． 予防接種の位置付け−今，これから−． 島根県
プレベナー学術講演会． 2011.7 松江

Walker奇 形， 裂 脳 症Ｍ， 異 所 性 灰白質， 脳 梁 欠 損，
多小脳回． 土屋一洋， 大久保敏之 編． 頭部画像診断の
ここが鑑別ポイント． 改訂版． 東京：羊土社， 2011:2689,274-83
石藏礼一， 安藤久美子． 全前脳胞症， 中隔−視覚異形成
症． 土屋一洋， 大久保敏之 編． 頭部画像診断のここが
鑑別ポイント． 改訂版． 東京：羊土社， 2011:270-3
前田弘彰， 小林薫， 山本聡， 廣田省三． 2）
IVR． 西口修
平 編． 肝硬変のマネジメント． 改訂版． 大阪：医薬ジャー
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ナル， 2011:173-7
■学術論文■
［総説］
上紺屋憲彦， 土井啓至， 冨士原将之． 放射線治療に伴う
粘膜障害は軽減できるか？：亜鉛製剤の有用性に迫る． 口
腔・咽頭科 2011;24:29-34

cancer care hospitals． Strahlenther Onkol 2011;3:16774
寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士，
冨士原将之， 阪上雅史． 後期高齢者における口腔・中咽
頭・下咽頭癌症例の検討． 頭頸部癌 2011;37:548-52
森寺邦康， 野口一馬， 冨士原将之， 山本聡， 高岡一樹，

勝浦尭之， 石藏礼一， 若田ゆき， 髙田恵広， 安藤久美

奥井森， 浦出雅裕． 頭頸部扁平上皮癌における超選択的

子， 廣田省三． 肉芽腫性疾患． 臨床画像 2011;27:1243-

動注化学療法併用放射線療法の治療成績．日本口腔腫瘍

53

学会誌 2011;23:129-38

廣田省三． 3.IVRと血管造影−治療における造影剤の役割
−．日獨医報 2011;56:41-8

Tsujino K， Kashihara K， Kotani S， Hayakawa K,
Imanaka K， Takada Y， Uno T， Hirata H,

麩谷博之， 石藏礼一， 圓尾圭史， 吉矢晋一． いまさら聞け

Kaneyasu Y， Sekiguchi K， Ogo E， Hirata J,

ない整形外科の検査のギモンMRI検査． 整形外科看護

Yoden E， Soejima T． A survey of patients with

2010;15:1223-7

inflammatory skin recurrence corresponding to the

上紺屋憲彦， 田ノ岡征雄． Monaco-VMATにおけるQA/

area of previous irradiation after postoperative

QCの実際：スパイラルファントムを用いたVMAT線量検証

radiotherapy for breast cancer． J Radiat Res

システム． Rad Fan 2011;9:31-2

2011;52:797-803

［原著］

Komemushi A， Takizawa K， Tanaka N， Yoshimatsu

山下達也， 山本聡， 石藏礼一， 坂本清， 琴浦規子， 城

M， Yagihashi K， Ogawa Y， Fujikawa A， Uejima

本航， 上東隼， 池内陽子． 内臓動脈瘤に対するコイル塞

I， Koike Y， Tamura T， Takahashi M， Koizumi J,

栓術後の造影3D-MRI：至適撮像条件に関する実験的検

Yamakado K， Nakatsuka S， Yoshioka T， Hirota S,

討．日本磁気共鳴医学会雑誌 2011;31:124-32

Nakamura K， Nakajima Y， Kuribayashi S， Kariya

若田ゆき， 石藏礼一， 安藤久美子， 髙田恵広， 廣田省

S， Tanigawa N， Sawada S． Differences in trocar

三， 森鑑二． 転移性脳腫瘍の3T装置におけるPRESTO

positioning within the vertebral body using two

法を用いたガンマナイフ治療前後の信号変化． 日本磁気共

different positioning methods：Effect on trainee

鳴医学会雑誌 2011;31:41-7
髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕

performance． Radiol Res Pract 2011;5
Wada R， Sawai H， Nishimura G， Isono K， Minagawa

之， 坪井慶太， 上紺屋憲彦， 廣田省三， 上田康生，

K， Takenobu T， Harada K， Tanaka H， Ishikura R,

山本新吾． 当院におけるハイリスク膀胱癌症例に対する動

Komori S． Prenatal diagnosis of Kniest dyslasia with

注化学療法併用放射線治療の現状と検討． 臨床放射線

three-dimensional helical computed tomography． J

2011;56:878-83

Matern Fetal Neonatal Med 2011;24:1181-4

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi

琴浦規子， 坂本清， 福田有子， 石藏礼一， 榎卓也， 山

K， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Shikata T,

下達也， 中江保夫． SPIO造影剤投与後の骨髄における

Tsujimura T， Hirota S． Efficacy of polaprezinc for

MR信号を捉えるための評価法．日本放射線技術学会雑誌

acute radiation proctitis in a rat model． Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2011;80:877-84

2011;67:212-20
［症例報告］

小林薫， 廣田省三， 前田弘彰， 新井桂介， 山本聡， 加

Yamano T， Ando K， Ishikrua R， Hirota S． Serial fetal

古 泰 一， 阿 知 波 左 千 子， 古 川 佳 孝， 小 竹 正 昌.

magnetic resonance imaging of cloacal exstrophy.

B-RTOにおける長時間留置法（Overnight留置）の有用

Jpn J Radiol 2011;29:656-9

性 短時間法との比較． 臨床放射線 2011;56:354-8
井上裕之， 田ノ岡征雄， 土井啓至， 三浦英治， 中川英

■学会発表■
［国際学会］

雄， 酒井敏行， 小田雅彦， 安政勝己， 坂本清， 上紺

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi

屋憲彦， 廣田省三． Cone-beam CTを用いた自動位置照

K， Miura H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T,

合における治療計画用CT画像のスライス厚の検討． Jpn J

Shikata T， Tsujimura T， Hirota S． Late rectal

Med Phys 2011;31:2-11

toxicity following irradiation in rats． European

Numasaki H， Shibuya H， Nishio M， Ikeda
H,Sekiguchi K， Kamikonya N， Koizumi M， Tago M,

Society for Therapeutic Radiology and Oncology 11th
Biennial Conference（ESTRO2011）2011.5 London

Ando Y， Tsukamoto N， Terahara A， Nakamura

Tanooka M， Inoue H， Doi H， Takada Y， Fujiwara M,

K， Mitsumori M， Nishimura T， Hareyama M,

Okuhata K， Ishimaru F， Yamashita T， Sakai T,

Teshima T． Japanese structure survey of radiation

Nakagawa H， Oda M， Yasumasa K， Sakamoto K,

oncology in 2007 with special reference to designated

Kamikonya N， Hirota S． Novel spiral phantom for
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Oncology（ASTRO 2011）2011.10 Miami Beach

verification． European Society for Therapeutic

Inoue H， Tanooka M， Doi H， Miura E， Takada Y,

Radiology and Oncology（ESTRO2011）2011.5 London

Fujiwara M， Yasumasa K， Sakamoto K， Kamikonya

Wakata Y， Ishikura R， Katsuura T， Igarashi Y,

N， Hirota S． Impact of choice of algorithm and clip

Yamazaki M， Takada Y， Ando K， Hirota S.

box position on the automatic image registration for

Metastatic brain tumor on PRESTO before and after

prostate cancer treatment．American society for

gamma knife radiosurgery． American society of

Radiation Oncology（ASTRO 2011）2011.10 Miami

Neuroradiology（ASNR 2011）2011.6 Seattle

Beach

Hirota S． Interventional radiology for pulmonary AVM.

Takada Y， Doi H， Fujiwara M， Tanooka M， Inoue H,

The 5th International Conference on Management

Miura H， Tsuboi K， Kamikonya N， Hirota S.

and Service Science（MASS 2011）2011.8 Wuhan

Diabetes， anticoagulant therapy， previous history

Inoue H， Tanooka M， Miura H， Doi H， Takada Y,

of pelvic operation：which is the true risk factor of

Fujiwara M， Yasumasa K， Sakamoto K， Kamikonya

rectal bleeding toxicity after radiation therapy for

N， Hirota S． Impact of choice of Algorithm and clip

prostate cancer patients?． Radiation Society of North

box Position on the automatic image registration for

Amerian（RSNA 2011）2011.11 Chicago

prostate cancer．
（Poster presentation）European
Multidisciplinary Cancer Congress（EMCC 2011）
2011.9 Stockholm
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura
H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T，
Hirota S． Radiation-induced microangiograthy in the

［国内学会］
勝浦尭之， 若田ゆき， 五十嵐陽子， 山崎真由子， 髙田恵
広， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三． MRIにて多発
脳梗塞を呈したHITの1症例． 第40回日本神経放射線学会
2011.2 東京
五十嵐陽子， 若田ゆき， 勝浦尭之， 山崎真由子， 髙田恵

rectum using an animal experimental model． The

広， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三． 下垂体に発生

2011 European Multidisciplinary Cancer Congress

したWegener肉芽腫症の1例． 第40回日本神経放射線学

（EMCC 2011）2011.9 Stockholm
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

会 2011.2 東京
石藏礼一， 安藤久美子， 勝浦尭之， 若田ゆき， 髙田恵

H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura T，

広， 山野理子， 五十嵐陽子， 中尾宣夫， 廣田省三.

Hirota S． Radiation-induced rectal toxicity in rats on

3T High-Resolution 3D T2WIによる膠芽腫と原発性脳悪

low-dose aspirin therapy．The 2011 European

性リンパ腫の鑑別についての検討． 第70回日本医学放射線

Multidisciplinary Cancer Congress（EMCC 2011）
2011.9 Stockholm
Kobayashi K， Hirota S， Maeda H， Yamamoto S,

学会総会 2011.4 横浜
髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕
之， 坪井慶太， 和泉正幸， 上紺屋憲彦， 廣田省三，

Achiwa S， Kako Y， Furukawa Y， Yamasaki M,

山本新吾． 当院における前立腺癌全摘後の救済放射線治

Igarashi Y， Katsuura T， Ishikura R． Transcatheter

療に関する検討． 第70回日本医学放射線学会総会 2011.4

shunt occlusion for porto-systemic encephalopathy:
interventional management and clinical outcome.
（Electronic Poster Award：Certificate of Merit）

横浜
土井啓至， 井上裕之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 上紺屋憲
彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 中村豪志， 辻村亨， 廣

Cardiovascular and Interventional Radiologcal Society

田省三． 直腸への選択的放射線照射ラットの長期自然経

of Europe（CIRSE 2011）2011.9 Munich

過とその病理組織学的検討． 第70回日本医学放射線学会

H i r o t a S．I n t e r e v e n t i o n a l r a d i o l o g y f o r p o r t a l

総会 2011.4 横浜

hypertension．Asia Pacific Society of Cardiovascular &

前田弘彰， 阿知波左千子， 小林薫， 山崎真由子， 古川佳

Interventional Radiology（APSCVIR2011）2011.9 Hanoi

孝， 加古泰一， 山本聡， 新井桂介， 井上淳一， 廣田

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

省三． 脾腎シャントによる肝性脳症に対するB-RTOの検討.

H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T,
Hirota S． Late rectal injury and microangiopathy

第70回日本医学放射線学会総会 2011.4 横浜
山野理子， 石藏礼一， 安藤久美子， 若田ゆき， 髙田恵

after irradiation：A time sequential study in rats.

広， 勝浦尭之， 山崎真由子， 中尾宣夫， 廣田省三，

American society for Radiation Oncology（ASTRO

三好康雄． 浸潤性乳癌におけるKi-67発現率とMRI所見の

2011）2011.10 Miami Beach

関連性の検討． 第70回日本医学放射線学会総会 2011.4

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

横浜

H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura T,

小林薫，廣田省三，前田弘彰，新井桂介，山本聡，阿知波

Hirota S． The impact of low-dose aspirin on radiation

左千子，加古泰一，古川佳孝，髙田恵広，若田ゆき，石

proctitis in rats． American society for Radiation

藏礼一．肝性脳症に対するIVR～ 成功の鍵と問題点～.
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（シンポジウム）第40回日本IVR学会総会 2011.5 青森
阿知波左千子， 前田弘彰， 古川佳孝， 加古泰一， 若田ゆ
き， 髙田恵広， 山本聡， 新井桂介， 小林薫， 石藏礼
一， 廣田省三． 脾腎シャントの画像的分類の検討～シャン
ト型肝性脳症に対するBRTOのために～．（シンポジウム）
第40回日本IVR学会総会 2011.5 青森
廣田省三， 山本聡， 加古泰一， 小林薫， 阿知波左千子，
古川佳孝， 前田弘彰． 肺動脈奇形に対するコイル塞栓術
～20年， 100病変の経験より～．（シンポジウム）第40回日
本IVR学会総会 2011.5 青森
前田弘彰， 小林薫， 阿知波左千子， 古川佳孝， 加古泰
一， 山本聡， 新井桂介， 石藏礼一， 廣田省三． 門脈

CTの融合．（ランチョンセミナー）第47回日本医学放射線学
会秋季臨床大会 2011.10 下関
廣田省三． −IVRの立場から−．（パネルディスカッション）第
47回日本医学放射線学会秋季臨床大会 2011.10 下関
山本聡． 頭頸部癌における動注化学療法のupdate．（教育
講演）第47回日本医学放射線学会秋季臨床大会 2011.10
下関
石藏礼一． 脳血管障害の頭部CT MRI診断．（教育講演）
第51回日本核医学会学術総会 2011.10 茨城
冨士原将之， 土井啓至， 髙田康弘， 井上裕之， 田ノ岡征
雄， 上紺屋憲彦， 廣田省三， 志方敏幸， 中山雅裕，
木村健． ポラプレジングを用いた含嗽液で放射線性口腔粘

圧亢進症の血行動態． 第40回日本IVR学会総会 2011.5

膜障害を軽減できるか． 日本放射線腫瘍学会第24回学術

青森

大会 2011.11 神戸

山本聡， 廣田省三， 古川佳孝， 阿知波左千子， 加古泰

土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 三浦英

一， 新井桂介， 小林薫， 前田弘彰， 西口修平， 今西

治， 井上裕之， 田ノ岡征雄， 中村豪志， 辻村亨， 廣

宏安， 池田直人， 飯室勇二． インターフェロン治療におけ

田省三． 低用量アスピリンの放射線直腸炎への影響−動物

るPSEの役割． 第40回日本IVR学会総会 2011.5 青森

実験モデルにおける検討−．（優秀演題賞）日本放射線腫

髙田恵広， 白川学， 五十嵐陽子， 勝浦尭之， 山崎真由
子， 若田ゆき， 内田和孝， 安藤久美子， 石藏礼一，

瘍学会第24回学術大会 2011.11 神戸
髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕

有田憲生， 廣田省三． 穿通性頭部外傷による direc CCF

之， 三浦英治， 坪井慶太， 和泉正幸， 上紺屋憲彦，

の1例． 第40回日本IVR学会総会 2011.5 青森

廣田省三． 当院における前立腺癌放射線治療後に生じた

石藏礼一． 小児中枢神経疾患のMDCT．（ランチタイムセミ
ナー）第47回日本小児放射線学会 2011.6 甲府
五十嵐陽子， 安藤久美子， 上林美弥， 勝浦尭之， 山崎真
由子， 若田ゆき， 髙田恵広， 山野理子， 石藏礼一，

直腸障害に関する考察．（優秀演題賞）日本放射線腫瘍
学会第24回学術大会 2011.11 神戸
井上裕之， 田ノ岡征雄， 土井啓至， 三浦英治， 中川英
雄， 酒井敏行， 石丸芙美子， 小田雅彦， 上紺屋憲彦，

廣田省三． 胎児MRIにて診断された先天性口腔内エプーリ

廣田省三． 前立腺IMRTにおける治療計画CT-CBCTの

ス． 第47回日本小児放射線学会 2011.6 甲府

画像照合アルゴリズムと照合範囲の検討． 日本放射線腫瘍

阿知波左千子， 前田弘彰， 山崎真由子， 古川佳孝， 加古
泰 一， 若 田 ゆ き， 山 本 聡， 小 林 薫， 廣 田 省 三.
MDCTを用いた脾腎シャントの形態分類～シャント型肝性

学会第24回学術大会 2011.11 神戸
［地方会等］
冨士原将之， 上紺屋憲彦， 田ノ岡征雄， 井上裕之， 三浦

脳症に対するBRTOのために～． 第18回日本門脈圧亢進

英治， 土井啓至， 髙田康弘， 廣田省三， 中川英雄，

症学会総会 2011.9 福岡

酒井敏行， 石丸芙美子， 小田雅彦． 前立腺癌に対する

加古泰一， 前田弘彰， 山崎真由子， 古川佳孝， 阿知波左

Monaco-VMATの初期経験． 第297回日本医学放射線学

千子， 山本聡， 小林薫， 廣田省三， 名定敏也， 城本

会関西地方会（第369回レントゲンアーベント）2011.2 大

航． 128列MDCTを用いた肝 perfusion CTでのB-RTO前

阪

後の門脈血流評価について． 第18回日本門脈圧亢進症学
会総会 2011.9 福岡
若田ゆき， 安藤久美子， 五十嵐陽子， 勝浦尭之， 石藏礼

古川佳孝， 阿知波左千子， 五十嵐陽子， 勝浦尭之， 山崎
真由子， 山野理子， 前田弘彰， 石藏礼一， 廣田省三.
腸間膜を主座とする原発性アミロイドーシスの1例． 第297

一， 琴浦規子， 橋岡亜弥， 小橋昌司， 廣田省三． 新

回日本医学放射線学会関西地方会（第369回レントゲンア

生児頭部MR画像を用いた新生児脳形状正規化の試み.

ーベント）2011.2 大阪

第39回日本磁気共鳴医学会大会 2011.9 北九州
山野理子， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三， 三好康
雄， 伊藤敬， 廣田誠一． 浸潤性乳癌のMRI所見とKi-67

上林美弥， 安藤久美子， 五十嵐陽子， 勝浦尭之， 山崎真
由子， 若田ゆき， 髙田恵広， 山野理子， 石藏礼一，
廣田省三． 先天性口腔内エプーリスの胎児性MRI． 第

発現率との関連性の検討． 第39回日本磁気共鳴医学会大

297回日本医学放射線学会関西地方会（第369回レントゲン

会 2011.9 北九州

アーベント）2011.2 大阪

勝浦尭之， 安藤久美子， 若田ゆき， 山野理子， 石藏礼

阿知波左千子， 前田弘彰， 古川佳孝， 加古泰一， 若田ゆ

一， 森鑑二， 廣田省三． Glioblastoma内のPRESTO無

き， 髙田恵広， 山本聡， 新井桂介， 小林薫， 石藏礼

信号域の分布． 第39回日本磁気共鳴医学会大会 2011.9

一， 廣 田 省 三． 脾 腎シャントの 画 像 的 検 討． 日本

北九州
廣田省三． IVR-CTの新展開−コーンビームCTとガントリー

Interventional Radiology学会第29回関西地方会（第50
回関西IVR研究会）2011.2 京都
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石藏礼一． 小児における頭のMDCT診断．（特別講演）
TOKYO MDCT FORUM 2011.2 東京

之， 古川佳孝， 阿知波左千子， 加古泰一， 山本聡，
前田弘彰， 廣田省三． 2本の肝静脈経由のループ状CVカ

山崎真由子， 山本聡， 古川佳孝， 加古泰一， 阿知波左千

テーテルによる静脈ポート留置の一例−アクセス静脈の閉塞

子， 新井桂介， 小林薫， 前田弘彰， 廣田省三． コイル

例に対する工夫−． 第18回兵庫県IVR懇話会 2011.10 神

塞 栓 術 が 有 用 で あ っ た 肝 動 脈 瘤 の 3 例． 日 本

戸

Interventional Radiology学会第30回関西地方会（第50

■その他■

回関西IVR研究会）2011.6 奈良

安藤久美子． 症例検討（2）
． 第11回MR Retroscopy勉強

土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 井上裕

会 2011.10 北九州

之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 志方敏幸， 木村健， 辻
村亨， 廣田省三． 低用量アスピリンは放射線粘膜障害を増

精神科神経科学

悪するか？−動物実験モデルでの検討−． 第298回日本医

Neuropsychiatry

学放射線学会関西地方会（第370回レントゲンアーベント）
2011.6 大阪
小田原聡一， 若田ゆき， 毛利美弥， 勝浦尭之， 五十嵐陽
子， 山崎真由子， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三.
類もやもや病を呈したクローン病の1例． 第299回日本医学
放射線学会関西地方会（第371回レントゲンアーベント）
2011.11 大阪
［研究会・講演会等］

■著書■
松永寿人． 強迫性障害（OCD）とうつ．うつ病ハンドブック.
大野裕 編 東京：金剛出版， 2011:116-23
松永寿人． DSM-5の展望．日本不安抑うつ精神科ネットワー
ク（JPNDA）
． 東京：アルタ出版， 2011:8-17
松永寿人， 前林憲誠． 強迫性障害の薬物療法． 専門医の

山野理子， 石藏礼一， 勝浦尭之， 五十嵐陽子， 山崎真由

ための精神科臨床リュミエール25 向精神病薬のリスク・ ベ

子， 安藤久美子， 廣田省三， 三好康雄， 伊藤敬， 廣

ネフィット． 樋口輝彦， 石郷岡純 編． 東京：中山書店,

田誠一． 乳癌のKi-67発現率とMRI所見との関連性の検
討． 第20回日本乳癌画像研究会 2011.2 東京
石藏礼一． 小児中枢神経疾患における画像診断． 西宮市小
児科医学会学術講演会 2011.4 西宮
山野理子． 乳腺MRI診断−一歩進んで理解する為に−.
（教育講演）第44回兵庫県磁気共鳴医学研究会 2011.6 神
戸
毛利美弥， 安藤久美子， 小田原聡一， 五十嵐陽子， 勝浦
尭之， 山崎真由子， 若田ゆき， 石藏礼一， 廣田省三.
Aicardi syndromeの一例． 第44回兵庫県磁気共鳴医学
会研究会 2011.6 神戸
安藤久美子． 急性脳症の画像診断．（教育講演）第79回阪
神画像診断研究会 2011.7 西宮
前田弘彰． 腹部IVRと技師に必要な画像知識．（招待講
演 ） 第85回 放 射 線 技 師 画 像 解 析セミナー（HITの会 ）
2011.8 大阪
石藏礼一． 頭部領域におけるMDCTの有用性．（特別講
演）第24回関西CT技術シンポジウム 2011.8 大阪
髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕
之， 三浦英治， 坪井慶太， 上紺屋憲彦， 廣田省三，
村川和重． 当院の骨転移緩和治療における放射線治療の
傾向と分析． 第36回神戸放射線腫瘍懇話会 2011.9 神戸
石藏礼一． 小児脳感染症及び急性脳症のMRI．（教育講
演）第40回断層映像研究会 2011.9 浜松
前田弘彰． 門脈圧亢進症の画像診断とIVR．（招待講演）
第102回関西循環器撮影研究会 2011.9 大阪
五十嵐陽子， 安藤久美子， 勝浦尭之， 若田ゆき， 石藏礼
一， 廣田省三． 後頭部閉鎖性脳瘤の一例−MDCTの有
用性−． 第6回小児神経放射線研究会 2011.10 京都
山崎真由子， 小林薫， 毛利美弥， 五十嵐陽子， 勝浦尭

2011:190-7
湖海正尋． 認知症の臨床． 松田暉 監， 大町弥生 編． 認
知症がよくわかる本 老々介護・認々介護に備える． 兵庫：エ
ピック， 2011:12-39
清野仁美， 松永寿人． 産婦人科領域． 堀口淳 編． 脳とこ
ころのプライマリケア第6巻 幻覚と妄想． 東京：シナジー，
2011:284-91
■学術論文■
［総説］
松永寿人． 強迫性障害「神経症性障害の治療ガイドライン」.
精神科治療学 2011;26（増刊）:56-67
松永寿人， 林田和久． 強迫スペクトラム障害の概念とその病
態， 最新の動向． 臨床精神薬理 2011;14:567-76
林田和久， 前林憲誠， 松井徳造， 松永寿人． 強迫性障害
とその治療．日本精神科病院協会雑誌 2011;30:38-43
松永寿人， 林田和久， 前林憲誠． 神経症とうつ病−合併例
の特徴と対処．日本精神科病院協会雑誌 2011;30:52-6
松 永 寿 人． 強 迫スペクトラム障 害の概 要， そして動 向.
Depression and anxiety． 2011;1:3-5
松永寿人， 林田和久． 強迫性障害の最新薬物治療ガイドラ
イン． 臨床精神薬理 2011;14:1025-31
松永寿人， 林田和久， 前林憲誠． 強迫性障害；精神疾患
の病態と診断・治療医学と薬学 2011;66:603-10
松永寿人． 強迫スペクトラム障害の展望−DSM-5改定におけ
る動向を含めて−． 精神神経学雑誌 2011;110:965-91
松永寿人． 強迫スペクトラム障害の可能性と治療−DSM-5
の 動 向と薬 物 療 法を中 心 に −． 精 神 神 経 学 雑 誌
2011;113:963-4
松永寿人． 現在における高齢者のうつ病−その特徴と治療−.
兵庫医科大学雑誌 2011;36:37-42
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Matsunaga H， Kaneko S． Proceedings of the two

松井徳造， 松田泰範， 片岡浩平， 深田亮介， 切池信夫,

symposia held to cerebrate the first aniversary of the

松 永 寿 人． disease-mongeringと慢 性 疲 労 症 候 群． 第

launch of miltazapine in Japan． CNS Drugs 2011;25
（special issue）:1-32
［原著］
松永寿人， 田中亮子， 安部博晴， 井尻章悟． 強迫性障害
患者におけるParoxetine塩酸塩水和物（パキシルⓇ錠）の

107回日本精神神経学会学術総会 2011.10 東京
［地方会等］
林田和久， 松岡考祐， 太田正幸， 湖海正尋， 松永寿人.
短期間で寛解， 復職に至った強迫性障害の一例． 第108
回近畿精神神経学会学術総会 2011.2 京都

長期使用に関する安全性と有効性の評価−強迫性障害に

三戸宏典， 清野仁美， 林田和久， 前林憲誠， 村松知拡,

対 する製 造 販 売 後 調 査 成 績より−． 臨 床 精 神 薬 理

松永寿人． 進行麻痺の一例～その診断・治療について～ .

14;2011:77-91

第108回近畿精神神経学会学術総会 2011.2 京都

Matsunaga H， Hayashida K， Maebayashi K， Mito H,

向井馨一郎， 清野仁美， 林田和久， 村松知拡， 前林憲

Kiriike N． A case series of aripiprazole augmentation

誠， 松永寿人． 奇妙な身体感覚と身体変容感を呈した転

of selective serotonin reuptake inhibito r s i n

換性障害の一例． 第108回近畿精神神経学会学術総会

treatment–refractory obsessive compulsive

2011.2 京都

disorder． Int J Psychiatry Clin Pract 15;2011:263-9
Nagata T， Matsunaga H， van Vliet I， Yamada H,
Fukuhara H， Yoshimura C， Kiriike N． Correlations

宗和将志， 太田正幸， 松永寿人． Hoarding症状を中心とし
たOCDで， Hoarding症状が寛解に至った一例． 第109回
近畿精神神経学会 2011.8 大津

between the offensive subtype of social anxiety

荒井克純， 堀尾万理， 村松知拡， 西井理恵， 松永寿人.

disorder and personality disorders． Psychiatry Clin

インターフェロン投与後躁症状を呈したC型慢性肝炎の一例.

Neurosci 2011;65:341-8

第109回近畿精神神経学会 2011.8 大津

松永寿人． 強迫性障害に対するパロキセチンのエビデンス.
脳21 2011;14:267-72
■学会発表■
［国際学会］
Yamanishi K， Yamamoto H， Okuzaki D， Watanabe Y,
Yoshida M， Nishiguchi S， Shimada K， Okamura
H， Nojima H， Yasunaga T， Yamanishi H,
Matsunaga H． Gene expression in the adrenal glands

山西恭輔， 三戸宏典， 清野仁美， 林田和久， 前林憲誠,
松井徳造， 松永寿人． 肝機能障害を合併した躁状態の患
者にオランザピンが著効した一例． 第109回近畿精神神経
学会 2011.8 大津
［研究会・講演会等］
松永寿人． 高齢者のうつ病とその対応． 西宮OCUフォーラム
2011.1 大阪
松永寿人． 神経症性障害・ストレス関連性障害の疾患の理解.

of two spontaneously hypertensive rat strains at 3

西播磨地区精神保健福祉連絡協議会研修会 2011.1 兵庫

and 6 weeks of age.16th World Congress on Advances

福原綾子． 身体表現性障害にパロキセチンが奏功した一例.

in Oncology and 14th International Symposium on
Molecular Medicine 2011.10 Rhodes Island
［国内学会］
松永寿人， 林田和久， 前林憲誠， 清野仁美， 三戸宏典,
村 松 知 拡． うつ 病 が 併 存 する強 迫 性 障 害 患 者 へ の
mirtazapine付加療法の有効性と安全性． 第3回日本不安
障害学会学術大会 2011.2 東京
松永寿人． DSM-5で不安障害はどう変わるか？． 第3回日本
不安障害学会学術大会 2011.2 東京
西井理恵， 松永寿人， 福永智栄， 村川和重． シクロスポ
リン脳症により脳萎縮をきたした一症例． 第24回日本サイコ
オンコロジー学会総会 2011.9 さいたま
松永寿人． 強迫の現在とこれから． 第11回認知療法学会
2011.9 大阪
松永寿人． 強迫スペクトラムの概要と動向． 第107回日本精神
神経学会学術総会 2011.10 東京
林田和久， 前林憲誠， 松永寿人． 大学病院精神科強迫性
障害（OCD）専門外来の受診および治療状況について；薬
物療法と認知行動療法（CBT）の併用療法に関する一年
間の前方視的検討． 第107回日本精神神経学会学術総会
2011.10 東京

第11回阪神不安気分障害研究会 2011.2 大阪
松永寿人． 皮膚科領域に見られる精神科的問題． 第24回皮
膚科心身医学療法研究会 2011.2 大阪
松永寿人． こだわりの病−強迫性障害の理解と治療−． 平
成22年度こころの健康フォーラム 2011.2 姫路
松永寿人． 強迫スペクトラム障害のこれから． 広島市精神疾
患研究会 2011.3 広島
松永寿人． 高齢者のうつ病とその対応． 平成22年度第3回兵
庫医科大学医学会総会および学術講演会 2011.3 西宮
松永寿人． 精神科における評価尺度について． 第14回精神
科薬剤師会服薬管理セミナー 2011.3 神戸
松永寿人． 緊急性を要したうつ病患者の自験例． 第3回うつ
病診連携懇話会 2011.4 兵庫
松永寿人． 不安の病気， そして病態， 治療． 第449回北九
州精神科集談会 2011.4 福岡
前林憲誠．ミルタザピンが奏功した1例． 第12回阪神臨床精
神薬理研究会 2011.6 芦屋
松永寿人． 強迫性障害の現在とこれから．（特別講演）第8
回浅香山病院精神科症例研究会 2011.7 堺
山西恭輔． 肝機能障害を合併した躁状態の患者にオランザピ
ンが著効した一例． 阪神臨床精神セミナー 2011.8 大阪

兵庫医大業績録（2011）
松永寿人． 強迫の現在とこれから．（ランチョンセミナー）第11
回日本認知療法学会 2011.9 大阪
松永寿人． 気分障害・不安障害における行動 認知行動療
法・行 動と思 考との 関 係． 第13回 感 情・行 動・認 知
（ABC）研究会 2011.10 大阪
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山西清文． 環状肉芽腫． 瀧川雅浩， 渡辺晋一 編． 皮膚
疾患最新の治療2011-2012． 東京：南江堂， 2011:125
夏秋優． ツツガムシ病， 日本紅斑熱． 瀧川雅浩， 渡辺晋一
編． 皮 膚 疾 患 最 新 の 治 療2011-2012． 東 京：南 江 堂，
2011:207

松永寿人． 強迫のこれから～その病態理解， 治療， そして

夏秋優． 漢方薬や健康食品による薬疹の特徴． 古江増隆，

DSM-5に向けて． 大分県精神科医会学術研究会 2011.10

相原道子 編． 薬疹診療のフロントライン． 東京:中山書店，
2011:265-9

大分
松永寿人． OCDの今， そしてこれから． 平成23年度第3回
和歌山県医師会精神科部会総会 2011.10 和歌山

夏秋優． ハチ刺症． 宮地良樹 編． 外来皮膚科ER最前線.
東京：メディカルレビュー社， 2011:90-3

荒井克純， 林田和久， 前林憲誠， 松永寿人． SSRI抵抗

南祥一郎， 伊藤孝明． 脂腺母斑． 皮膚科診療カラーアトラス

性の重度強迫性障害患者へblonanserine付加投与が奏功

大系8． 鈴木啓之， 神崎保 編． 東京：講談社， 2011:46-

した一例． 第17回神戸精神科臨床研究会 2011.10 神戸

7
今井康友， 山西清文， 中西憲司． アトピー性皮膚炎モデル

■その他■
松永寿人． 度を越した手洗い， 強迫性障害かも． 読売新聞

マウス． 岩倉洋一郎 編． 疾患モデルの作製と利用−免疫
疾患． 東京：エル・アイ・シー， 2011:101-6

2011.9.26:1
松永寿人． 名医のセカンド・オピニオン 強迫性障害． 週刊朝
日 新「名医」の最新治療 2012． 2011;（増刊）:394-5
松永寿人． Am J Psychiatry の表紙をデザインするという希
有な体験． 最新精神医学 16;2011:3-4
松永寿人． 手洗いや確認が止められない～強迫性障害という
病気について～． 第17回名古屋市民講演会 2011.4 名古

■学術論文■
［総説］
夏秋優． 皮膚科領域における漢方治療．日本皮膚科学会雑
誌 2010;120:2935-7
夏秋優． 植物・動物と接触皮膚炎． 日本皮膚科学会雑誌
2011;121:2043-8
夏秋優． 虫刺症に伴うアナフィラキシーショックに対する処置.

屋
松永寿人． 強迫性障害の臨床と治療． 第24回近畿地区精
神科合同卒後研修講座 2011.7 大阪
松永寿人． 精神医学と夢「夢」八夜． 平成23年度インターカ
レッジ西宮 大学共同講座 2011.9 西宮
松永寿人． 高齢者のうつ病の現状と対策． 西宮市健康講座

皮膚病診療 2011;33:150-3
夏秋優．「 虫 刺され 」 と思うが …？． Medical Practice
2011;28:756-64
伊藤孝明． Klippel-Trenaunay 症 候 群． Visual
Dermatology 2011;10:928-30
［原著］

2011.10 西宮
松永寿人． 強迫症状をもつ精神障害～その臨床像と治療～ .
米子エビリファイ発売記念講演会 2011.11 米子
湖海正尋． 抗うつ薬におけるアクチベーションシンドローム． 和
歌山精神神経科診療所協会 2011.11 和歌山
林田和久．リスパダールコンスタの使用経験． 統合失調症を

Imai Y， Tsuda T， Aochi S， Futatsugi-Yumikura S,
Sakaguchi Y， Iwatsuki K， Yamanishi K． YKL-40
（chitinase 3-like-1）as a biomarker for psoriasis
vulgaris and pustular psoriasis． J Dermatol Sci
2011;64:75-7
Aochi S， Tsuji K， Sakaguchi M， Huh N， Tsuda T,

考える会 2011.4 尼崎

Yamanishi K， Komine M， Iwatsuki K． Markedly

皮膚科学

Dermatology

elevated serum levels of calcium-binding S100A8/A9
proteins in psoriatic arthritis are due to activated
monocytes/macrophages． J Am Acad Dermatol
2011;64:879-87

■著書■
Yamanishi K． Ichthyosis， Ichthyosis Syndromes． In：

Itoh M， Kawamoto T， Tatsukawa H， Kojima S,
Yamanishi K， Hitomi K． In situ detection of active

Ogawa H， Ishibashi Y， Kitajima Y， Otsuka F，

transglutaminases for keratinocyte type（TGase 1）

Hashimoto T， Manabe M eds． The Color Atlas of

and tissue type（TGase 2）using fluorescence-labeled

Disorders of Keratinization． Tokyo:Kyowa Kikaku，

highly reactive substrate peptides． J Histochem

2011:77-81,90-1

Cytochem 2011;59:180-7

山西清文． 孔性苔癬． 山口徹， 北原光夫， 福井次矢 編.

Kitagawa H， Yamanaka K， Kakeda M， Inaba H，

今日の治療指針 2011年版． 東京：医学書院， 2011:1037

Imai Y， Gabazza EC， Kurokawa I， Mizutani H.

山西清文． シェーグレン・ラルソン症候群． 井村裕夫， 福井

Propionibacterium acnes vaccination induces

次矢， 辻省次 編． 症候群ハンドブック． 東京:中山書店，

regulatory T cells and Th1 immune responses and

2011:54

improves mouse atopic dermatitis． Exp Dermatol
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2011;20:157-8

今井康友， 善本知広， 善本隆之， 中西憲司， 山西清文.

西村明子， 夏秋優， 山西清文． 健常人における漢方薬によ

IL-27トランスジェニックマウスではDNFBの接触過敏症が減

るリンパ球刺激試験に関する検討． 皮膚の科学 2010;9:452-

弱している． 第41回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会

7

総会学術大会 2011.7 甲府

夏秋優． 虫刺症における痒診． 皮膚病診療 2011;33:1215-8
［症例報告］
Yamamoto M， Imai Y， Nakagawa N， Yamanishi K.
Lichen planus-like dermatosis distributed along the
lines of Blaschko． J Dermatol 2011;38:190-1
武井怜子， 今井康友， 東田千春， 中川登， 山西清文． び

吉見宣子， 夏秋優， 山西清文． マウス接触過敏反応におけ
る即時型反応に関する検討． 第41回日本皮膚アレルギー・
接触皮膚炎学会総会学術大会 2011.7 甲府
伊藤孝明． 下腿の痛みを伴う紅斑と硬結． 第26回日本皮膚
外科学会総会・学術集会 2011.8 富山
古川紗綾佳， 中川登， 石村直也， 羽田孝司， 谷口怜子，

まん性大細胞型B細胞リンパ腫と急性骨髄単球性白血病を

伊藤孝明， 山西清文． 左上腕から左肩甲部まで連続した

合併した菌状息肉症． Skin Cancer 2011;25:388-9

静脈奇形（Venous Malformation：VM）の1例．第26回

長岡悠美， 今井康友， 津田達也， 夏秋優， 山西清文,
津田健吉．インターフェロンβ-1b投与中の多発性硬化症に生
じた尋常性乾癬． 皮膚科の臨床 2011;53:273-6
長 岡 悠 美， 夏 秋 優， 中 川 登， 宮 本 園 子， 山 西 清 文.
Microvenular Hemangiomaの1例． 皮 膚 科 の 臨 床
2011;53:536-7
羽田孝司， 夏秋優， 山西清文． 経口腸管洗浄剤ニフレックⓇ
によるアナフィラキシーの1例． 皮膚の科学 2011;10:199-202
■学会発表■
［国際学会］
Imai Y， Yamanishi K． Serum cytokine and chemokine

日本皮膚外科学会総会・学術集会 2011.8 富山
真鍋蘭， 今井康友， 山西清文， 青地聖子， 岩月啓氏． 膿
疱性乾癬の病勢と血中YKL-40（Chitinase 3-Like-1）値
の検討． 第26回日本乾癬学会学術大会 2011.9 狭山
古川紗綾佳， 今井康友， 真鍋蘭， 山西清文． 急性汎発性
発疹性膿疱症（AGEP）を契機として発症した膿疱性乾癬
の１例． 第26回日本乾癬学会学術大会 2011.9 狭山
［地方会等］
古川紗綾佳， 中川登， 羽田孝司， 伊藤孝明， 夏秋優，
山西清文． Cutaneous myxomaの１例． 第423回日本皮
膚科学会大阪地方会 2011.2 大阪

profiles and correlation of disease severity in pustular

黄昌弘， 今井康友， 中川登， 上田英一郎， 伊藤孝明，

psoriasis． 22nd World Congress of Dermatology

夏秋優， 山西清文． 過角化を伴う単発性結節型病変を呈

2011.5 Seoul

した血管肉腫の1例． 第424回日本皮膚科学会大阪地方会

Yamanishi K， Yamamoto M， Nakagawa N， Sakaguchi

2011.3 大阪

Y， Mizuno Y， Suga Y． Disulfide cross-linking

大桒久弥， 田村邦宣， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾，

proceeds in the epidermis after the assembly of

神谷瞳， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田理

loricrin by transglutaminase 1． 2nd Continental

沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀，

Congress of Dermatology of the International Society

山田秀哉， 田端千春， 中野孝司， 鳥井郁子， 西上隆

of Dermatology（CCD）2011.7 St.Petersburg
I m a i Y， Y a s u d a K， Y o s h i m o t o T， N a k a n i s h i k ,
Yamanishi K． Contribution of IL-33 and Nuocyte to
Experimental Allergic Dermatitis．XXⅡ World
Allergy Congress 2011.12 Cancun
Imai Y， Yoshimoto T， Yamanishi K， Nakanishi K,
Yoshimoto T． IL-27 inhibits CD8-positive IL-17-

之， 辻村亨， 夏秋優， 山西清文． 広汎な皮下浸潤を来
した肺 腺 癌 の1例． 第94回日本 肺 癌 学 会 関 西 支 部 会
2011.7 大阪
富永千春， 今井康友， 山西清文， 黒川一郎． 顔面に発症
した糖尿病性浮腫性硬化症の１例． 第427回日本皮膚科学
大阪地方会 2011.10 大阪
伊藤孝明． 下腿潰瘍・静脈瘤のアプローチ法．（教育講演）

producing T cell（Tc17 cell）differentiation：A navel

第63回日本皮膚科学会西部支部学術大会 2011.10 那覇

therapeutic way for dermatitis． The 36th Annual

夏秋優． 虫によるアレルギーと皮膚炎．（シンポジウム）第66回

Meeting of the Japanese Society for Investigative

日本衛生動物学会西日本支部大会・第6回日本衛生動物学

Dermatology（JSID）2011.12 Kyoto
［国内学会］
夏秋優．トコジラミ刺症による皮膚炎とその診断． 第63回日本
衛生動物学会 2011.4 東京

会西日本支部例会 2011.10 金沢
夏秋優． 医動物学的知識の重要性とその普及に向けて． 第
66回日本衛生動物学会西日本支部大会・第6回日本衛生動
物学会西日本支部例会 2011.10 金沢

夏秋優． アトピー性皮膚炎患者における不眠に対する加味帰

吉見宣子， 黒川一郎， 山西清文， 覚野綾子， 螺良愛郎.

脾湯の効果． 第62回日本東洋医学会学術総会 2011.6 札

糖 尿 病 患 者 に 生じ た generalized emptive clear cell

幌

syringomaの１例． 第62回日本皮膚科学会中部支部学術

伊藤孝明． 足潰瘍を上手に（上足に？）治すコツ．（シンポジ
ウム）第27回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会
2011.6 大阪

大会 2011.11 四日市
吉見宣子， 黒川一郎， 山西清文， 覚野綾子， 螺良愛郎.
脂漏性角化症の組織学的分類におけるケラチン， フィラグリ
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ン発現の検討． 第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
2011.11 四日市
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秀， 門野岳史， 小寺雅也， 川上民裕， 川口雅一， 久
木野竜一， 幸野健， 境恵祐， 高原正和， 谷岡未樹，

富永千春， 夏秋優， 山西清文． 粘液水腫性苔癬の１例.

中西健史， 中村泰大， 橋本彰， 林昌浩， 藤本学， 藤原

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2011.11 四日市

浩， 松尾光馬， 間所直樹， 山崎修， 吉野雄一郎， 立

羽田孝司， 石村直也， 今井康友， 伊藤孝明， 山西清文，

花隆夫， 尹浩伸． 創傷・熱傷ガイドライン委員会報告−１：

黒川 一 郎， 螺 良 愛 郎． Intradermal invasive eccrine
porocarcinomaの１例． 第428回日本皮膚科学会大阪地方
会 2011.12 大阪
［科学研究費等班会議］
今井康友， 山西清文 他2名． 膿疱性乾癬における血中YKL

創傷一般．日本皮膚科学会雑誌 2011;121:1539-59
立花隆夫， 今福信一， 入澤亮吉， 大塚正樹， 門野岳史，
藤原浩， 浅野善英， 安部正敏， 石井貴之， 爲政大幾，
伊藤孝明， 井上雄二， 大塚幹夫， 小川文秀， 小寺雅
也， 川上民裕， 川口雅一， 久木野竜一， 幸野健， 境

−40（Chitinase3-Like-1）とサイトカイン濃度の相関性につ

恵祐， 高原正和， 谷岡未樹， 中西健史， 中村泰大， 橋

いて． 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究

本彰， 長谷川稔， 林昌浩， 藤本学， 前川武雄， 松尾

事業「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班」平成23

光馬， 間所直樹， 山崎修， 吉野雄一郎，レパヴー・アン

年度第1回総会 2011.7 東京

ドレ， 尹浩伸． 創傷・熱傷ガイドライン委員会報告−2：褥

夏秋優． 基盤B課題に関してベクター絡みアレルギーの検討.
日本学術振興会科学研究補助金基盤研究「東アジア共通
性マダニが媒介する新興アナプラズマ症， 紅斑熱群， ライ
ム病の分子疫学」班会議 2011.11 広島

瘡診療ガイドライン． 日本皮膚科学会雑誌 2011;121:1791839
爲政大幾， 安部正敏， 中西健史， 松尾光馬， 山崎修，
浅野善英， 石井貴之， 伊藤孝明， 井上雄二， 今福信

今井康友， 山西清文． IL-27によるTc17誘導の抑制−膿疱

一， 入澤亮吉， 大塚正樹， 大塚幹夫， 小川文秀， 門

性乾癬の新たな制御を目指して−． 厚生労働科学研究費

野岳史， 小寺雅也， 川上民裕， 川口雅一， 久木野竜

補助金難治性疾患克服研究事業「稀少難治性皮膚疾患に

一， 幸野健， 境恵祐， 高原正和， 谷岡未樹， 中村泰

関する調査研究班」平成23年度第2回総会 2011.12 東京
［研究会・講演会等］
伊藤孝明． 下肢〜足潰瘍の診断と治療． 第18回吹田皮膚
科・形成外科医会 2011.1 吹田
夏秋優， 倉本賢， 田中靖， 葛西真治， 冨岡隆史． 兵庫県
におけるアタマジラミ症の現状． 第93回兵庫県皮膚科医会
総会・学術集談会 2011.6 神戸

大， 橋本彰， 長谷川稔， 林昌浩， 藤本学， 藤原浩，
前川武雄， 間所直樹， 吉野雄一郎，レパヴー・アンドレ，
立花隆夫， 尹浩伸． 創傷・熱傷ガイドライン委員会報告−
3：糖尿病性潰瘍・壊疽ガイドライン． 日本皮膚科学会雑誌
2011;121:1997-2035
藤本学， 浅野善英， 石井貴之， 小川文秀， 川上民裕，
小寺雅也， 安部正敏， 爲政大幾， 伊藤孝明， 井上雄

中川登， 古川紗綾佳， 石村直也， 羽田孝司， 谷口怜子，

二， 今福信一， 入澤亮吉， 大塚正樹， 大塚幹夫， 門

伊藤孝明， 山西清文． 左上腕から左肩甲部まで連続した

野岳史，川口雅一，久木野竜一，幸野健，境恵祐，高原正

静脈奇形（Venous Malformation：VM）の1例． 第8回

和，谷岡未樹，中西健史，中村泰大，橋本彰，長谷川稔，

血管腫・血管奇形研究会 2011.7 名古屋

林昌浩，藤原浩，前川武雄，松尾光馬，間所直樹，山崎

山西清文， 山本雅章， 坂口祥子， 福永淳． 夏季に増悪す

修，吉野雄一郎，レパヴー・アンドレ，立花隆夫，尹浩伸．創

るbathing suit ichthyosis． 第26回角化症研究会 2011.7

傷・熱傷ガイドライン委員会報告−4：膠原病・血管炎にとも

東京

なう皮 膚 潰 瘍 診 療ガイドライン．日本 皮 膚 科 学 会 雑 誌

伊藤孝明． 足～下腿潰瘍の診断と治療−おもに， 循環障害
による足～下腿潰瘍について−．（基調講演）第6回北摂
皮膚アレルギー懇話会 2011.7 高槻

2011;121:2187-223
伊藤孝明， 久木野竜一， 高原正和， 谷岡未樹， 中村泰
大， 浅野善英， 安部正敏， 石井貴之， 爲政大幾， 井

I m a i Y， Y a s u d a K， Y o s h i m o t o T，N a k a n i s h i K ,

上雄二， 今福信一， 入澤亮吉， 大塚正樹， 大塚幹夫，

Yamanishi K． Contribution of IL-33 and nuocyte to

小川文秀， 門野岳史， 川上民裕， 川口雅一， 幸野健，

experimental allergic dermatitis． 第25回表皮細胞研究

小寺雅也， 境恵祐， 中西健史， 橋本彰， 長谷川稔，

会 2011.10 横浜

林昌浩， 藤本学， 藤原浩， 前川武雄， 松尾光馬， 間

夏秋優． 医師国家試験とダニ；兵庫医科大学で経験したダニ

所直樹， 山崎修， 吉野雄一郎，レパヴー・アンドレ， 立

関連疾患の重要性．（教育講演）第19回ダニと疾患のイン

花隆夫， 尹浩伸． 創傷・熱傷ガイドライン委員会報告−5：

ターフェイスに関するセミナー（SADI）2011.11 安芸

下腿潰瘍・下肢静脈瘤診療ガイドライン． 日本皮膚科学会

石村直也． 両踵部を残せた両下肢重症虚肢の治療経験.
第24回皮膚科糖尿病循環障害研究会 2011.11 大阪

雑誌 2011;121:2431-48
吉野雄一郎， 大塚幹夫， 川口雅一， 境恵祐， 橋本彰，

■その他■

林昌浩， 間所直樹， 浅野善英， 安部正敏， 石井貴之，

井上雄二， 長谷川稔， 前川武雄，レパヴー・アンドレ， 浅

爲政大幾， 伊藤孝明， 井上雄二， 今福信一， 入澤亮

野善英， 安部正敏， 石井貴之， 伊藤孝明， 爲政大幾，

吉， 大塚幹夫， 小川文秀， 門野岳史， 川上民裕， 久

今福信一， 入澤亮吉， 大塚正樹， 大塚幹夫， 小川文

木野竜一， 幸野健， 小寺雅也， 高原正和， 谷岡未樹，
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中西健史， 中村泰大， 長谷川稔， 藤本学， 藤原浩， 前

の1例．日本臨床外科学会雑誌 2011;72:1277-82

川武雄， 松尾光馬， 山崎修，レパヴー・アンドレ， 立花

鈴村和大， 岡田敏弘， 宇山直樹， 藤元治朗． 腹腔鏡下に

隆夫， 尹浩伸． 創傷・熱傷ガイドライン委員会報告−6：熱

て切除しえた特発性腸間膜血腫の1例．日本内視鏡外科学

傷診療ガイドライン． 日本皮膚科学会雑誌 2011;121:3279-

会雑誌 2011;16:463-7
鈴村和大， 平野公通， 飯室勇二， 杉本貴昭， 宇山直樹，

306
今井康友． 表皮特異的Rafトランスジェニックマウスは好中球依

佐竹真， 中正恵二， 藤元治朗． 卵巣様間質を伴う胆管

存性に乾癬様の皮膚炎を発症する背景． 2nd JSID Young

嚢胞腺癌の1例． 日本消化器外科学会雑誌 2011;44:978-

Academician-Fostering Seminar 2011.2 沖縄

84
鈴村和大， 黒田暢一， 飯室勇二， 岡田敏弘， 小坂久，

外科学

Surgery

肝・胆・膵外科

Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

宇多優吾， 末岡英明， 岡本共弘， 栗本亜美， 藤元治
朗． 幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を施行した超高齢者
の十二指腸乳頭部癌の1 例． 日本外科系連合学会誌
2011;36:641-4
鈴村和大， 飯室勇二， 平野公通， 麻野泰包， 中井紀博,
藤元治朗． 肝細胞癌と胆管細胞癌の同時性重複癌の1例.

■著書■
岡田敏弘， 藤元治朗． 腹腔鏡検査． 松田暉， 荻原俊男,
難波光義， 鈴木久美， 林直子 編． 疾病と検査． 東京：
南江堂， 2010:220-1
大橋浩一郎， 藤元治朗． 肝胆膵の画像診断. 渡邊昌彦,
國土典宏， 土岐祐一郎 監． 消化器外科学レビュー2011.
東京：総合医学社， 2011:239-44
■学術論文■
［総説］

日本外科系連合学会誌 2011;36:992-7
鈴村和大， 飯室勇二， 大橋浩一郎， 平野公通， 麻野泰
包， 吉田康彦， 裵正寛， 中井紀博， 矢田章人， 藤元
治朗． 自家大腿筋膜で腹壁再建をした腹壁デスモイド腫瘍
の1例．日本外科系連合学会誌 2011;36:1027-30
■学会発表■
［国際学会］
Iimuro Y， Okada T， Hirano T， Saito S， Asano Y,
Uyama N， Yoshida Y， Suzumura K， Kondo Y,

Seki E， Park E， Fujimoto J． Toll-like receptor

Fujimoto J． Preceded laparoscopic splenectomy and

signaling in liver regeneration， fibrosis and

hepatic resection could make an alternative option for

carcinogenesis． Hepatol Res 2011;41:597-610

surgical treatment of HCC with severe

飯室勇二． 総胆管輪状狭窄症． 日本臨牀 2011;（別冊 肝・
胆道系症候群Ⅲ）:180-3
［原著］

hypersplenism． 21st Conference of the Asian Pacific
Association for the Study of the Liver（APASL2011）
2011.2 Bangkok

Hoshikawa Y， Kanki K， Ashla A， Arakaki Y,

Suzumura K， Okada T， Iimuro Y， Asano Y， Yoshida

A z u m i J， Y a s u i T， T e z u k a Y， M a t s u m i Y ,

Y， Kuroda N， Hirano T， Oh K， Saito S， Uyama N,

Tsuchiya H， Kurimasa A， Hisatome I， Hirano T,

Satake M， Kondo Y， Nakai N， Uda Y， Fujimoto J.

Fujimoto J， Kagechika H， Shomori K， Ito H,

A case of adenoendocrine cell carcinoma of the

Shiota G． c-Jun N-terminal kinase activation by

gallbladder． 21st Conference of the Asian Pacific

oxidative stress suppresses retinoid signaling through

Association for the Study of the Liver（APASL2011）

proteasomal degradation of retinoic acid receptor α
protein in hepatic cells． Cencer Sci 2011;102:934-41
［症例報告］

2011.2 Bangkok
Okamoto T， Iimuro Y， Suzumura K， Yoshida Y,
Asano Y， Saito S， Okada T， Kuroda N， Hirano T,

Iimuro Y， Asano Y， Suzumura K， Yada A， Hirano T,

Fujimoto J． Two cases of G-CSF-producing

Iijima H， Nishiguchi S， Hirota S， Fujimoto J.

hepatobiliary malignant tumor with diffused FDG

Primary squamous cell carcinoma of the liver：an

accumulation in bone marrow on PET-CT． 21st

uncommon finding in contrast-enhanced

Conference of the Asian Pacific Association for the

ultrasonography imaging． Case Rep Gastroenterol

Study of the Liver（APASL2011）2011.2 Bangkok

2011;5:628-35

Kuroda N， Satake M， Iimuro Y， Hirano T， Okada T,

S u z u m u r a K， O k a d a T， S a t a k e M， F u j i m o t o J .

Asano Y， Yoshida Y， Suzumura K， Kondo Y， Nakai

Laparoscopic splenectomy for inflammatory

N， Uda Y， Sueoka H， Fujimoto J． Usefulness of

pseudotumor of the spleen． Hepatogastroenterology

the clamp-crushing technique for pancreatic

2011;58:1909-11

transection in pancreatoduodenectomy． 45th Annual

鈴村和大， 岡田敏弘， 吉田康彦， 近藤祐一， 飯室勇二,
藤元治朗． 腹腔鏡下に切除した卵巣癌術後孤立性脾転移

Pancreas Club Meeting 2011.5 Chicago
Kondo Y， Kuroda N， Iimuro Y， Hirano T， Okada T,
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Asano Y， Uyama N， Satake M， Yoshida Y,

Yokohama

Suzumura K， Fujimoto J． Application of a 3-D virtual

Hirano T， Iimuro Y， Kuroda N， Okada T， Uyama N,

pancreatic resection simulation system to

Yamanaka J， Fujimoto J． Surgical outcome and

pancreaticoduodenectomy． 45th Annual Pancreas

prognostic

Club Meeting 2011.5 Chicago

cholangiocarcinoma：single-institution experience of 82

Ohashi K， Yoshimoto T， Kosaka H， Nakanishi K,
Fujimoto J． Hepatocyte growth factor inhibited

factors

in

intrahepatic

patients． International Surgical Week（ISW2011）
2011.8 Yokohama

adhesion formation after hepatectomy by regulating

Kuroda N， Iimuro Y， Hirano T， Okada T， Asano Y,

Interferon-Gamma and Plasminogen Activator

Uyama N， Satake M， Fujimoto J． Usefulness of the

Inhibitor-1（PAI-1）in mice． Digestive Disease Week

clamp-crushing technique for pancreatic transection

2011（DDW2011）2011.5 Chicago

in pancreatoduodenectomy． International Surgical

U y a m a N， I i m u r o Y， K a w a d a N， R e y n a e r t H ,

Week（ISW2011）2011.8 Yokohama

Suzumura K， Satake M， Okada T， Hirano T， Kuroda

Suzumura K， Kuroda N， Iimuro Y， Yoshida Y,

N， Fujimoto J． Fascin， an actin bundlling protein,

Fujimoto J． A resectable case of the double cancer of

can be a novel marker of human hepatic stellate cells

duodenum and pancreas． International Surgical Week

and may regulate functions of Hscs through FAKPI3K-AKT pathway． Digestive Disease Week 2011
（DDW2011）2011.5 Chicago

（ISW2011）2011.8 Yokohama
Hai S， Yoshida Y， Yada A， Iimuro Y， Kuroda N,
Hirano T， Okada T， Asano Y， Fujimoto J.

Fujimoto J， Iimuro Y， Yada A， Kondo Y， Saito S,

Xanthogranulomatous inflammation of the pancreas

Sueoka H， Ohashi K． Impact of preoperative 3D

mimicking a pancreatic neoplasm：a case report.

hepatectomy simulation system for liver resection and

Joint Meeting of the 4th Asian-Oceanic Pancreas

transplantation：Application to various kind of liver

Association and 2011 Annual Congress of the Korean

resection procedure． 46th Annual Congress of the

Pancreatobiliary Association 2011.9 Jeju

European Society for Surgical Research（ESSR2011）
2011.5 Aachen

Ohashi K， Kuroda N， Uda Y， Iimuro Y， Hirano T,
Okada T， Asano Y， Uyama N， Yoshida Y， Fujimoto

Ohashi K， Yoshimoto T， Kosaka H， Nakanishi K,

J． Two cases of intraductal papillary mucinous

Fujimoto J． Hepatocyte growth factor prevented

neoplasm of the pancreas forming giant unilocular

abdominal adhesion formation after hepatectomy by

cyst． Joint Meeting of the 4th Asian-Oceanic

regulating interferon-γ and plasminogen activator

Pancreas Association and 2011 Annual Congress of

inhibitor-1． 46th Annual Congress of the European

the Korean Pancreatobiliary Association 2011.9 Jeju

Society for Surgical Research（ESSR2011）2011.5

Kondo Y， Kuroda N， Iimuro Y， Hirano T， Okada T,

Aachen
Sueoka H， Hirano T， Uyama N， Iimuro Y， Yada A,

Asano Y， Uyama N， Yoshida Y， Suzumura K,
Fujimoto J． Application of a 3-D virtual pancreatic

Ohashi K， Fujimoto J． Blockage of chemokine

resection

receptor， CXCR2， suppresses cell proliferation,

pancreaticoduodenectomy． Joint Meeting of the 4th

migration and invasion in intrahepatic

Asian-Oceanic Pancreas Association and 2011 Annual

cholangiocellular carcinoma． 46th Annual Congress

Congress of the Korean Pancreatobiliary Association

of the European Society for Surgical Research
（ESSR2011）2011.5 Aachen

simulation

system

to

2011.9 Jeju
Kuroda N， Hirano T， Okada T， Asano Y， Yoshida Y,

Uyama N， Iimuro Y， Kuroda N， Hirano T， Okada T,

Suzumura K， Kondo Y， Nakai N， Uda Y， Fujimoto

Asano Y， Suzumura K， Fujimoto J． A novel small

J． Usefulness of the clamp-crushing technique for

molecule inhibitor of FAK inhibits the ability of

transection

proliferation and invasion of human

pancreatoduodenectomy． Joint Meeting of the 4th

cholangiocarcinoma cell lines in vitro． International

Asian-Oceanic Pancreas Association and 2011 Annual

Surgical Week（ISW2011）2011.8 Yokohama

Congress of the Korean Pancreatobiliary Association

Iimuro Y， Okada T， Yada A， Kondo Y， Uyama N,

of

soft

pancreas

in

2011.9 Jeju

Asano Y， Hirano T， Fujimoto J． Laparoscopic

Iimuro Y， Kondo Y， Suzumura K， Hai S， Uyama N,

splenectomy could make an alternative surgical

Y o s h i d a Y， A s a n o Y， H i r a n o T， F u j i m o t o J .

treatment for HCC with impaired liver function in

Changes in blood flow in portal branches possibly

case of lack in liver graft for transplantation.

regulate non-uniform regional regeneration in human

International Surgical Week（ISW2011）2011.8

liver after hepatic resection． 16th International
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Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid
（2011ISCHS）2011.9 Florence

gene abnormality in liver tissues in patients with
chronic viral hepatitis C and the insulin resistance.

U y a m a N， I i m u r o Y， K a w a d a N， R e y n a e r t H ,

The 62nd Annual Meeting of the American

Suzumura K， Hirano T， Kuroda N， Fujimoto J.

Association for the Study of Liver Diseases

Expression of fascin in human non-cancerous liver and

（AASLD2011）2011.11 San Francisco

hepatocellular carcinoma and its function of hepatic

Aizawa N， Enomoto H， Iwai T， Takashima T， Sakai Y,

stellate cells． 16th International Symposium on Cells

Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M,

of the Hepatic Sinusoid（2011ISCHS）2011.9 Florence

Imanishi H， Iijima H， Iimuro Y， Fujimoto J,

Fujimoto J， Iimuro Y， Hirano T， Yamanaka J， Kondo

Nishiguchi S． Sustained pathological alterations in

Y， Hai S， Kurimoto A． Impact of preoperative

the liver after hepatitis C virus eradication． The

hepatectomy simulation system for liver resection:

62nd Annual Meeting of the American Association for

application to various kind of liver resection

the Study of Liver Diseases（AASLD2011）2011.11

procedures． 21st World Congress of the International
Association of Surgeons， Gastroenterologists and
Oncologists（IASGO2011）2011.11 Tokyo

San Francisco
Iimuro Y， Kondo Y， Hai S， Nakai N， Suzumura K,
Uyama N， Yoshida Y， Asano Y， Okada T， Kuroda

Yamanaka J， Kondo Y， Okada T， Hirano T， Asano Y,

N， Hirano T， Iijima H， Nishiguchi S， Fujimoto J.

Iimuro Y， Fujimoto J． Three-dimensional MDCT

Preceded laparoscopic splenectomy and following

simulation for preoperative planning of minimally

hepatic resection could make an alternative option for

invasive laparoscopic hepatectomy． 21st World

surgical treatment of HCC with severe hypersplenism

Congress of the International Association of Surgeons,

and impaired liver function． The 62nd Annual

Gastroenterologists and Oncologists（IASGO2011）

Meeting of the American Association for the Study of

2011.11 Tokyo

Liver Diseases（AASLD2011）2011.11 San Francisco

Fujimoto J， Iimuro Y， Hirano T， Yamanaka J， Kondo

Hai S， Iimuro Y， Hirano T， Kondo Y， Kurimoto A,

Y， Hai S， Kurimoto A． Hepatic resection in liver

Fujimoto J． The efficacy of preoperative portal vein

cirrhosis． 21st World Congress of the International

embolization for major hepatectomy． The 62nd

Association of Surgeons， Gastroenterologists and

Annual Meeting of the American Association for the

Oncologists（IASGO2011）2011.11 Tokyo

Study of Liver Diseases（AASLD2011）2011.11 San

Kondo Y， Iimuro Y， Kuroda N， Hirano T， Okada T,

Francisco

Asano Y， Uyama N， Suzumura K， Nakai N， Hai S,

Tanaka H， Iijima H， Shibata Y， Iwai T， Takashima T,

Uda Y， Sueoka H， Ohashi K， Fujimoto J.

Sakai Y， Aizawa N， Ikeda N， Iwata K， Iwata Y,

Application of 3-D hepatectomy simulation program

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， I i m u r o Y ,

to cholangiocarcinoma． 21st World Congress of the

Fujimoto J， Nishiguchi S． Early response monitoring

International Association of Surgeons,

of sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma

Gastroenterologists and Oncologists（IASGO2011）

patients using contrast enhanced ultrasonography.

2011.11 Tokyo

The 62nd Annual Meeting of the American

Hai S， Iimuro Y， Yoshida Y， Yada A， Kuroda N,
Hirano T， Okada T， Asano Y， Uyama N， Suzumura

Association for the Study of Liver Diseases
（AASLD2011）2011.11 San Francisco

K， Kondo Y， Nakai N， Fujimoto J． A case of

Iijima H， Tanaka H， Yoshida M， Iwai T， Takashima T,

hepatocellular carcinoma detected after parturition.

Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y,

21st World Congress of the International Association

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， I i m u r o Y ,

of Surgeons， Gastroenterologists and Oncologists

Fujimoto J， Nishiguchi S． VTTQ（Virtual Touch

（IASGO2011）2011.11 Tokyo

Tissue Quantification）for evaluation of liver tumors.

Ohashi K， Iimuro Y， Suzumura K， Uda Y， Hirano T,

The 62nd Annual Meeting of the American

Fujimoto J． Hepatocellular carcinoma with congestive

Association for the Study of Liver Diseases

liver． 21st World Congress of the International
Association of Surgeons， Gastroenterologists and
Oncologists（IASGO2011）2011.11 Tokyo

（AASLD2011）2011.11 San Francisco
Kondo Y， Iimuro Y， Hirano T， Hai S， Kurimoto A,
Fujimoto J． Clinicopathological features of

Aizawa N， Enomoto H， Iwai T， Takashima T， Sakai Y,

hepatocellular carcinoma in patients without chronic

Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M,

hepatitis B virus nor hepatitis C virus infection． The

Imanishi H， Iijima H， Iimuro Y， Fujimoto J,

62nd Annual Meeting of the American Association for

Nishiguchi S． Relationship between the mitochondria

the Study of Liver Diseases（AASLD2011）2011.11
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San Francisco
［国内学会］
飯室勇二, 近藤祐一, 宇山直樹, 斉藤慎一, 麻野泰包,
岡田敏弘, 平野公通, 黒田暢一, 山中潤一, 藤元治朗.
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末岡英明, 藤元治朗． 肝内胆管癌に対する左肝切除.
（ビデオパネルディスカッション）第23回日本肝胆膵外科学会・
学術集会 2011.6 東京
飯室勇二, 近藤祐一, 斉藤慎一, 山中潤一, 宇山直樹,

臓器再生医療を視野に入れたヒトにおける門脈血流動態およ

吉田康彦, 麻野泰包, 岡田敏弘, 黒田暢一, 平野公

び肝再生の非侵襲的解析．（紙上開催）第111回日本外科

通, 藤元治朗． 肝臓外科手術における術前3D肝切除シミ

学会定期学術集会 2011.5 東京

ュレーションと術中造影超音波検査の有用性．（ビデオパネル

平野公通, 飯室勇二, 黒田暢一, 岡田敏弘, 斉藤慎一,
宇山直樹, 麻野泰包, 山中潤一, 藤元治朗．リンパ節
転移陽性肝内胆管癌切除症例の特徴および治療成績.
（紙上開催）第111回日本外科学会定期学術集会 2011.5 東
京
宇山直樹, 飯室勇二, 中井紀博, 近藤祐一, 鈴村和大,

ディスカッション）第23回日本肝胆膵外科学会・学術集会
2011.6 東京
麻野泰包, 藤元治朗, 飯室勇二, 黒田暢一, 平野公通,
宇多優吾． 右心房内に進展した下大静脈腫瘍栓を伴った
肝細胞癌の一例．（パネルディスカッション）第23回日本肝胆
膵外科学会・学術集会 2011.6 東京

佐竹真, 吉田康彦, 麻野泰包, 岡田敏弘, 黒田暢一,

黒田暢一, 飯室勇二, 平野公通, 岡田敏弘, 麻野泰包,

藤元治朗． 免疫組織による肝細胞癌内線維芽細胞の

宇山直樹, 佐竹真, 吉田康彦, 鈴村和大, 近藤祐一,

characterization．（紙上開催）第111回日本外科学会定

中井紀博, 宇多優吾, 藤元治朗． 膵腸吻合に伴う膵液

期学術集会 2011.5 東京

瘻予防と対策−当科での多角的工夫−．（ミニシンポジウ

近藤祐一, 斉藤慎一, 飯室勇二, 山中潤一, 黒田暢一,

ム）第23回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2011.6 東京

平野公通, 岡田敏弘, 麻野泰包, 宇山直樹, 吉田康

岡田敏弘, 飯室勇二, 黒田暢一, 平野公通, 麻野泰包,

彦, 藤元治朗． 造影超音波検査を併用した肝切除シミュレ

宇山直樹, 吉田康彦, 佐竹真, 鈴村和大, 近藤祐一,

ーションが有用と考えられた肝門部腫瘍の2例．（紙上開催）

中井紀博, 宇多優吾, 藤元治朗． 鏡視下膵臓手術−現

第111回日本外科学会定期学術集会 2011.5 東京

在の適応と手術の実際−．（ミニシンポジウム）第23回日本

栗本亜美, 安井智明, 相原司, 生田真一, 飯田洋也, 吉

肝胆膵外科学会・学術集会 2011.6 東京

江英範, 岡本亮, 別府直仁, 前田晃弘, 平田淳一, 柳

吉田康彦, 飯室勇二, 岡田敏弘, 平野公通, 斉藤慎一,

秀憲, 光信正夫, 武市牧子, 山中若樹． 進行膵頭部癌

麻野泰包, 近藤祐一, 山中潤一, 藤元治朗． 腹腔鏡

に対してラジオ波治療を行った1例．（紙上開催）第111回日

（補助）下肝切除術の適応拡大, 安全性の確立を目指して.

本外科学会定期学術集会 2011.5 東京

（ミニビデオシンポジウム）第23回日本肝胆膵外科学会・学術

今村宏, 四柳宏, 山田典栄, 山本雅一, 國土典宏, 高山
忠利, 藤元治朗, 川崎誠治, 田中真二, 有井滋樹． 非

集会 2011.6 東京
宇山直樹, 岡田敏弘, 黒田暢一, 中井紀博, 近藤祐一,

B非C型肝癌におけるHBVの関与．（ワークショップ）第47回

鈴 村 和 大, 佐 竹 真, 吉 田 康 彦, 麻 野 泰 包, 王 孔 志,

日本肝臓学会総会 2011.6 東京

平野公通, 飯室勇二, 藤元治朗． 当科における膵Solid-

宇山直樹, 飯室勇二, 近藤祐一, 鈴村和大, 吉田康彦,

Pseudopapillary Tumors（SPT）に対する鏡視下手術4

佐竹真, 麻野泰包, 岡田敏弘, 平野公通, 黒田暢一,

症例の経験．（要望ビデオセッション）第23回日本肝胆膵外

藤元治朗． 肝内胆管癌組織におけるFAKの発現とその役
割． 第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京

科学会・学術集会 2011.6 東京
大橋浩一郎, 岡田敏弘, 飯室勇二, 吉田康彦, 藤元治

會澤信弘, 森脇英一朗, 岩井孝史, 高嶋智之, 坂井良

朗． 鏡視下胆嚢摘出術における胆管誤認の予防．（一般

行, 池田直人, 田中弘教, 岩田恵典, 榎本平之, 齊

ビデオセッション）第23回日本肝胆膵外科学会・学術集会

藤正紀, 今西宏安, 下村壯治, 飯島尋子, 飯室勇二,
藤元治朗, 西口修平． C型慢性肝炎組織におけるミ
トコンド

2011.6 東京
中井紀博, 岡田敏弘, 飯室勇二, 黒田暢一, 平野公通,

リア遺伝子異常とインスリン抵抗性についての検討． 第47回

麻野泰包, 宇山直樹, 吉田康彦, 佐竹真, 鈴村和大,

日本肝臓学会総会 2011.6 東京

近藤祐一, 宇多優吾, 矢田章人, 末岡英明, 大橋浩一

飯室勇二, 近藤祐一, 宇多優吾, 鈴村和大, 吉田康彦,

郎, 岡本共弘, 藤元治朗． 総胆管結石症に対する鏡視

宇山直樹, 麻野泰包, 岡田敏弘, 平野公通, 田中弘

下手術の実際．（一般ビデオセッション）第23回日本肝胆膵

教, 飯島尋子, 西口修平, 藤元治朗． 肝癌外科切除に

外科学会・学術集会 2011.6 東京

おける最終確認診断としての術中造影エコーの有用性．（ポ
スターセッション）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京
平野公通, 飯室勇二, 黒田暢一, 岡田敏弘, 宇山直樹,

近藤祐一, 斉藤慎一, 山中潤一, 飯室勇二, 黒田暢一,
平野公通, 岡田敏弘, 麻野泰包, 宇山直樹, 吉田康
彦, 佐竹真, 鈴村和大, 藤元治朗． HCCに対する前区

山中潤一, 藤元治朗． Vv3進行肝細胞癌に対する外科治

域腹側領域（前腹側区域）切除．（一般ビデオセッション）

療の意義．（シンポジウム）第23回日本肝胆膵外科学会・学

第23回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2011.6 東京

術集会 2011.6 東京
吉田康彦, 飯室勇二, 平野公通, 宇山直樹, 近藤祐一,

鈴村和大, 岡田敏弘, 飯室勇二, 黒田暢一, 平野公通,
麻野泰包, 宇山直樹, 吉田康彦, 佐竹真, 近藤祐一,
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中井紀博, 宇多優吾, 藤元治朗． C型肝硬変症例に対
する腹腔鏡下脾臓摘出術の手技とその治療成績．（一般ビ
デオセッション）第23回日本肝胆膵外科学会・学術集会
2011.6 東京

田諭志， 木下正彦， 田中宏． 上腸間膜動脈閉塞症の3
例． 第47回日本腹部救急医学会総会 2011.8 福岡
鈴村和大， 王孔志， 麻野泰包， 佐竹真， 黒田暢一， 平
野公通， 宇山直樹， 飯室勇二， 岡田敏弘， 斉藤慎一，

裵正寛, 金沢源一, 井原歳夫, 酒部克, 東尾篤史, 岡

吉田康彦， 近藤祐一， 中井紀博， 宇多優吾， 藤元治

田諭志, 木下正彦, 田中宏． 市中病院における経皮経肝

朗． 腸間膜に膿瘍を形成した回腸憩室穿通の1例． 第47

胆道ドレナージの経験．（一般ポスターセッション）第23回日

回日本腹部救急医学会総会 2011.8 福岡

本肝胆膵外科学会・学術集会 2011.6 東京
鈴村和大, 岡田敏弘, 飯室勇二, 黒田暢一, 平野公通,
麻野泰包, 宇山直樹, 吉田康彦, 佐竹真, 近藤祐一,

裵正寛， 金沢源一， 酒部克， 木下正彦， 田中宏． 当院に
おける腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討． 第9回日本消化器外科
学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

中井紀博, 宇多優吾, 末岡英明, 矢田章人, 藤元治

飯室勇二， 近藤祐一， 鈴村和大， 吉田康彦， 宇山直樹，

朗． 腹腔鏡補助下にて切除した成人後腹膜奇形腫の1例.

麻野泰包， 田中弘教， 飯島尋子， 西口修平， 岡田敏

第36回日本外科系連合学会学術集会 2011.6 浦安
平野公通, 飯室勇二, 黒田暢一, 岡田敏弘, 宇山直樹,

弘， 黒田暢一， 平野公通， 藤元治朗． 肝癌切除におけ
る最終画像診断としての術中造影超音波検査の意義． 第9

近藤祐一, 山中潤一, 藤元治朗． 下大静脈腫瘍栓を伴う

回日本消化器外科学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

Vv3進行肝細胞癌に対する外科治療．（シンポジウム）第

鈴村和大， 岡田敏弘， 宇山直樹， 飯室勇二， 黒田暢一,

66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

平野公通， 麻野泰包， 吉田康彦， 近藤祐一， 裵正寛,

飯室勇二, 近藤祐一, 鈴村和大, 吉田康彦, 宇山直樹,

中井紀博， 宇多優吾， 末岡英明， 藤元治朗． 腹腔鏡下

麻野泰包, 岡田敏弘, 黒田暢一, 平野公通, 藤元治

にて切除した特発性腸間膜血腫の1例． 第24回日本内視鏡

朗． 術前3Dシミュレーションと術中造影エコーのルーチン化に

外科学会総会 2011.12 大阪

よる肝切除術の安全性向上．（ビデオシンポジウム）第66回
日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

［地方会等］
松下一行， 福永渉， 吉田康彦， 木下幸治， 大岩寛治，

宇多優吾， 黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通， 岡田敏弘,

北川透． 腹腔鏡補助下に切除し得た腸重積を来たした横

麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦， 佐竹真， 藤元治朗.

行 結 腸limphangiectasiaの1例． 第190回近 畿 外 科 学 会

Vater乳頭部癌に対する経十二指腸的乳頭部切除の適応と

2011.11 大阪

手技．（要望ビデオ）第66回日本消化器外科学会総会
2011.7 名古屋
末岡英明， 飯室勇二， 近藤祐一， 宇山直樹， 吉田康彦,
麻野泰包， 岡田敏弘， 黒田暢一， 平野公通， 藤元治
朗． シュミレーションソフト支援による肝前区域切除．（要望
ビデオ）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

井上晃男， 中井謙之， 車清吾， 辻智洋， 藤元治朗， 岡
本共弘， 栗本亜美． ERCP施行中に十二指腸憩室が穿孔
し全身気腫を来たした1例． 第190回近畿外科学会 2011.11
大阪
［研究会・講演会等］
宇山直樹， 飯室勇二， 宇多優吾， 中井紀博， 近藤祐一,

岡田敏弘， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 麻野泰包,

鈴村和大， 佐竹真， 吉田康彦， 麻野泰包， 斉藤慎一,

宇山直樹， 吉田康彦， 佐竹真， 鈴村和大， 藤元治朗.

山中潤一， 岡田敏弘， 黒田暢一， 平野公通， 藤元治

鏡視下膵手術の適応と工夫．（企画関連口演）第66回日本

朗． 肝切除時における出血軽減の手技的工夫． 第39回近

消化器外科学会総会 2011.7 名古屋
近藤祐一， 斉藤慎一， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通,
岡田敏弘， 麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦， 藤元治
朗． 肝胆膵領域における術前シミュレーションの新展開.
（企画関連口演）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7
名古屋
黒田暢一， 飯室勇二， 麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦,
佐竹真， 鈴村和大， 近藤祐一， 中井紀博， 藤元治朗.

畿肝臓外科研究会 2011.2 大阪
飯室勇二， 藤元治朗． ”流れ” による肝再生制御−ヒト肝切
除症例における門脈流体解析と肝再生−．（シンポジウム）
第18回肝細胞研究会 2011.6 東京
岡田敏弘． 最近の内視鏡下外科手術． 第16回阪神消化器
病勉強会 2011.6 西宮
平野公通． 転移性肝癌に対する治療． 第16回阪神消化器
病勉強会 2011.6 西宮

当科における膵頭十二指腸切除術の膵切離・吻合方法の

青木智子， 飯島尋子， 田中弘教， 會澤信弘， 坂井良行,

工夫．（企画関連口演）第66回日本消化器外科学会総会

岩田恵典， 池田直人， 榎本平之， 今西宏安， 齋藤正

2011.7 名古屋

紀， 廣 田 誠 一， 岸 浩 一 郎， 藤 元 治 朗， 西 口 修 平.

宇多優吾， 黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通， 岡田敏弘,
麻野泰包， 宇山直樹， 佐竹真， 吉田康彦， 鈴村和大,

NBNC肝癌の臨床的特徴．（ワークショップ）第47回日本肝
癌研究会 2011.7 静岡

近藤祐一， 中井紀博， 末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一

近藤祐一， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘,

郎， 藤元治朗． 巨大単胞性嚢胞形態を示した膵IPMNの

麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦， 鈴村和大， 中井紀

2例． 第42回日本膵臓学会大会 2011.7 弘前
裵正寛， 金沢源一， 井原歳夫， 酒部克， 東尾篤史， 岡

博， 藤元治朗． 非B非C肝細胞癌切除例の臨床的検討.
（ワークショップ）第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡
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飯島尋子， 田中弘教， 西口修平， 會澤信弘， 廣田誠一,

岡田敏弘， 麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 裵正寛,

藤元治朗． 造影超音波を用いた早期肝細胞癌の診断.

宇多優吾， 末岡英明， 大橋浩一郎， 矢田章人， 岡本共

（シンポジウム）第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡
飯室勇二， 近藤祐一， 麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦,
鈴村和大， 田中弘教， 飯島尋子， 西口修平， 岡田敏

弘， 栗本亜美， 藤元治朗． 右側肝円索の胆管癌にHPD
（肝膵同時切除）を施行した1例． 第10回神戸胆膵疾患研
究会 2011.11 神戸

弘， 黒田暢一， 平野公通， 藤元治朗． 術前画像支援と
術中造影超音波検査のルーチン化による肝切除術の根治性

小児外科

向上の試み．（ビデオフォーラム）第47回日本肝癌研究会

Pediatric Surgery

2011.7 静岡
宇山直樹， 飯室勇二， 近藤祐一， 鈴村和大， 吉田康彦,
麻野泰包， 岡田敏弘， 平野公通， 黒田暢一， 藤元治
朗． 小分子FAKリン酸化阻害剤による肝内胆管癌細胞およ
び線維芽細胞機能制御． 第47回日本肝癌研究会 2011.7
静岡
會澤信弘， 飯島尋子， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之,

■学術論文■
［総説］
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 窪田昭男． 早産児に
多い小児外科疾患． 産婦人科治療 2011;102:391-6
佐々木隆士， 奥山宏臣， 野瀬聡子， 阪龍太， 田中宏幸，

齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 近藤祐一， 飯室勇

皆川京子， 窪田昭男． 胎児水腫を伴う胎児嚢胞性肺疾患

二， 藤元治朗， 廣田省三， 西上隆之， 廣田誠一， 西

の管理． 小児外科 2011;43:1339-44

口修平． 小型細胆管細胞癌症例の画像， 病理の検討.
第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡
平野公通， 飯室勇二， 黒田暢一， 岡田敏弘， 宇山直樹,

［原著］
Usui N， Kitano Y， Okuyama H， Saito M， Morikawa
N， Takayasu H， Nakamura T， Hayashi S，

山中潤一， 藤元治朗． 肝細胞癌切除後10年無再発症例

Kawataki M， Ishikawa H， Nose K， Inamura N,

の臨床病理学的検討． 第47回日本肝癌研究会 2011.7 静

Masumoto K， Sago H． Reliability of the lung to

岡

thorax transverse area ratio as a predictive

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝
史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

parameter in fetuses with congenital diaphragmatic
hernia． Pediatr Surg Int 2011;27:39-45

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治,

Okuyama H， Kitano Y， Saito M， Usui N， Morikawa

藤元治朗， 有井滋樹， 西口修平． Sonazoid造影超音波

N， Masumoto K， Takayasu H， Nakamura T,

検査による分子標的薬早期治療効果予測． 第47回日本肝

Ishikawa H， Kawataki M， Hayashi S， Inamura N,

癌研究会 2011.7 静岡

Nose K， Sago H． The Japanese experience with

黒田暢一， 吉田康彦， 麻野泰包， 栗本亜美， 岡本共弘,

prenatally diagnosed congenital diaphragmatic hernia

大橋浩一郎， 矢田章人， 末岡英明， 宇多優吾， 裵正

based on a multi-institutional review． Pediatr Surg

寛， 中井紀博， 近藤祐一， 鈴村和大， 宇山直樹， 岡

Int 2011;27:373-8

田敏弘， 平野公通， 飯室勇二， 藤元治朗． 術後の肝管

Kitano Y， Okuyama H， Saito M， Usui N， Morikawa

空腸吻合部近傍からの消化管出血に対して再手術挙上空

N， Masumoto K， Takayasu H， Nakamura T,

腸切開にて止血， 救命し得た1例． 第38回日本膵切研究

Ishikawa H， Kawataki M， Hayashi S， Inamura N,

会 2011.8 久留米

Nose K， Sago H． Re-evaluation of stomach position

黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通， 岡田敏弘， 麻野泰包，

as a simple prognostic factor in fetal left congenital

宇山直樹， 佐竹真， 吉田康彦， 鈴村和大， 近藤祐一，

diaphragmatic hernia: a multicenter survey in Japan.

中井紀博， 宇多優吾， 矢田章人， 大橋浩一郎， 藤元治

Ultrasound Obstet Gynecol 2011;37:277-82

朗． 運針順序を工夫した当科の膵管空腸吻合法． 第65回
手術手技研究会 2011.9 東京

Nose S， Usui N， Soh H， Kamiyama M， Tani G,
Kanagawa T， Kimura T， Arahori H， Nose K,

近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 黒田暢一， 岡田敏弘，

Kubota A， Fukuzawa M． The prognostic factors

麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦， 鈴村和大， 中井紀

and the outcome of primary isolated fetal ascites.

博， 裵正寛， 藤元治朗． 胆道再建を伴う肝切除症例に対

Pediatr Surg Int 2011;27:799-804

する手術シミュレーションの有用性． 第6回肝癌治療シミュレ
ーション研究会 2011.9 東京

Usui N， Kitano Y， Okuyama H， Saito M， Masumoto
K， Morikawa N， Takayasu H， Nakamura T,

岡田敏弘， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 麻野泰包，

Hayashi S， Kawataki M， Ishikawa H， Nose K,

木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 裵正寛， 藤元治朗.

Inamura N， Sago H． Prenatal risk stratification for

鏡視下膵腫瘍核出術後4年目に鏡視下膵尾部再切除した1

isolated congenital diaphragmatic hernia: results of a

例． 第3回膵臓内視鏡外科研究会 2011.10 仙台

J a p a n e s e m u l t i c e n t e r s t u d y． J P e d i a t r S u r g

近藤祐一， 飯室勇二， 山中潤一， 黒田暢一， 平野公通,

2011;46:1873-80
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Kubota A， Shiraishi J， Kawahara H， Okuyama H,
Yoneda A，Nakai H，Nara K，Kitajima H，Fujimura
M， Kuwae Y， Nakayama M． Meconium-related
ileus in extremely low-birthweight neonates:
etiological considerations from histology and radiology.
Pediatr Int 2011;53:887-91
［症例報告］

［研究会・講演会等］
奥山宏臣． 新生児・乳児の内視鏡外科手術. NMCS・NSCS
合同例会 2011.1 大阪
奥山宏臣． 新生児の内視鏡外科手術． 第21回阪神内視鏡
手術勉強会 2011.3 神戸
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太， 清水義之.
重症心身障害者における腹腔鏡補助下経皮的胃瘻造設術

銭谷昌弘， 佐々木隆士， 柳川雄大， 北田昌之， 島野高志.

（LAPEG）
． 第38回日本小児内視鏡研究会 2011.7 北佐久

腹腔鏡観察下に診断した小児内鼠径ヘルニアの1例． 日本

野瀬聡子， 佐々木隆士， 奥山宏臣， 前川講平． 持続する

小児外科学会雑誌 2011;47:840-3
谷岳人， 奥山宏臣， 窪田昭男， 川原央好． 低出生体重児
の先天性乳糜胸に対して胸腔鏡下胸管結紮術を施行した1
例．日本小児外科学会雑誌 2011;47:844-7
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 清水義之， 阪龍太.
胸壁外食道延長術に続く胸腔鏡下食道再建術を施行したA
型食道閉鎖症の1例．日本小児外科学会雑誌 2011;47:85760
阪龍太， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子． 前胸部皮下
気管支嚢胞の1例．日本小児外科学会雑誌 2011;47:104852
■学会発表■
［国際学会］
Okuyama H， Sasaki T， Nose S， Uchida K，

腹痛に対し試験腹腔鏡を施行した一例． 第38回日本小児
内視鏡研究会 2011.7 北佐久
奥山宏臣． 小児における内視鏡外科の現況． 尼崎市小児科
医会講演会 2011.9 尼崎
奥山宏臣． 小児内視鏡外科の現況． 第43回大阪大学阪神
地区小児科勉強会 2011.9 西宮
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太， 窪田昭男,
河津由紀子． シリコンステントと金属ステントを併用した外因
性気管軟化症の1例−長期留置の合併症を避けるために−.
第22回日本小児呼吸器外科研究会 2011.10 大阪
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太． 食道再建を
行った気管無形成（FloydⅢ型）長期生存の1例． 第22回
日本小児呼吸器外科研究会 2011.10 大阪
佐々木隆士， 奥山宏臣， 野瀬聡子， 阪龍太， 関保二.

Yanagihara I． The expression of surfactant protein

正常肛門を有する直腸膣前庭部瘻の2例−手術手技の我々

A and D in the digestive system of mouse fetuses.

の工夫−． 第31回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

12th European Congress of Paediatric Surgery
（EUPSA）2011.6 Barcelona

2011.10 大阪
野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 阪龍太， 峰淳史.

Okuyama H， Sasaki T， Nose S， Saka R． Endoscopic

水痘感染後の重症膿胸に対する胸腔鏡補助下肺剥皮術.

surgery in neonates and small infants． The 4th Kure

第31回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 2011.10 大

International Medical Forum（K-INT）2011.7 Kure
［国内学会］
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子． 小児急性腹症におけ
る内視鏡外科手術の役割． 第25回日本小児救急医学会

阪
阪 龍 太， 奥 山 宏 臣， 佐 々 木 隆 士， 野 瀬 聡 子． Single
incisionで切除しえた卵巣奇形腫の1例． 第31回日本小児
内視鏡外科・手術手技研究会 2011.10 大阪

2011.6 東京
野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 樋田信幸． 突然の大

乳腺 ･ 内分泌外科

量下血にて発症した大腸ポリープの1例． 第25回日本小児

Breast and Endocrine Surgery

救急医学会 2011.6 東京
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 鈴木信． 有茎空腸間
置による食道再建を行った気管無形成の1例．（ビデオセッシ
ョン）第48回日本小児外科学会学術集会 2011.7 東京
阪龍太，長谷川利路，米田光宏．膵solid pseudopapillary

■学会発表■
［国内学会］
仲田洋美， 増田春菜， 岡本陽子， 堀伸一郎， 久保義郎，

tumorの1男児例．（ポスターセッション）第48回日本小児外

白山裕子， 松本隆司， 青義健二郎， 大住省三， 谷水正

科学会学術集会 2011.7 東京

人， 金子景香， 中野芳朗， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉

佐々木隆士， 野瀬聡子， 岡田敏弘， 奥山宏臣， 関保二.
当科における小児単孔式腹腔鏡手術（TANKO）の経験と
今後の可能性について．（ポスターセッション）第48回日本小
児外科学会学術集会 2011.7 東京
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 窪田昭男， 河津由紀
子． シリコンステントと金属ステント併用による気管内ステント
留置術−安全に長期留置できた1例−．（ポスターセッショ
ン）第48回日本小児外科学会学術集会 2011.7 東京

置知子． 家族性腫瘍における遺伝子診断を「受けない」と
いう意思決定． 遺伝医学合同学術集会 2011.6 京都
佐古田洋子， 石川泰， 小西豊， 宮下勝， 宮内啓輔， 高
尾信太郎， 三好康雄， 高塚雄一， 柄川千代美． 兵庫県
におけるセンチネルリンパ節生検の現状． 第19回日本乳癌学
会学術総会 2011.9 仙台
三好康雄． バイオロジーに基づくHER2陽性乳癌の治療戦略.
（学術セミナー）第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台
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西藤勝， 伊藤敬， 今村美智子， 村瀬慶子， 宮川義仁，
王孔志， 畑田卓也， 一井重利， 冨田尚裕， 三好康雄.

三好康雄． 乳癌の個別化治療について． 湘南地区外科学術
講演会2011 2011.10 藤沢

術前化学療法の病理学的効果とバイオマーカーの検討． 第

■その他■

19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台

三好康雄． San Antonio乳癌シンポジウム2010の話題から−

先田功， 宮内啓輔， 西川秀文， 三好康雄， 高塚雄一.
兵庫県西宮市における乳腺疾患地域連携． 第19回日本乳
癌学会学術総会 2011.9 仙台
今村美智子， 村瀬慶子， 西藤勝， 宮川義仁， 王孔志，
藤元治朗， 冨田尚裕， 伊藤敬， 一井重利， 畑田卓也，
三好康雄．リンパ節転移巣におけるER， PR， Ki67発現
の検討． 第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台
王孔志， 今村美智子， 村瀬慶子， 西藤勝， 三好康雄.
再発乳癌に対し長期化学療法中内頸静脈留置ポートのカテ
ーテル周囲肉芽によりホルネル症候群をきたした１例． 第19回
日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台
三 好 康 雄， 神 野 浩 光， 佐 治 重 衡， 武 井 寛 幸． The
treatment strategy for advanced & recurrence breast
cancer with ER positive patient．（サテライトシンポジウ
ム）第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台
柳井亜矢子， 伊藤敬， 廣田誠一， 片桐豊雅， 笹三徳，
冨田尚裕， 三好康雄． 閉経前乳がんにおけるエストロゲン
受容体のダウンレギュレーションについての検討． 第70回日
本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
吉丸哲郎， 小松正人， 松尾泰佑， 三好康雄， 笹三徳，
中村祐輔， 片桐豊雅． 乳癌における新規治療標的分子と
してのERAP1の機能解析． 第70回日本癌学会学術総会
2011.10 名古屋
小松正人， 吉丸哲郎， 松尾泰佑， 三好康雄， 島田光生，

薬 物 療 法 の 将 来 展 望 −．（ 基 調 講 演 ） 兵 庫Breast
Cancer Seminar 2011 2011.1 神戸
三好康雄． SABCS2010より−今後の乳癌診療の方向性−.
AstraZeneca Breast Cancer Timely Topics
Symposium 2011.2 名古屋
三好康雄． 乳がん治療の現状と今後の展望． 第一三共株式
会社乳がん治療講習会 2011.3 尼崎
三好康雄． 進行再発乳がん 治療の実際． Eisai Lecture
Meeting 2011.3 神戸
三好康雄． 日常臨床におけるHR陽性乳癌治療戦略−St.
Gallen consensusを踏まえて−．（特別講演）Mie Breast
Cancer Seminar 2011.5 津
三好康雄． ER陽性HER2陰性乳癌のバイオロジーの理解.
神奈川Breast Cancer Meeting 2011.5 横浜
三好康雄． 乳癌の骨転移 最新の知見． アストラゼネカ骨転
移腫瘍社内勉強会 2011.8 大阪
三好康雄． BRCA1/2機能喪失と乳がん．（シンポジウム）第
12回乳癌最新情報カンファランス 2011.8 熊本
三好康雄． 基礎的研究の最新の情報．（シンポジウム）第12
回乳癌最新情報カンファランス 2011.8 熊本
三好康雄． バイオロジーに基づくHER2陽性乳癌の治療戦略.
（学術セミナー）第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台
三好康雄． ASCOを振り返って 今後の乳癌診療の方向性.
（特別講演）乳がん治療−up to date− 2011.9 神戸

中村祐輔， 笹三徳， 宮野悟， 片桐豊雅．トリプルネガティ

三好康雄． 乳腺疾患に対する最新の医学的知見の普及.

ブ乳癌に対する新たな治療戦略． 第70回日本癌学会学術

（パネルディスカッション）第19回日本乳癌学会学術総会

総会 2011.10 名古屋
仲田洋美， 岡本陽子， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉置（橋
本）知子． HBOCの遺伝カウンセリングと遺伝子診断受検
率． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
松尾泰佑， 尾野雅哉， 吉丸哲郎， 三好康雄， 笹三徳，
中村祐輔， 片桐豊雅． 新規糖転移酵素BCGT1の乳癌に
おける機能解析． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名
古屋
［地方会等］
三好康雄． 乳房の微細石灰化：良性か， 悪性か， 読影のこ
つ．（特別講演）日本産婦人科乳癌学会第5回近畿支部学
術集会 2011.8 西宮
［科学研究費等班会議］

2011.9 神戸
三 好 康 雄． 最 適な乳がんの治 療 法．（ 基 調 講 演 ）Pink
Ribbon Symposium 2011 2011.10 神戸
三好康雄． ルミナールサブタイプのバイオロジーと内分泌療法
耐 性 機 序．（ 特 別 講 演 ）T o k y o B r e a s t C a n c e r
Workshop 2011 2011.11 東京
三好康雄．イントリンジックサブタイプから考える治療戦略．（特
別講演）Think about Breast Cancer 2011.11 京都
三好康雄． 内分泌療法耐性機序から考える治療選択．（特
別講演）Faslodex新発売講演会 2011.11 横浜
三好康雄． サブタイプに基づく閉経後進行･再発乳癌の治療
選択．（スポンサードミニシンポジウム4）第9回日本乳癌学会
近畿地方会 2011.12 奈良

三好康雄． 内分泌感受性を考慮したER陽性・HER2陰性乳
癌の分類法の検討．「本邦での乳癌検体におけるホルモン

上部消化管外科

受容体， HER2受容体発現評価の精度管理システム構築

Upper Gastrointestinal Surgery

に関する研究」班平成22年度第3回班会議 2011.2 松山
［研究会・講演会等］
三好康雄． St.Gallen2011より−Luminal Aに化学療法は必
要か−．（特別講演）第9回西播乳癌内分泌療法研究会
2011.5 姫路

■著書■
松本友寛， 笹子三津留． ACTS-GC． 大村健二， 瀧内比
呂也 編． 消化器癌化学療法 改訂3版． 東京：南山堂，
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2011:112-6
■学術論文■
［総説］
Santiago JM， Sasako M， Osorio J． TNM-7th edition
2009（UICC/AJCC）and Japanese Classification 2010

Soga K， Ochiai T， Sonoyama T， Inoue K， Ikoma H,
Kikuchi S， Ichikawa D， Fujiwara H， Okamoto K,
Otsuji E． Risk factors for postoperative pancreatic
fistula in distal pancreatectomy． Hepatogastroentero
logy 2011;58:1372-6

i n G a s t r i c C a n c e r． T o w a r d s s i m p l i c i t y a n d

松本友寛， 笹子三津留， 菊池正二郎， 竹村雅至， 堀高

standardisation in the management of gastric cancer.

明， 小石健二， 海邉展明， 山下英孝， 花山寛之， 小

Cir Esp 2011;89:275-81
黒川幸典， 土岐祐一郞， 笹子三津留． 胃癌の外科治療に
関する臨床試験． 臨床外科 2011;66:582-6
堀高明， 小澤りえ， 花山寛之， 山下英孝， 海邉展明，
大嶋勉， 竹村雅至， 菊池正二郎， 笹子三津留． 胃癌に
おける術後補助化学療法の現状と今後の展望． 癌と化学
療法 2011;38:1390-95
谷徹， 笹子三津留， 杉原健一， 山上裕機， 宇山一朗.
世界水準からみた， わが国における消化器外科の現況と今
後．日本医師会雑誌 2011;140:1629-44
菊池正二郎， 笹子三津留． CLASSIC試験結果とその解
釈． 腫瘍内科 2011;8:368-73,2011
堀高明， 笹子三津留． 胃癌補助化学療法 ACTS-GC以前
の総括と将来展望． 胃がんperspective 2011;4:240-9
［原著］

澤りえ． 当科における幽門側胃切除術術後Roux stasis
syndromeの検討． 癌の臨床 2011;56:615-9
竹村雅至， 藤原有史， 森村圭一朗， 堀高明． 早期食道癌
に対する胸部下部食道切除後に残存食道壊死を発症した１
例．日本外科系連合学会 2011;36:612-6
竹村雅至， 池辺孝， 眞弓勝志， 西岡孝芳， 堀高明． 単
孔式腹腔鏡下手術器具を用い2孔式腹腔鏡下噴門形成術
の工夫を行った１例． 手術 2011;65:1939-43
Takemura M, Ikebe T, Mayumi K, Nishioka T, Hori T.
A novel liver retraction technique for lateral lobe of
the liver during laparoscopic surgery using silicone
disk. J Laparoendosc Adv Surg Tech 2011;21:729-32
竹村雅至， 池辺孝， 眞弓勝志， 西岡孝芳， 堀高明． シリ
コンディスクを用いた腹腔鏡下手術の際の肝外側域挙上の
ための新しい工夫． 外科治療 2011;104:936-40

Kurokawa Y， Sasako M， Sano T， Shibata S， Ito S,

竹村雅至， 吉田佳代， 森村圭一朗， 藤原有史． 胃切離を

Nashimoto A， Kurita A， Kinoshita T， Japan

先行させる腹腔鏡下噴門側胃切除術の手術手技． 日本内

Clinical Oncology Group． Functional outcomes after
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田武志， 小澤りえ， 松本友寛， 菊池正二郎， 笹子三津

竹村雅至， 藤原有史， 森村圭一朗， 東野正幸． 根治的放

留． 食道憩室より派生した類基底細胞癌に対し胸腔鏡下食

射線化学療法後の遺残・再発例に対する鏡視下サルベージ

道切除術を施行した1例． 第24回日本内視鏡外科学会総会

食道切除のKnack and Pitfalls．（特別講演）第73回日本
臨床外科学会総会 2011.11 東京

2011.12 大阪
［地方会等］

松本友寛， 笹子三津留， 菊池正二郎， 竹村雅至， 堀高

山下英孝， 菊池正二郎， 竹村雅至， 花山寛之， 海邉展

明， 大嶋勉， 海邉展明， 山下英孝， 多田武志， 小澤

明， 松本友寛， 堀高明， 小石健二， 笹子三津留． 鏡

りえ． 胃切除共通クリニカルパスの運用の現状とバリアンス

視下手術を行った食道原発神経鞘腫の1例． 第189回近畿

分析． 第73回日本臨床外科学会総会 2011.11 東京
竹村雅至， 小澤りえ， 花山寛之， 海邉展明， 山下英孝，
松本友寛， 堀高明， 大嶋勉， 菊池正二郎， 笹子三津
留． 気胸を併用した左側臥位下胸腔鏡下食道切除術のメリ
ットとデメリット． 第73回日本臨床外科学会総会 2011.11 東
京
山下英孝， 竹村雅至， 小澤りえ， 花山寛之， 海邉展明，
松本友寛， 堀高明， 菊池正二郎， 笹子三津留． 胸部上

外科学会． 2011.6 大阪
池辺孝， 真弓勝志， 西岡孝芳， 高田善雪， 堀高明， 竹
村雅至． 遺伝性非腺腫性大腸癌の１例． 第189回近畿外
科学会 2011.6 大阪
真弓勝志， 池辺孝， 西岡孝芳， 高田善雪， 堀高明， 竹
村雅至． 十二指腸GISTに対し腹腔鏡補助下十二指腸局
所切除を施行した1例．第189回近畿外科学会 2011.6 大阪
佐藤通洋， 海邉展明， 竹村雅至， 笹子三津留， 木村慶,

部食道に発症したFDP-PETで集積を呈する食道粘膜下腫

小澤りえ， 多田武志， 山下英孝， 松本友寛， 大嶋勉,

瘍に対する胸腹腔鏡下食道亜全摘術． 第73回日本臨床外

堀高明， 菊池正二郎． 進行胃癌術後の大動脈周囲リンパ

科学会総会 2011.11 東京

節再発に対し郭清を行い無再発生存中の2例． 第190回近

海邉展明， 竹村雅至， 山下英孝， 小澤りえ， 多田武志，

畿外科学会 2011.11 大阪

松本友寛， 大嶋勉， 堀高明， 菊池正二郎， 笹子三津

濱野玄弥， 真弓勝志， 竹村雅至． 腹腔鏡下に手術を施行し

留． 食道がん手術における腹腔鏡下胃管作成時の工夫.

たMeckel憩室内腸石を伴う腸閉塞の一例． 第190回近畿

第73回日本臨床外科学会総会 2011.11 東京

外科学会 2011.11 大阪

多田武志， 松本友寛， 山下英孝， 菊池正二郎， 竹村雅
至， 堀高明， 大嶋勉， 海邉展明， 小澤りえ， 笹子三

［研究会・講演会等］
笹子三津留． 幽門下部静脈を温存する幽門保存胃切除． 第
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6回消化器がん学術講演会 2011.8 徳島
笹子三津留． 胃癌手術・補助化学療法について． 第1回静
岡県東部地区胃癌診療研究会 2011.9 静岡
笹子三津留． Adjuvant chemotherapy for gastric cancer.
（ランチョンセミナー）第8回国際微量癌シンポジウム 2011.9

法． 渡辺守 編． IBD（炎症性腸疾患）を究める． 東京：
メジカルビュー， 2011:238-44
冨田尚裕， 田村和朗． 本邦における臨床的な事項の把握 家
族性大腸腺腫症． 八尾隆史， 藤盛孝博 編． 大腸癌.
東京：文光堂， 2011;242-50
野田雅史， 外賀真， 冨田尚裕． 消化器癌化学療法の副作

大阪
竹村雅至． 食道癌の胸腔鏡手術−胸腔鏡でできること． 西
宮市医師会学術講演会 2011.2 西宮

用対策−神経毒性． 大村健二， 瀧内比呂也 編． 消化器
癌化学療法 改訂第3版． 東京：南山堂， 2011;318-23
池内浩基， 内野基． 炎症性腸疾患に随伴する発がん クロー

■その他■
Iinuma H， Watanabe T， Mimori K， Adachi M,

ン病における直腸・肛門管癌の診断． 日比紀文， 久松理

Hayashi N， Tamura J， Nozawa K， Ishihara S,

一 企画． 炎症性腸疾患を日常診療で診る． 東京：羊土

Matsuda K， Fukushima R， Okinaga K， Sasako M,

社， 2011:180-1

Mori M． Reply to B Faltas et al． J Clin Oncol

■学術論文■
［総説］

2011;29:2947-8
Iinuma H， Watanabe T， Mimori K， Tamura J,
Adachi M， Hayashi N， Nozawa K， Ishihara S,
Matsuda K， Baba R， Fukushima R， Okinaga K,
Sasako M， Mori M． Reply to F Crea et al． J Clin
Oncol 2011;29:3488-9
笹子三津留． 胃癌術後補助化学療法の現状と展望（ACTSGCのUpdate dataを含めて）
． 第1回Tokyo Symposium
of Gastric Cancer．2011.2 東京
S a s a k o M． T S - 1 a n e w D P D e n z y m e i n h i b i t o r

冨田尚裕． 4大腸癌肝転移の治療戦略． Annual review消
化器 2011:320-31
冨田尚裕， 野田雅史． 腹膜播種の分類と治療戦略． コンセ
ンサス癌治療 2011:21-4
田村和朗， 西脇学， 冨田尚裕． FAP 原因遺伝子の遺伝
子診断と臨床像． 大腸癌Frontier 2010;3:109-14
松原長秀， 塚本潔， 濱中美衣， 野田雅史， 冨田尚裕.
家族性大腸腺腫症に対する腹腔鏡下大腸全摘・回腸パウ
チ肛門吻合術の標準化． 癌の臨床 2010;56:677-83

fluoropyrimidine in the treatment of gastric cancer in

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

Japan． Taiwan General Surgery Congress Luncheon

冨田尚裕． 炎症性腸疾患の周術期管理と術後合併症.

Symposium 2011.3 Taipei
Sasako M． Strategies for locally of advance gastric
c a n c e r：S u r g e r y， a d j u v a n t a n d n e o a d j u v a n t
therapies． The 4th Annual Scientific Meeting of the

外科治療 2011;104:57-64
冨田尚裕． 家族性腫瘍研究−最近の話題から 家族性大腸
癌タイプX． Biotherapy 2011;25:550-5
山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

Singapore Gastric Cancer Consortium Lunch

濱中美衣， 松原長秀， 冨田尚裕． 大腸癌の検査・診

Symposium 2011.7 Singapore

断：概論．日本臨牀 2011;69（増刊3 大腸癌）:249-53

笹子三津留． 世界の今後をどうリードするか． OGSG2011夏
季セミナー 2011.8 大阪
大津敦，掛地吉弘，小泉和三郎，小寺泰弘，小松嘉人，笹子
三津留， 瀧内比呂也， 竹内正弘， 藤井雅志， 藤谷和
正， 吉田和弘． 進行胃癌に対する外来化学療法レジメン
ドセタキセルの役割について考える．（座談会）外来癌化
学療法 2011;2:134-141

塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,
山岸大介， 濱中美衣， 冨田尚裕． S状結腸切除術． 外
科 2011;73:364-7
池 内 浩 基， 内 野 基． 大 腸 全 摘 術． 消 化 器 外 科 2011;
34:839-44
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
竹末芳生， 冨田尚裕， 松本譽之． 外科手術のタイミングと
術後の留意点． Progress in Medicine 2011;31:2397-400

下部消化管外科

Lower Gastrointestinal Surgery

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 平田晃弘， 坂東俊宏,
竹末芳生， 冨田尚裕． 痔瘻癌の治療． 臨床外科 2011;
66:1518-22
冨田尚裕， 田村和朗． 遺伝性大腸癌と婦人科腫瘍． 産科と

■著書■

婦人科 2011;9:1089-95

松原長秀， 冨田尚裕． 直腸進行癌． 菅野健太郎， 上西紀

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

夫， 井廻道大 編． 消化器疾患最新の治療2011-2012.

冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎に対する外科的治療． 臨牀消

東京：南江堂， 2011:232-5

化器内科 2011;27:99-103

冨田尚裕． 遺伝性大腸癌． 渡邊昌彦， 國土典宏， 土岐祐
一郎 監． 消化器外科学レビュー 2011. 東京：総合医学
社， 2011:70-6
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹． Pouchitisの診断と治療

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏．クローン病に合
併する癌とその対策． 消化器の臨床 2011;14:617-20
杉田昭， 池内浩基， 舟山裕士， 木村英明， 飯合恒夫,
二見喜太郎， 板橋道朗， 小金井一隆， 佐々木巌， 渡辺
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守． 潰瘍性大腸炎手術例の術後長期経過の検討−多施
設共同研究による術後5年以上経過例の分析−．日本消化
器病学会誌 2011;108:1996-2002
Hamada C， Sakamoto J， Satoh T， Sadahiro S,
Mishima H， Sugihara K， Saji S， Tomita N． Does 1
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2011;17:382-7
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
竹末芳生， 冨田尚裕， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎に対す
る外科治療の進歩と現状． 日本大腸肛門病学会雑誌
2011;64:829-33

year adjuvant chemotherapy with oral 5-FUs in colon

Ishii T， Notohara K， Umapathy A， Mallitt KA,

cancer reduce the peak of recurrence in 1 year and

Chikuba H， Moritani Y， Tanaka N， Rosty C,

provide long-term OS benefit ? ． Jpn J Clin Oncol

Matsubara N， Jass J， Leggett B， Whitehall V.

2011;41:299-302

Tubular adenomas with minor villous changes show

松原長秀． 遺伝性大腸癌のスクリーニング上の課題（遺伝子
診断含めて）
．日本臨牀 2011;69:355-9

molecular features characteristic of tubulovillous
adenomas． Am J Surg Pathol 2011;35:212-20

濱中美衣， 山野智基， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

Maeyama Y， Otsu M， Kubo S， Yamano T， Iimura

馬場谷彰仁， 野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕． 周術期

Y， Onodera M， Kondo S， Sakiyama Y， Ariga T.

管理の実際 結腸切除術． 外科治療 2011;104（増刊）:

Intracellular estrogen receptor-binding fragment-

617-22

associated antigen 9 exerts in vivo tumor-promoting

［原著］
T a k e s u e Y， N a k a j i m a K， T a k a h a s h i Y， I c h i k i ,
Ishihara M， Wada Y， Tsuchida T， Uchi n o M ,

effects via its coiled-coil region． Int J Oncol
2011;39:41-9
［症例報告］

Ikeuchi H． Clinical characteristics of vancomycin

松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 池内浩基， 冨田尚裕.

minimum inhibitory concentration of 2μg/ml

回腸膀胱瘻の長期経過中に発癌したCrohn病の1例． 日本

methicillin- resistant staphylococcus aureus strains
isolated from patients with bacteremia． J Infect
Chemother 2011;17:52-7
Uchino M， Ikeuchi H， Bando T， Matsuoka H， Takesue
Y， Takahashi Y， Matsumoto T， Tomita N． Long-

臨床外科学会誌 2011;72:388-93
内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 松本譽之,
冨田尚裕． 門脈血栓症を合併した潰瘍性大腸炎の１例.
日本消化器病学会誌 2011;108:627-32
塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,

term efficacy of infliximab maintenance therapy for

山岸大介， 濱中美衣， 冨田尚裕． 腸重積にて発症し，

perianal Crohn’s disease． World J Gastroenterol

腹腔鏡下に根治術を行った虫垂粘液嚢胞腺腫の一例． 外

2011;17:1174-9

科治療 2011;105:197-9

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 松本譽之,

坂東俊宏， 内野基， 松岡宏樹， 池内浩基， 竹末芳生,

竹 末 芳 生， 冨 田 尚 裕． Loop ileostomy造 設の工 夫と

冨田尚裕． 脳膿瘍を合併した潰瘍性大腸炎の１例． 手術

outlet obstruction予防効果． 日本大腸肛門病学会雑誌

2011;65:1217-20

2011;64:73-7
内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,

山田祐介， 上田康生， 樋口喜英， 鈴木透， 丸山琢雄,
近藤宣幸， 野島道生， 野田雅史， 冨田尚裕， 造住誠

冨田尚裕． ステロイド総投与量からみた小児潰瘍性大腸炎

孝， 廣田誠一， 山本新吾． 遺伝性非ポリポーシス大腸癌

の適切な手術時期に関する検討． 日本消化器外科学会雑

に異時性両側上部尿路癌と膀胱癌を合併した１例． 泌尿紀

誌 2011;44:109-16

要 2011;57:559-63

Takesue Y， Takahashi Y， Ichiki K， Nakajima K，

濱中美衣， 山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史,

Tsuchida T， Uchino M， Ikeuchi H． Application of an

山岸大介， 馬場谷彰仁， 松原長秀， 上紺屋憲彦， 冨田

electrolyzed strongly acidic aqueous solution before

尚裕． 術前化学放射線療法が著効した進行直腸癌の１

wound closure in colorectal surgery． Dis Colon
Rectum 2011;54:826-32
Nishigami T， Kataoka TR， Ikeuchi H， Torii I， Sato
A， Tomita N， Tsujimura T． Adenocarcinomas

例． 癌と化学療法 2011;38:2253-5
内野基， 池内浩基， 冨田尚裕．クローン病の在宅中心静脈
栄養療法におけるカテーテル管理．日本外科系連合学会雑
誌 2011;36:752-7

associated with perianal fistulae in Crohn’s disease

内野基， 池内浩基， 佐々木寛文， 坂東俊宏， 松岡宏樹,

have a rectal， not an anal， immunophenotype.

竹末芳生， 冨田尚裕． 誘因なく発症した小児Fournier’s

Pathology 2011;43:36-9

gangreneの１例．日本大腸肛門病学会雑誌 2011;64:471-6

Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 悪性黒色腫の空腸転移に

Tsuchida T， Tatsumi S， Ishihara M， Ikeuchi H,

よる腸重積の１例．日本腹部救急医学会雑誌 2011;31:547-

U c h i n o M． R i s k f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h t h e

51

development of thrombocytopenia in patients who

山野智基， 由谷親夫， 新井勲， 高田俊明． 原発巣不明扁

received linezolid therapy． J Infect Chemother

平上皮癌のS状結腸浸潤により注腸検査後に遅発性穿孔を
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起こした1症例．日本消化器外科学会雑誌 2011;44:78-83
■学会発表■
［国際学会］
Takagane A， Takiuchi H， Ikejiri K， Mochizuki I,
Mochizuki H， Kotake K， Kameoka S， Takahashi

日本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 中村志郎， 松本譽之,
冨田尚裕． 胃空腸吻合を要した胃十二指腸原発クローン病
の１例． 第7回日本消化管学会総会学術集会 2011.2 京都
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,

K， Watanabe T， Watanabe M， Boku N， Tomita N,

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病手術症例か

Matsubara Y， Sugihara K． Initial safety report of

らみたinfriximabの影響． 第7回日本消化管学会総会学術

ACTS-CC trial（TRICCO706）
：A randomized phaseⅢ
trial of UFT/LV versus S -1 as adjuvant therapy for

集会 2011.2 京都
山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

stageⅢ colon cancer． American Society of Clinical

濱中美衣， 小林政義， 松原長秀， 冨田尚裕． 当科の大

Oncology（ASCO2011）2011.6 Chicago

腸癌StageⅢ症例におけるリンパ節外転移の臨床病理学的

Tomita N． Abdominal carcinomatosis：the role of
c h e m o t h e r a p y． I n t e r n a t i o n a l S u r g i c a l W e e k
（ISW2011）2011.8 Yokohama
Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T,
Nakajima K， Ichiki K， Takahashi Y， Takesue Y,
Tomita N． Surgical site infection in emergent/urgent

意義． 第112回日本外科学会定期学術集会 2011.4 千葉
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,
竹末芳生， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における免疫調整剤
の術前使用が手術に与える影響について．（シンポジウム）
第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京
菊池正二郎， 松井毅， 竹村雅至， 小石健二， 堀高明,

surgery for ulcerative colitis and validity of divided

松本友寛， 海邉展明， 山下英孝， 花山寛之， 渡邉健

p r o c e d u r e． 5 1 s t I n t e r s c i e n c e C o n f e r e n c e o n

次， 落合登志哉， 安川覚， 松原長秀， 冨田尚裕， 笹

Antimicrobial Agents and Chemotherapy（51st

子三津留． IPMN組織と患者血清中におけるDermokine

ICAAC）2011.9 Chicago

の発現解析．（誌上発表）第111回日本外科学会定期学術

Ikeuchi H， Uchino M， Matsuoka H， Bando T， Hirata

集会 2011.5 東京

A， Takesue Y， Tomita N． Prognosis following

Ikeuchi H， Uchino M， Matsuoka H， Bando T， Takesue

emergency surgery for ulcerative colitis in elderly

Y， Tomita N． Long-term prognosis following total

patients． 21st World Congess of the International

colectomy and ileal J-pouch anal anastomosis with

Association of Surgeons， Gastroenterologists and

Harmonic Scalpel in ulcerative colitis patients．（紙上

Oncologists（IASGO2011）2011.11 Tokyo
Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T， Hirata

開催）第111回日本外科学会定期学術集会 2011.5 東京
野田雅史， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔,

A， Takesue Y， Tomita N． Clinical features and

松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 遠隔合併転移を有す

management of postoperative pyoderma gangrenosum

る大腸癌に対する治療アプローチ．（紙上発表）第111回日

in inflammatory bowel disease． 21st World Congess

本外科学会定期学術集会 2011.5 東京

of the International Association of Surgeons,
Gastroenterologists and Oncologists（IASGO2011）
2011.11 Tokyo

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕.
高齢者炎症性腸疾患手術症例の現状と問題点．（シンポジ
ウム）第36回日本外科系連合学会学術集会 2011.6 浦安

Tomita N． Surgical management of Lynch syndrome.

内野基， 池内浩基． 外来におけるストマ合併症の評価と現状.

21st World Congess of the International Association

（ワークショップ）第36回日本外科系連合学会学術集会

of Surgeons， Gastroenterolo - gists and Oncologists
（IASGO2011）2011.11 Tokyo
Matsuoka H， Ikeuchi H， Uchino M， Hirata A， Bando

2011.6 浦安
大石祥子， 浦川優作， 庵前美智子， 吉田ひとみ， 柴田奈
美， 竹永富妙子， 吉澤恵， 岡村桃花， 山下知香， 村

T， Takesue Y， Tomita N． A study of operation

上大地， 横山幸男， 津田聡司， 久野隆史， 山野智基,

cases for ulcerative colitis-associated colorectal cancer.

野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕， 巽純子， 藤川和男,

The 4th Asia Pacific Enterostomal Therapy Nurses

田村和朗． 家族性大腸腺腫症の原因遺伝子による大腸が

Association Congress（APETNA2011）2011.12

ん易罹患性に関する相関研究． 第17回日本家族性腫瘍学

Bangkok

会学術集会 2011.6 京都

［国内学会］

久野隆史， 松原長秀， 津田聡司， 馬場谷彰仁， 濱中美

田村和朗， 冨田尚裕． 消化管ポリポーシスの遺伝子解析の

衣， 山岸大介， 塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 吉澤

現状と意義． 第110回日本外科学会定期学術集会 2010.4

恵， 田村和朗， 冨田尚裕． 大腸癌発生における塩基除

名古屋

去修復遺伝子MYHの関与． 第17回日本家族性腫瘍学会

野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介， 濱中美衣,
濱中美千子， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 家族性
大腸腺腫症（FAP）における1 期的手術の検討． 第65回

学術集会 2011.6 京都
岩間毅夫， 小泉浩一， 冨田尚裕， 石田秀行， 渡邉聡明.
遺伝性大腸癌FAPの診療ガイドライン作成．（指定講演）

兵庫医大業績録（2011）
第17回日本家族性腫瘍学会学術集会 2011.6 京都
冨田尚裕， 松原長秀， 田村和朗， 赤木究， 小泉浩一,
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後．（要望演題）第47回日本腹部救急医学会総会 2011.8
福岡

石田秀行， 渡邉聡明， 岩間毅夫．リンチ症候群診療ガイ

内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 潰瘍性大腸炎緊急手術に

ドライン作成の現状報告．（指定講演）第17回日本家族性

おけるsurgical site infection．（シンポジウム）第47回日本

腫瘍学会学術集会 2011.6 京都

腹部救急医学会総会 2011.8 福岡

仲田洋美， 増田春菜， 岡本陽子， 堀伸一郎， 久保義郎,

西藤勝， 伊藤敬， 今村美智子， 村瀬慶子， 宮川義仁,

白山裕子， 松本隆， 青義健二郎， 大住省三， 谷水正人,

王孔志， 畑田卓也， 一井重利， 冨田尚裕， 三好康雄.

金子景香， 中野芳朗， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉置知

術前化学療法の病理学的効果とバイオマーカーの検討． 第

子． 家族性腫瘍における遺伝子診断を「受けない」という

19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台

意思決定． 第17回日本家族性腫瘍学会学術集会 2011.6
京都
野田雅史， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔,
山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 術前・術

今村美智子， 村瀬慶子， 西藤勝， 宮川義仁， 王孔志,
藤元治朗， 冨田尚裕， 伊藤敬， 一井重利， 畑田卓也,
三好康雄．リンパ節転移巣におけるER， PR， Ki67発現
の検討． 第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台

後化学療法を併用した大腸癌肝転移症例の検討．（パネル

柳井亜矢子， 伊藤敬， 廣田誠一， 片桐豊雅， 笹三徳,

ディスカッション）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名

冨田尚裕， 三好康雄． 閉経前乳がんにおけるエストロゲン

古屋
高橋佳子， 竹末芳生， 内野基， 池内浩基， 冨田尚裕,
平野公通， 藤元治朗． MRSA外科術後感染症予防への

受容体のダウンレギュレーションについての検討． 第70回日
本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
菊池正二郎， 盛本浩二， 中森正二， 落合登志哉， 辻村

取り組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用．（パネルディ

亨， 廣田誠二， 松原長秀， 冨田尚裕， 笹子三津留.

スカッション）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古

胃がん組織の多様性と浸潤性におけるEMTの網羅的解析.

屋

第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕．ク

山野智基， 松原長秀， 久保秀司， 中島秀典， 菊池正二

ローン病手術症例の臨床的特徴の変遷と長期予後．（ワー

郎， 濱中美衣， 久野隆史， 山岸大介， 塚本潔， 野田

クショップ）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

雅 史， 冨 田 尚 裕． スプライシング 因 子SF3b阻 害 剤，

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,

FR901464の大腸癌細胞における細胞障害性と導入遺伝子

冨田尚裕． 人工肛門周囲壊疽性膿皮症の検討．（要望演

発現への影響． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古

題）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

屋

塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,

仲田洋美， 岡本陽子， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉置（橋

山岸大介， 濱中美衣， 冨田尚裕． 家族性大腸腺腫症

本）知子． HBOCの遺伝カウンセリングと遺伝子診断受検

（FAP）に対する一期的大腸全摘術（IPAA）後における
経肛門的減圧チューブの有用性． 第66回日本消化器外科
学会総会 2011.7 名古屋
石黒めぐみ， 杉原健一， 固武健二郎， 冨田尚裕， 西村元
一， 市川度， 大腸癌個別化治療研究会， 福島雅典． 大
腸癌術後化学療法における個別化治療を目指した大規模コ
ホート研究の試み：B-CAST． 第66回日本消化器外科学会
総会 2011.7 名古屋
松原長秀， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔,
野田雅史， 冨田尚裕． 切離吻合操作が困難な腹腔鏡下
下部直腸切除術に対する選択肢としての括約筋温存肛門吻
合術． 第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋
山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

率． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
久野隆史， 松原長秀， 津田聡司， 木村慶， 濱中美衣,
山岸大介， 塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 冨田尚裕,
田村和朗． 一般大腸癌におけるMYH遺伝子変異の関与.
第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
田村和朗， 松原長秀， 冨田尚裕． カウデン病の遺伝子検査
と意義． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋
内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 大腸手術における手術部
位感染， 創治癒に対する強酸性水の効果．（ワークショッ
プ）第9回日本消化器外科学会大会 2011.10 福岡
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹． 周術期死亡症例からみた
潰瘍性大腸炎患者の手術のタイミング．（シンポジウム）第53
回日本消化器病学会大会合同 2011.10 福岡

濱中美衣， 松原長秀， 冨田尚裕． 大腸癌組織における

松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 平田晃弘， 池内浩基,

低分化型腺癌・粘液癌の臨床病理学的因子に対する影響

竹末芳生， 松本譽之， 冨田尚裕． 炎症性腸疾患患者に

の検討． 第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

おける骨代謝マーカー測定の検討． 第53回日本消化器病学

山岸大介， 野田雅史， 濱中美衣， 久野隆史， 塚本潔,
山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 直腸切除

会大会 2011.10 福岡
垂水研一， 石井学， 松本啓志， 鎌田智有， 塩谷昭子,

を行った直腸カルチノイド13例の検討． 第66回日本消化器外

内野基， 池内浩基， 春間賢． 当院における潰瘍性大腸

科学会総会 2011.7 名古屋

炎へのインフリキシマブ使用経験． 第53回日本消化器病学

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,
冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎緊急手術症例の手術適応と予

会大会 2011.10 福岡
松原長秀， 木村慶， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史,
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塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 冨田尚裕． 遺伝性大腸
癌の診断における我が国の問題点．（示説）第49回癌治療
学会学術集会 2011.10 名古屋
山野智基， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介， 濱中美衣,

疾患に対する小開腹手術．（ビデオシンポジウム）第66回日
本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京
松原長秀， 野田雅史， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔,
山野智基， 冨田尚裕． 下部直腸癌に対する経肛門的切

野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕． 当科の大腸癌StageⅡ

除法と長・短期肛門機能障害の評価．（パネルディスカッショ

症例におけるリンパ節外転移の臨床病理学的意義． 第49回

ン）第66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

癌治療学会学術集会 2011.10 名古屋

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

菊池正二郎， 盛本浩二， 中森正二， 竹村雅至， 堀高明,

竹末芳生， 松本譽之， 中村志郎， 冨田尚裕． 直腸肛門

大嶋勉， 松本友寛， 海邉展明， 山下英孝， 花山寛之,

癌を合併したクローン病手術症例の検討．（パネルディスカッ

小澤りえ， 廣田誠一， 松原長秀， 冨田尚裕， 笹子三津

ション）第66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

留． 浸潤型胃がんにおけるEMTとがん関連繊維芽細胞の

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,

相互作用解析． 第49回癌治療学会学術集会 2011.10 名

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病ストーマ造設

古屋

症例の病態別長期予後．（ワークショップ）第66回日本大腸

松原長秀， 木村慶， 濱中美衣， 久野隆史， 山岸大介,

肛門病学会学術集会 2011.11 東京

塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 冨田尚裕． 直腸癌に対

横山薫， 内野基， 平井郁仁， 長沼誠， 木村英明， 荒木

する開腹手術と内視鏡手術−開腹手術優先の現況と今後の

俊光． 炎症性腸疾患．（クリニカルカンファレンス）第66回日

展望．（特別演題）第73回日本臨床外科学会総会 2011.11

本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

東京

松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 平田晃弘， 池内浩基,

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎術後に壊疽性濃皮

竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎患者に対する術前イ

症と腸閉塞を合併した１例． 第66回日本大腸肛門病学会学

ンフリキシマブ使用は術後合併症に影響を与えるか．（パネ
ルディスカッション）第73回日本臨床外科学会総会 2011.11
東京

術集会 2011.11 東京
山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,
濱中美衣， 松原長秀， 冨田尚裕． 当科における下部直

野田雅史， 小林政義， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史,

腸癌に対する術前化学放射線療法（CPT11+TS1+放射

塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕.

線 ） の 検 討． 第66回日本 大 腸 肛 門 病 学 会 学 術 集 会

パワースター及びシャープフック型ハーモニックスカルペルを使
用した下部進行直腸癌に対する肛門括約筋温存手術． 第
73回日本臨床外科学会総会 2011.11 東京
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎における大腸穿孔症
例の術式の選択と予後． 第73回日本臨床外科学会総会
2011.11 東京
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,
冨田尚裕． Complete healingを目標としたクローン病肛門
病 変に対 する治 療． 第73回日本 臨 床 外 科 学 会 総 会
2011.11 東京
濱中美衣， 野田雅史， 木村慶， 小林政義， 山岸大介,
久野隆史， 塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 冨田尚裕.
ISR後吻合部狭窄に対し再吻合術を施行した１例． 第73回
日本臨床外科学会総会 2011.11 東京
山岸大介， 野田雅史， 木村慶， 小林政義， 濱中美衣,

2011.11 東京
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,
竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之． 高齢発症潰瘍性大腸
炎手術症例の臨床的特徴の検討． 第66回日本大腸肛門病
学会学術集会 2011.11 東京
山野智基， 馬場谷彰仁， 塚本潔， 山岸大介， 久野隆史,
濱中美衣， 野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕． 左腎細胞
癌の血行性転移と考えられた転移性下行結腸癌の１例． 第
66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京
木村慶， 山野智基， 塚本潔， 濱中美衣， 山岸大介， 久
野隆史， 野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕． 無症状の腸
重責から発見された腺腫併存小腸癌の１例． 第66回日本大
腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京
塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,
山岸大介， 濱中美衣， 小林政義， 冨田尚裕． 家族性大
腸腺腫症に対する腹腔鏡補助下１期的大腸全摘， J 型回

久野隆史， 塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 池内浩基,

腸嚢肛門吻合術の導入． 第24回日本内視鏡外科学会総会

冨田尚裕． 集学的治療により6回肝切除をおこなった切除不

2011.12 大阪

能大腸癌肝転移の一例． 第73回日本臨床外科学会総会
2011.11 東京
野田雅史， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔， 山野智基,

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 竹末芳生， 冨田尚裕.
炎症性腸疾患術後中心ライン関連血流感染の検討． 第24
回日本外科感染症学会総会 2011.12 志摩

松原長秀， 池内浩基， 長谷川誠紀， 冨田尚裕． 大腸癌

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 竹末芳生， 冨田尚裕.

肝転移および肝切除後の肺転移の検討．（シンポジウム）第

炎症性腸疾患におけるSSIの現状と対策． 第24回日本外科

66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

感染症学会総会 2011.12 志摩

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

竹末芳生， 中村志郎， 松本譽之， 冨田尚裕． 炎症性腸

浜中美衣， 小林政義， 松原長秀， 冨田尚裕． 下部直腸
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癌に対する術前化学放射線療法に伴う術後感染症について
の検討． 第24回日本外科感染症学会総会 2011.12 志摩
［地方会等］

再発症例における先進部低分化所見とリンパ節外転移の意
義について． 第75回大腸癌研究会 2011.7 東京
■その他■

馬場谷彰仁， 山野智基， 松原長秀， 野田雅史， 塚本潔,

冨田尚裕． 大腸がん検診では何をするのでしょうか？また大腸

久野隆史， 山岸大介， 濱中美衣， 木村慶， 冨田尚裕.

がんになりやすい家系も教えてください． 治療 2011;93（4月

術後肝転移， 腹腔内リンパ節転移を示した， 壁外非連続
性癌進展病巣を持つS t a g eⅡ大腸癌の1例． 第 189 回近
畿外科学会 2011.6 大阪

増刊）:814-6
冨 田 尚 裕． レジデント・ノート「MSI」とはなんですか？.
（Q&A）大腸癌Frontier 2011;4:302-4

高山政樹， 大本俊介， 峯宏昌， 永田嘉昭， 永井知行， 川

冨田尚裕． 大腸癌の化学療法−個別化治療は可能か ? −.

崎正憲， 朝隈豊， 櫻井俊治， 松井繁長， 樫田博史,

学術講演会−外科的視点から考える大腸癌治療− 2011.1

工藤正俊， 山本典雄， 辻直子， 船井貞往， 冨田尚裕,
池内浩基． インフリキシマブが有効であった難治性潰瘍性
大腸炎の１例． 日本消化器病学会近畿支部第95回例会
2011.8 大阪
小林政義， 松原長秀， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史,
塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 冨田尚裕． Meckel憩
室が絞扼性イレウスの起因となった一例． 第190回近畿外科
学会 2011.11 大阪
［科学研究費等班会議］
楠正人， 池内浩基， 内野基， 他28名． 潰瘍性大腸炎術後
感染性合併症の調査・研究． 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」班平成22年度第2回総会 2011.1 東京

徳島
野田雅史． 当院におけるCetuximabの使用経験． 兵庫大腸
がんセミナー 2011.2 神戸
野田雅史． 最新の大腸癌治療について． 兵庫大腸がんセミ
ナー 2011.2 神戸
冨田尚裕． 遺伝性大腸癌の話． 兵庫医科大学市民健康講
座 2011.4 西宮
松原長秀． 切除不能･進行再発大腸癌における分子標的薬
の位 置 づけ． 兵 庫 大 腸がん分 子 標 的 薬 治 療セミナー
2011.7 神戸
冨田尚裕． 大腸癌治療の最近の話題． 京都薬科大学京薬
会卒後教育講座 2011.7 京都
塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,

上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 菊山梨紗， 吉田幸治,

山岸大介， 濱中美衣， 小林政義， 冨田尚裕． 家族性大

中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 野上晃司， 飯室正

腸腺腫症（FAP）に対する腹腔鏡補助下１期的大腸全摘

樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

･J型回腸嚢肛門吻合術（Lap-IPAA）の導入． 第9回神

譽之， 内野基， 池内浩基． 難治性クローン病患者に対す
るOMAの臨床的・免疫学的効果． 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

戸消化器外科懇話会学術講演会 2011.10 神戸
［兼任］
池内浩基（IBDセンター 参照）

害に関する調査研究」班平成22年度第2回総会 2011.1 東
京

産科婦人科学

吉田幸治， 福永健， 中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰,

Obstetrics and Gynecology

野上晃司， 上小鶴孝二， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正
樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本
譽之， 内野基， 池内浩基． 術後クローン病患者の早期再

■著書■

燃予測因子． 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克

小森慎二． V受精の基礎と臨床 2透明帯の構造と機能． 日

服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」

本哺乳動物卵子学会 編． 生命の誕生に向けて． 第2

班平成22年度第2回総会 2011.1 東京

版． 東京：近代出版， 2011:117-21

［研究会・講演会等］
内野基， 大嶋勉， 池内浩基， 冨田尚裕， 竹末芳生． 潰
瘍性大腸炎（UC）手術における術前１日経口抗菌薬投与に
よる腸管処置：無作為比較試験による検討． 第41回日本嫌
気性菌感染症研究会 2011.3 西宮
濱中美衣， 山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史,

小森慎二． 性分化と女性性器の発生， 女性性器の異常.
岡井崇， 綾部琢哉 編． 標準産科婦人科学． 東京：医学
書院， 2011:16-9,88-94
小森慎二． X染色体遺伝子． 森崇英 総編． 卵子学． 京
都：京都大学学術出版会， 2011;177-82
澤井英明． 着床前診断とその進め方， 遺伝カウンセリング

山岸大介， 馬場谷彰仁， 松原長秀， 上紺屋憲彦， 冨田

のポイント高齢妊娠の遺伝カウンセリング． 遺伝カウンセ

尚裕． 術前化学放射線療法が著効した進行直腸癌の１

リング ハ ンド ブック． 大 阪：メディカルドゥ， 2011:60-2,

例． 第33回日本癌局所療法研究会 2011.6 堺

336-8

冨田尚裕． 大腸癌の化学療法−個別化治療の可能性−.
（特別講演）岩手県大腸癌病理研究会 2011.7 盛岡
山野智基， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介， 濱中美衣,
野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕． 当科におけるStageⅡ

長谷川昭子． Ⅲ卵子の基礎と臨床 2卵子の形成・成熟（ヒ
ト）
． 日本哺乳動物卵子学会 編． 生命の誕生に向けて.
第2版． 東京：近代出版， 2011:42-6
長谷川昭子，香山浩二．卵子体外発育と体外成熟．森崇英
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総編．卵子学．京都：京都大学学術出版会，2011:435-42
澤井英明． 着床前診断と受精卵スクリーニング． 森崇英 総
編． 卵子学． 京都：京都大学学術出版会， 2011:913-6
■学術論文■
［総説］
澤井英明． 産婦人科医療と遺伝カウンセリング． 産婦人科の
進歩 2011;63:165-8
小森慎二， 金澤理一郎， 武信尚史． 子宮内膜症と免疫.
産婦人科治療 2011;102:233-38
細田容子， 武信尚史， 小森慎二． 不妊と免疫−その基礎と
臨床−． 産婦人科治療 2011;102:439-44
金澤理一郎， 細田容子， 小森慎二． 副腎性器症候群． 臨
床産科婦人科 2011;65:351-55
小森慎二， 長谷川昭子， 荻野舞． 体外発 育（in vitro
growth；IVG）
． 産婦人科の実際 2011;60;725-30
小森慎二， 加藤徹， 脇本裕． 妊娠の成立とCD52． 臨床免
疫・アレルギー科 2011;56:386-90
澤井英明． NT（nuchal translucency）と母体血清マーカ
ー検査の取り扱い−日本産科婦人科学会の新しい見解をふま
えて−． 産婦人科の実際 2011;60:1299-308
鍔 本 浩 志． 婦 人 科がん2011ASCOのトピック． 腫 瘍 内 科
2011;8:612-7
［原著］
Ito K， Tsubamoto H， Itani Y， Kuroboshi H， Fujita H,
Nobunaga T， Robert L， Coleman RL． A feasibility

therr-dimensional helical computed tomography． J
Matorn Fetal Neonatal Med 2011;24:91181-4
Yang XZ， Kumamoto K， Hasegawa A， Komori S，
Koyama K． Engulfment of spermatozoa by cumulus
cells and the role of CD36． J Reprod Immunol
2011;88:24-31
［症例報告］
Hao H， Itoyama M， Tsubamoto H， Tsujimoto M,
Hirota S． Large cell neuroendoctine carcinoma of the
cervix associated with intestinal variant invasive
mucinous adenocarcinoma． Pathol Int 2011;61:55-7
坂根理矢， 鍔本浩志， 池田ゆうき， 井上佳代， 金澤理一
郎， 小森慎二， 羽尾裕之， 廣田誠一． 妊孕能温存治療
後に再発を認めた低悪性度子宮内膜間質肉腫の2症例.
産婦人科の進歩 2011;63:99-105
井上佳代， 鍔本浩志， 金澤理一郎， 堀内功， 小森慎二，
田端千春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 腹水細胞
診にて診断した大網原発悪性中皮腫の1例． 産婦人科の進
歩 2011;63:106-11
池田ゆうき， 鍔本浩志， 井上佳代， 坂根理矢， 伴知子，
細田容子， 和田龍， 金澤理一郎， 小森慎二． 子宮頸部
腺癌Ⅳa期に対して術前化学療法後に前方または後方内臓
全摘手術を施行し長期生存を得た2例． 産婦人科の進歩
2011;63;362-3
鍔本浩志， 井上佳代， 坂根理矢， 池田ゆうき， 和田龍，

study of carboplatin and weekly paclitaxel

金澤理一郎， 小森慎二． 子宮頸癌（長径≧3cm）に対す

combination chemotherapy in endometrial cancer.

る術前化学療法および頸部切除による子宮温存治療． 産婦

Gynecol Oncol 2011;120:193-7

人科の進歩 2011;63;370-1

Yamada T， Nishimura G， Nishida K， Sawai H,

矢田有里， 澤井英明， 和田龍， 田中宏幸， 武信尚史，

Omatsu T， Kimura T， Nishihara H， Shono R,

伊藤善啓， 原田佳世子， 池田ゆうき， 小森慎二． 出生

Shimada K， Tanaka S， Shirato H， Minakami H.

前に胎児ヘリカルC Tで診断し出生後に遺伝子変異を確認し

Prenatal diagnosis of short-rib polydactyly syndrome

たⅡ型コラーゲン異常症． 産婦人科の進歩 2011;63;417-9

type3（Verma-Naumoff type）by three-dimensional

荻野舞， 堀内功， 脇本裕， 坂佳世， 加藤徹， 和倉久

helical computed tomography． J Obstet Gynaecol

実， 青井千尋， 持田菜穂子， 小森慎二． 体外受精胚移

Res 2011;37:151-5
Numabe H， Sawai H， Yamagata Z， Muto K， Kosaki

植治療後の妊娠において子宮内妊娠と頸管妊娠が同時に認
められた1例． 産婦人科の進歩 2011;63;438-40

R， Yuki K， Kosaki K． Reproductive succes in

池田ゆうき， 鍔本浩志， 井上佳代， 加藤徹， 金澤理一

patients with hallermann-streff syndrome． Am J

郎， 小森慎二， 前田弘章， 廣田省三． 子宮頸部腺癌

Med Genet A 2011;155A:2311-3

IVa期に対して術前化学療法後に前方または後方骨盤除臓

Tada N， Hinotsu S， Urushihara H， Kita F， Kai S,
Takahashi TA， Kato S， Takanashi M， Ito K,
Sawai H， Maekawa T， Kosugi S， Kawakami K.
The current status of umbilical cord blood collection
in Japanese medical centers Survery of obstetricians.
Transfus Apher Sci 2011:44;263-8

術を施 行し 長 期 生 存を得 た 2 例． 産 婦 人 科 の 進 歩
2011;63;493-8
■学会発表■
［国際学会］
T s u b a m o t o H， I n o u e K， K a w a g u c h i R， I t o K，
Takeuchi S， Shiozaki T， Itani Y， Arakawa，

Sasaki A， Sawai H， Masuzaki H， Hirahara F， Sago

Tabata T， Toyoda S． Phase II trial of weekly

H． Low prevalence of genetic prenatal diagnosis in

irinotecan and carboplatin for relapsed ovarian

Japan． Prenat Diagn 2011:31;1007-9

cancer：A Kansai Clinical Oncology Group study.

Wada R， Sawai H， Nishimura G， Isono K， Minagawa
K， Takenobu T， Harada K， Tanaka H， Ishikura R，
Komori S． Prenatal diagnosis of kniest dysplasia with

American Society of Clinical Oncology（ASCO2011）
2011.6 Chicago
Inoue K， Tsubamoto H， Ito K， Hori K， Kanazawa R，
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Ito Y， Yamamoto S， Onishi K， Ando R， Komori
S． Intraperitoneal and intrapleural administrations of

119

転 移の1例． 第51回日本 婦 人 科 腫 瘍 学 会 学 術 講 演 会
2011.6 札幌

triamcinolone acetonide for control of malignant

水野智子， 早崎容， 豊木廣， 古井辰郎， 伊藤直樹， 藤

ascites and pleural effusion． American Society of

本次良， 森重健一郎， 井上佳代， 鍔本浩志， 小森慎

Clinical Oncology（ASCO2011）2011.6 Chicago
Takekuma M， Hirashima Y， Ito K， Tsubamoto H，
Tabata T， Arakawa A， Itani Y， Furukawa N，

二． 婦人科悪性腫瘍における骨転移例の検討とビスホスネー
ト製剤の役割． 第51回日本婦人科腫瘍学会学術講演会
2011.6 札幌

Murakoshi H， Takeuchi S． Phase II trial of

鍔本浩志， 川口龍二， 伊藤公彦， 竹内聡， 塩崎隆也，

paclitaxel and nedaplatin in patients with advanced/

井谷嘉男， 荒川敦志， 豊田進司． 再発卵巣癌に対するイ

recurrent uterine cervical cancer：A Kansai Clinical

リノテカン（CPT）
・カルボプラチン（Carbo）併用療法の第

Oncology Group study． American Society of Clinical

2相臨床試験−KC06-0330． 第51回日本婦人科腫瘍学会

Oncology（ASCO2011）2011.6 Chicago

学術講演会 2011.6 札幌

Hosoda Y， Hasegawa A， Morimoto N， Wakimoto Y， Ito

原田佳世子， 武信尚史， 荻野舞， 坂根理矢， 和田龍，

Y， Komori S． Methylation analysis of imprinted

田中宏幸， 澤井英明， 小森慎二． 一絨毛膜二羊膜双胎

genes from oocytes grown in vitro． European Society

妊娠管理中に急性妊娠脂肪肝を発症した一症例． 第47回

of Human Reproduction & Embryology（ESHRE2011）
2011.7 Stockholm

日本周産期・新生児医学会学術集会 2011.7 札幌
坂根理矢， 原田佳世子， 武信尚史， 荻野舞， 和田龍，

Wada R， Ikeda Y， Wakimoto Y， Kato T， Sawai H，

田中宏幸， 澤井英明， 小森慎二． 先天性血栓性血小板

Sasaki T， Okuyama H， Komori S． A Case of

減少性紫斑病を合併妊娠の１症例． 第47回日本周産期・

Undiagnosed Cloacal Exstrophy． World Federation

新生児医学会学術集会 2011.7 札幌

for Ultrasound in Medicine and Biology
（WFUMB2011）2011.8 Wien
Hardiyant L， Hasegawa A， Komori S． Does male
reproductive tract CD52（mrt-CD52）prevent
complement activation viabinding Clq ? ． 16th World

武信尚史， 原田佳世子， 荻野舞， 坂根理矢， 和田龍，
田中宏幸， 澤井英明， 小森慎二． 当科で経験した子宮
底部横切開により帝王切開術． 第47回日本周産期・新生児
医学会学術集会 2011.7 札幌
細田容子， 長谷川昭子， 和倉久実， 坂佳世， 脇本裕，

Congress on In vitro Fertilization（ISIVF）2011.9

小森慎二． in vitro卵胞発育系における初期卵母細胞のイ

Tokyo

ンプリント遺伝子メチル化に関する検討． 第63回日本産科

Sakane R， Kanazawa R， Tsubamoto H， Itani Y， Ito K，

婦人科学会学術講演会 2011.8 大阪

Takeuch S． Phase II trial of interval debulking

澤井英明， 堀内功， 和田龍， 矢田有里， 伴知子， 武信

surgery followed by intraperitoneal chemotherapy for

尚史， 田中宏幸， 小森慎二． 胎児骨系統疾患における2

advanced ovarian cancer - a Kansai Clinical Oncology

型コラーゲン異常症の遺伝子変異の解析． 第63回日本産科

G r o u p s t u d y （ K C O G 9 8 1 2 t r i a l ）． T h e 1 7 t h
International Meeting of the European Society of
Gynaecological Oncology（ESGO）2011.9 Milano
Kato T， Sakane R， Kanazawa R， Tsubamoto H， Komori
S． Neoadjuvant transarterial chemoembolization
（TACE）for locally advanced cervical

婦人科学会学術講演会 2011.8 大阪
原田佳世子， 武信尚史， 伊藤善啓， 矢田有里， 池田ゆう
き， 加藤徹， 小森慎二． 内子宮口付近で不正な流動性
エコーを認めplacenta lakeと考えられた前置胎盤の1症例.
第63回日本産科婦人科学会学術講演会 2011.8 大阪
鍔本浩志， 井上佳代， 坂根理矢， 金澤理一郎， 小森慎

adenocarcinoma． The 17th International Meeting of

二， 竹内聡． 進行再発婦人科がんに対するリュープロレリ

the European Society of Gynaecological Oncology

ン臨床試験−中間解析報告−． 第63回日本産科婦人科学

（ESGO）2011.9 Milano
［国内学会］

会学術講演会 2011.8 大阪
Hardiyant L． Male reproductive tract CD52（mrt_

細田容子， 荻野舞， 小森慎二． 卵胞発育培養系における

CD52）suppresses complement activation viabinding

卵母細胞のインプリント遺伝子のメチル化に関する検討.

C1q． 第63回日本産科婦人科学会学術講演会 2011.8 大

第84回日本内分泌学会学術総会 2011.4 神戸

阪

持田菜穂子， 長谷川昭子， 山海直， 細田容子， 荻野舞，

持田菜穂子， 長谷川昭子， 山海直， 細田容子， 荻野舞，

小森慎二． 弱齢から老齢までのカニクイザル卵巣組織学

小森慎二． Non-human primate卵巣における卵胞発育因

的・免疫組織学的検討． 第52回日本哺乳動物卵子学会総

子の免疫組織学的検討． 第29回日本受精着床学会総会・

会・学術講演会 2011.5 大田原
井上佳代， 鍔本浩志， 浮田祐司， 池田ゆうき， 脇本裕，
加藤徹， 金澤理一郎， 小森慎二．ビスホスホネート製剤
併用化学療法が奏功した子宮頸癌CCRT後の骨盤多発骨

学術講演会 2011.9 東京
長谷川昭子． 抗透明帯による不妊．（シンポジウム）第29回日
本受精着床学会総会・学術講演会 2011.9 東京
池田ゆうき， 武信尚史， 原田佳世子， 坂根理矢， 浮田祐
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司， 小森慎二． 胎児期に見つかった後膜腫瘍の一例.
The12th Annual Symposium Japanese Society for the
Advancement 2011.9 淡路

例． 第124回近畿産科婦人科学会総会および学術集会
2011.6 和歌山
鍔本浩志． 子宮体癌の診断と一認定医取得の為の必修知

鍔本浩志， 竹内聡， 豊田進司， 澤田守男， 井上佳代， 宮

識． 第125回近畿産科婦人科学会学術集会 2011.11 大阪

木康成， 伊藤公彦． 再発婦人科がんに対するdocetaxel

井上佳代， 本多釈人， 池田ゆうき， 加藤徹， 金澤理一

腹腔内投与の第I相臨床試験−KCOG - 0601−． 第49回日
本癌治療学会学術集会 2011.10 愛知
荻野舞， 持田菜穂子， 長谷川昭子， 和田龍， 細田容子，
池田ゆうき， 加藤徹， 脇本裕， 坂佳代， 武信尚史，

郎， 鍔 本 浩 志， 小 森 慎 二． 子 宮ポリープ 状 異 形 腺
（APAM）の2例． 第125回近畿産科婦人科学会学術集会
2011.11 大阪
加藤徹， 武信尚史， 原田佳世子， 坂根理矢， 浮田祐司，

小森慎二， 山海直． カニクイザルにおける卵巣組織の組織

森本真晴， 坂佳代， 伊藤善啓， 澤井英明， 小森慎二.

学的・免疫学的検討． 第56回日本生殖医学会学術講演

当科における精神疾患合併妊娠の現状． 第125回近畿産

会・総会 2011.12 栃木

科婦人科学会学術集会 2011.11 大阪

池田ゆうき， 持田菜穂子， 長谷川昭子， 脇本裕， 加藤

荻野舞， 坂佳代， 細田容子， 和田龍， 武信尚史， 澤井

徹， 荻野舞， 田中宏幸， 小森慎二， 山海直． カニクイ

英明， 小森慎二． 当科内分泌外来における若年未婚患者

ザルにおける卵巣組織の免疫学的検討． 第26回日本生殖

の検討． 第125回近畿産科婦人科学会学術集会 2011.11

免疫学会学術講演会・総会 2011.12 愛知
荻野舞， ルトフィ・ハルディヤント， 長谷川昭子， 池田

大阪
［科学研究費等班会議］

ゆうき， 小森慎二． 補体制因子としての雄性生殖組織

澤井英明． 致死性骨異形成症の全国調査について． 致死性

CD52（mrt-CD52）
． 第26回日本生殖免疫学会学術講演

骨異形成症の診断と予後に関する研究班会議 2011.11 東

会・総会 2011.12 愛知

京

［地方会等］
加藤徹， 坂佳世， 堀内功， 和田龍， 武信尚史， 繁田実，
小林眞一郎， 長谷川昭子， 小森慎二． PDF症例を中心
とした抗透明帯抗体陽性例に関する臨床的検討． 第136回
日本生殖医学会関西支部集談会・第42回関西アンドロロジ
ーカンファレンス 2011.3 大阪
脇本裕， 武信尚史， 伊藤善啓， 原田佳世子， 内田暁子，
浮田祐司， 荻野舞， 小森慎二． TTP合併妊娠の一症
例． 第85回兵庫県産科婦人科学会総会および学術集会
2011.6 神戸
加藤徹， 伊藤善啓， 鍔本浩志， 池田ゆうき， 井上佳代，
坂根理矢， 金澤理一郎， 小森慎二， 笠間周平， 山本麻
未， 芳川浩男． 卵巣皮様嚢腫に起因する反復した抗
NMDA受容体脳炎の１症例． 第85回兵庫県産科婦人科
学会総会および学術集会 2011.6 神戸
本多釈人， 澤井英明， 森本真晴， 潮田まり子， 坂佳世，
伴知子， 細田容子， 和田龍， 小森慎二． 当院における

［研究会・講演会等］
澤井英明． 産婦人科診療における臨床遺伝・遺伝カウンセリン
グ． 第1回高知県専門医等養成支援事業セミナー 2011.3
高知
澤井英明． 生殖医療と遺伝カウンセリング～ ARTと染色体異
常妊娠の関連性～． 福井市産婦人科医会勉強会 2011.3
福井
澤井英明． 周産期にみつかる胎児骨格異常の診断と予後に
ついて． 第55回関西ディスモルフォロジー研究会（KDC）
2011.5 大阪
金澤理一郎． HPV感染と疾患． 第4回六甲産婦人科疾患研
究会 2011.5 西宮
細田容子． 症例提示． 第13回西宮産婦人科医会研修会
2011.6 西宮
原田佳世子． 当院での切迫早産の管理と予防対策． 第13回
西宮産婦人科医会研修会 2011.6 西宮
小森慎二， 澤井英明， 皆川京子， 谷澤隆邦． 兵庫医大の

羊水染色体検査の年次的統計分析． 第85回兵庫県産科

特徴活用型周産期医療支援事業に中間報告． 第43回日本

婦人科学会総会および学術集会 2011.6 神戸

医学教育学会大会 2011.7 広島

浮田祐司， 井上佳代， 池田ゆうき， 鍔本浩志， 金澤理一

加藤徹， 伊藤善啓， 細田容子， 池田ゆうき， 井上佳代，

郎， 坂佳世， 細田容子， 堀内功， 澤井英明， 小森慎

加藤徹， 坂根理矢， 金澤理一郎， 鍔本浩志， 小森慎

二． 当科における婦人科悪性腫瘍骨転移の現状． 第124

二． 腫瘍内出血を伴った有茎性嚢胞性子宮腺筋症の一

回近畿産科婦人科学会総会および学術集会 2011.6 和歌山
森岡朋子， 原田佳世子， 武信尚史， 田中宏幸， 矢田有

例． 第22回近畿エンドメトリオーシス研究会 2011.8 大阪
澤井英明．「出生前に行われる検査および診断に関する見

里， 青井千尋， 荻野舞， 加藤徹， 坂根理矢， 森本

解」． 第9回全国遺伝子医療部門連絡会議 2011.11 千葉

篤， 澤井英明， 小森慎二． 一絨毛膜二羊膜双児妊娠管

澤井英明．「妊娠初期の胎児異常のスクリーニング検査」～

理中に急性妊娠脂肪肝を発症した1症例． 第124回近畿産

超音波検査（NTなど）～． 西宮産婦人科医会講演会

科婦人科学会総会および学術集会 2011.6 和歌山
森本真晴， 和田龍， 伊藤善啓， 原田佳世子， 伴知子，
和倉久実， 脇本裕， 内田暁子， 本多釈人， 澤井英明，
小森慎二． 胎内診断が困難であった総排泄腔遺残の1症

2011.11 西宮
■その他■
小森慎二． 兵庫医大の特徴活用型周産期医療支援事業.
GPフォーラム分化会「医療系人材の養成」 2011.1 東京

兵庫医大業績録（2011）
澤井英明． 産婦人科の遺伝妊娠と遺伝について． 長崎市市
民公開講座 2011.3 長崎
武信尚史． 死産と新生児死亡～産科医の立場から～． 第17
回日本臨床死生学会大会 2011.9 神戸
小森慎二． アンドロゲン受容体とは何ぞや？． 日本Men’s
Health医学会News Letter 2011;7:1-2
伊藤善啓． 脳炎の原因となる卵巣腫瘍について．（Q&A）
産婦人科の進歩 2011;63:516
小森慎二， 荻野舞， 池田ゆうき． アンケートとパネルディ
スカッションのまとめ． Osteoprosis Japan 2011;19:32-4
澤井英明．「致死性」病名変更検討を−厚生省研究班調査
−． 読売新聞（東日本版）2012.6.16:12
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の文献調査．日本整形外科学
会雑誌 2011;85:379-87
大迎知宏， 田中寿一． 肘靱帯断裂例に対する新しい縫合糸
アンカー手技． 整形外科 2011;62:801-7
吉矢晋一， 中山寛， 水野貴文， 道免和久． スポーツ整形
外科 術後リハビリテーション・プログラム（第13回）下肢のス
ポーツ損傷 膝MCL損傷． 臨床スポーツ医学 2011;28:101723
森山徳秀， 圓尾圭史． 破壊性脊椎関節症． Orthopaedics
2011;24:137-42
今村史明， 福西成男， 岩田康男， 吉矢晋一． 膝関節にお
けるアミロイド関節症の診断と治療． 関節外科 2011;30:
1150-7

整形外科学

Orthopaedic Surgery

圓尾圭史， 森山徳秀， 堀之内豊， 橘俊哉， 岡田文明,
井上真一， 吉矢晋一． 骨粗鬆症性椎体骨折後遅発性麻
痺に対して後方固定を併用したハイドロキシアパタイトブロ
ックによる椎体形成術の治療成績． 別冊整形外科 2011;60:

■著書■
吉矢晋一． 膝部． 宗田大 専門編集， 中村耕三 総編． 下

84-7
森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史， 井上真一,

肢のスポーツ外傷と障害． 東京：中山書店， 2011:132-43

堀之内豊， 吉矢晋一． 阪神地区での脊柱検診の現状と潜

吉矢晋一， 中山寛． 内側側副靭帯再建術． 黒坂昌弘 専門

在性二分脊椎の疫学的検討（第3報）
． 小児の脳神経

編， 戸山芳昭 総編． 膝関節の手術． 東京：中山書店,
2011:121-6
吉矢晋一， 黒田良祐． 側副靭帯損傷． 中嶋寛之 監， 福
林徹， 史野根生 編． 新版スポーツ整形外科学． 東京：
南江堂， 2011:297-300
■学術論文■
［総説］

2011;36:542-4
麩谷博之． CT検査． 整形外科看護 2011;（秋季増刊）:2632
麩谷博之， 中山寛， 井上真一， 森山徳秀． MRI検査.
整形外科看護 2011;（秋季増刊）:33-40
［原著］
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 圓尾圭史， 堀之内豊,

吉矢晋一， 長野正憲， 黒坂昌弘． 前十字靱帯再建術−骨

黒田美穂， 井垣歩， 吉矢晋一． 表皮内電気刺激法を用

付き膝 蓋 腱とハムストリング腱 −． 臨 床スポーツ医 学

いた痛み関連電位−健常人の検討−． 脊髄機能診断学

2011;28:45-8

2011;32:111-3

藤岡宏幸， 常深健二郎， 山中清孝， 田中寿一． 舟状骨骨

黒田美穂， 岡田文明， 井垣歩， 柴山沙織， 本田倫乃,

折およびその他の手根骨骨折の治療． 関節外科 2011;

戌角幸治， 森山徳秀， 吉矢晋一， 小柴賢洋． Erb点刺

30:351-7
藤岡宏幸， 田中寿一， 常深健二郎， 奥野宏昭． TJ screw
を用いたsuspensionplasty-Thompson変法． 整形・災害
外科 2011;54:251-5
上谷清隆， 矢吹浩子， 福西成男， 水野貴文， 梶原和久,
瀬戸川啓， 大川直子， 牧口浩司， 西垣和子， 道免和
久．リハビリの活躍するパス 当院におけるリハ関連パスの現
状と課題．日本クリニカルパス学会誌 2011;13:41-3
田中寿一． サッカーでの第5中足骨疲労骨折． 臨床スポーツ
医学 2011;28:387-94
橘俊哉． 薬物療法（オピオイド）
． Orthopaedics 2011;24:
231-5
藤岡宏幸， 奥野宏昭， 常深健二郎， 田中寿一． 肘関節内
側側副靱帯損傷に対する靱帯再建術 TJ screw systemに

激 による近 位 筋 及 び 遠 位 筋 導 出 複 合 筋 活 動 電 位
（CMAP）の検討． 脊髄機能診断学 2011;32:77-81
森口和哉， 福永訓， 麩谷博之， 福西成男， 金澤優純,
吉矢晋一． 化膿性骨髄炎に対する抗生剤入りリン酸カルシウ
ム骨ペーストの治療経験． 中部日本整形外科災害外科学
会雑誌 2011;54:351-2
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 圓尾圭史， 堀之内豊,
井上真一， 吉矢晋一， 森山萬秀， 村川和重． 脊椎手術
後の難治性疼痛を有する患者に対する脊髄刺激療法の適
応． Journal of Spine Research 2011;2:1188-91
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 圓尾圭史， 堀之内豊,
吉矢晋一． 頸椎症性筋萎縮症の電気診断 病態と予後.
中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2011;54:783-4
圓尾圭史， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 堀之内豊,

よる肘 関 節 内 側 側 副 靱 帯 再 建 術． 臨 床スポーツ医 学

吉矢晋一． 腰椎DSAに対する術式選択と術後手術成績.

2011;28:519-22

中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2011;54:829-30

別府諸兄， 帖佐悦男， 立入克敏， 吉矢晋一， 加藤博之,

堀之内豊， 圓尾圭史， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明,

高原政利， 島田幸造， 新井猛， 戸祭正喜， 松浦哲也.

吉矢晋一． 骨粗鬆症性椎体骨折後遅発性麻痺に対して後
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方固定を併用したHAブロックによる椎体形成術の治療成績.
中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2011;54:851-2

DTJ mini screwにて固定した2例． 中部日本整形外科災
害外科学会雑誌 2011;54:359-60

橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 圓尾圭史， 堀之内豊,

福永訓， 麩谷博之， 有住文博， 真鍋貴重， 吉矢晋一.

吉矢晋一． 脊髄障害性疼痛 自験例の検討． 中部日本整

小指基節骨に発生した骨巨細胞腫の1例． 中部日本整形外

形外科災害外科学会雑誌 2011;54:861-2

科災害外科学会雑誌 2011;54:747-8

中島祐介， 小橋昌司， 今村史明， 倉本圭， 柴沼均， 吉矢

有住文博， 麩谷博之， 福永訓， 吉矢晋一． 成人の鎖骨に

晋一， 畑豊． モンテカルロ推定法による人工膝関節動態の

発生したランゲルハンス細胞組織球症の1例． 中部日本整形

動画像自動解析． 臨床バイオメカニクス 2011;32:497-502

外科災害外科学会雑誌 2011;54:749-50

橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 圓尾圭史， 井上真一,

中山寛， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 関節鏡下に腫瘍

堀之内豊， 吉矢晋一． ボックス型ケージの頸椎前方固定術

摘出を行った膝関節内滑膜血管腫の2例． 中部日本整形外

における有用性−頸椎椎間板ヘルニアに対する単椎間前方
固定術での自家腸骨移植例との比較−． Journal of Spine
Research 2011;2:1626-9
福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝， 岡久昇平,
吉矢晋一． Image free navigationを使用したTHAの成績
と問題点． Hip Joint 2011;37:41-3

科災害外科学会雑誌 2011;54:751-2
真鍋貴重， 福永訓， 麩谷博之， 有住文博， 吉矢晋一.
後腹膜に発生した脱分化型脂肪肉腫の1例． 中部日本整形
外科災害外科学会雑誌 2011;54:755-6
中山寛， 清野大輔， 吉矢晋一， 佐々木謙， 山口基， 藤田
健司． アメリカンフットボール， ラグビー選手に生じた膝

岡久昇平， 福西成男， 福井智一， 吉矢晋一． THAおよび

蓋骨脱臼の4例．日本臨床スポーツ医学会誌 2011;19:631-4

THA再置換時における術前造影CTでの大腿動脈の走行

Okahisa S， Fukunishi S， Fukui T， Nishio S， Fujihara

異常の検討． Hip Joint 2011;37:606-9
西尾祥史， 三浦寿一， 藤原勇輝， 小柳佐保子， 福西成
男， 吉矢晋一． THA術後疼痛に対する各種鎮痛方法の
比較検討． Hip Joint 2011;37:656-8
Fukunishi S， Fukui T， Nishio S， Fujihara Y， Okahisa

Y， Yoshiya S． Femoral artery injury during revision
of a dislocated bipolar hemiarthroplasty：a case
report． Hip Int 2011;21:502-5
■学会発表■
［国際学会］

S， Yoshiya S． Radiological classification of hip

Fukunishi S， Fukui T， Nishio S， Yoshiya S.

arthropathy associated with long-term haemodialysis.

Radiological classification of hip arthropathy

Hip Int 2011;21:457-62
Tsumori Y， Yoshiya S， Kurosaka M， Kobashi S,
Shibanuma N， Yamaguchi M． Analysis of weight-

associated with long-term hemodialysis． 57th Annual
Meeting of the Orthopaedic Research Society 2011.1
Long Beach

bearing kinematics of posterior-stabilized total knee

Fukui T， Fukunishi S， Fujihara Y， Nishio S， Yoshiya

arthroplasty with novel helical post-cam design． J

S． Assessment of acetabular anteversion aligned

Arthroplasty 2011;26:1556-61

with the transverse acetabular ligament−cadaveric

Nishio S， Fukunishi S， Fukui T， Fujihara Y， Yoshiya

study using image free navigation system−． 57th

S． Adjustment of leg length using imageless

Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society

navigation THA software without a femoral tracker.
J Orthop Sci 2011;16:171-6

2011.1 Long Beach
Nishio S， Fujihara Y， Koyanagi S， Fukunishi S,

Fujioka H， Futani H， Fukunaga S， Okuno H， Kano

Yoshiya S． Comparison of continuous femoral nerve

M， Tsukamoto Y， Tanaka J， Yoshiya S． Posterior

block， caudal epidura lblock， and intravenous

interosseous nerve palsy caused by synovial

patient-controlled analgesia in pain control after total

chondromatosis arising in the annular periradial

hip ar throplasty：a prospective randomized study.

recesses of the elbow. Mod Rheumatol 2011;21:192-6

57th Annual Meeting of the Orthopaedic Research

Wakitani S， Okabe T， Horibe S， Mitsuoka T， Saito

Society 2011.1 Long Beach

M， Koyama T， Nawata M， Tensho K， Kato H,

Seino D， Imamura F， Nakayama H， Tsumori Y,

Uematsu K， Kuroda R， Kurosaka M， Yoshiya S,

Nakajima Y， Hata Y， Kobashi S， Shibanuma N,

Hattori K， Ohgushi H． Safety of autologous bone

Kurosaka M， Yoshiya S． Analysis of non-weight-

marrow-derived mesenchymal stem cell

bearing flexion kinematics of mobile bearing CR TKA.

transplantation for cartilage repair in 41 patients with

57th Annual Meeting of the Orthopaedic Research

45 joints followed for up to 11 years and 5 months． J

Society 2011.1 Long Beach

Tissue Eng Regen Med 2011;5:146-50
［症例報告］

Nakayama H， Yoshiya S， Yaguchi T， Nishizaki T,
Miyazawa K． Resveratrol induces apoptosis human

中山寛， 清野大輔， 田中寿一， 吉矢晋一， 丸岡隆． 膝

rheumatoid ar thritis synovial cells in a sir tuin

蓋 骨 脱 臼に伴ったtangential osteochondral fractureを

1-dependent manner． 57th Annual Meeting of the
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本肘関節学会学術集会 2011.2 東京

Moriyama T． Surgery of cervical spine−laminoplasty to

山中清孝， 田中寿一， 常深健二郎， 藤岡宏幸， 大迎知宏.

salvage operation−． 2nd Chulalongkorn-Aesculap

RA以外の遠位橈尺関節症に対するSauve-Kapandji手術

Academy Lumbar and Cervical Spine Workshop

施行例の検討．（Web開催）第54回日本手外科学会学術

2011.1 Bangkok

集会 2011.4 青森

Inoue S， Moriyama T， Tachibana T， Okada F， Maruo

常深健二郎， 田中寿一， 藤岡宏幸， 吉矢晋一， 奥野宏

K， Horinouchi Y， Yoshiya S． Risk factor of lateral

昭． 手舟状骨に生じた有痛性骨嚢腫様病変の治療経験.

mass fracture during cervical lateral mass screw

（Web開催）第54回日本手外科学会学術集会 2011.4 青森

fixation． The American Academy of Orthopaedic

藤岡宏幸， 常深健二郎， 江川博昭， 山中清孝， 田中寿一.

Surgeons 2011 Annual Meeting（AAOS）2011.2 San

キーンベック病に対するスワンソン型シリコンインプラント

diego

置換術の長期経過例．（Web開催）第54回日本手外科学

Inoue S， Moriyama T， Tachibana T， Okada F， Maruo

会学術集会 2011.4 青森

K， Horinouchi Y， Yoshiya S． Risk factors of lateral

大迎知宏， 田中寿一， 藤岡宏幸， 奥野宏昭， 常深健二

mass fracture during cervical lateral mass screw

郎． 強度実験によるアキュトラックミニスクリューの力学的分析

fixation． Second Annual Meeting of Cervical Spine

−骨折位置による影響を中心に−．（Web開催）第54回日

Research Society Asia Pacific Section（CSRS-AP
2011）2011.4 Busan

本手外科学会学術集会 2011.4 青森
大迎知宏， 田中寿一， 藤岡宏幸， 奥野宏昭， 常深健二

Seino D． Analysis of non-weight-bearing flexion

郎． 強度実験によるアキュトラックミニスクリューの力学的分析

kinematics of mobile bearing CR TKA． International

−テクニカルエラーによる影響を中心に−．（Web開催）第

S o c i e t y o f A r t h r o s c o p y， K n e e S u r g e r y a n d

54回日本手外科学会学術集会 2011.4 青森

Orthopaedic Sports Medicine 2011（ISAKOS2011）
2011.5 Rio de Janeiro
Nakayama H． Comparison of inside-out and outside-in
techniques in anatomic ACL reconstruction.

奥野宏昭， 田中寿一， 藤岡宏幸， 常深健二郎， 吉矢晋
一． 骨付き移植腱とインターフェレンススクリューを用いた指伸
展機構の再建．（Web開催）第54回日本手外科学会学術
集会 2011.4 青森

International Society of Arthroscopy， Knee Surgery

金谷貴子， 山崎京子， 藤岡宏幸， 常深健二郎， 田中寿

and Orthopaedic Sports Medicine 2011

一． 橈骨遠位端骨折ロッキングプレート術後の長母指屈筋

（ISAKOS2011）2011.5 Rio de Janeiro
Tachibana T， Moriyama T， Okada F， Maruo K， Inoue

腱断裂についての検討．（Web開催）第54回日本手外科学
会学術集会 2011.4 青森

S， Horinouchi Y， Kato H， Yoshiya S． Box-designed

和田啓義， 加藤義治， 中原進之介， 久野木順一， 伊東学,

interbody fusion cage with autologous cancellous bone

山田宏， 佐藤公治， 高橋淳， 森山徳秀， 土屋邦喜,

graft versus autologous tricortical iliac crest bone

奥村潤一郎， 竹内一裕， 須藤英毅， 金谷幸一． 透析患

graft without plate fixation in the cervical spine.

者に対する脊椎手術の現況と問題点「透析・腎移植と運動

The 8th Combined Congress of the Spine and

器を考える会」の立ち上げと手術症例の検討．（Web開

Pediatric Sections， Asia Pacific Orthopaedic
Association（APOAsp 2011）2011.6 Gifu
［国内学会］
福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝， 吉矢晋一.
Metal on Metal大径骨頭を用いたTHAの短期成績． 第
41回日本人工関節学会 2011.2 東京

催）第40回日本脊椎脊髄病学会 2011.4 東京
森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史， 堀之内豊,
井上真一， 吉矢晋一． 阪神地区の脊柱検診における潜在
性二分脊椎の疫学的検討．（Web開催）第40回日本脊椎
脊髄病学会 2011.4 東京
圓尾圭史， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 井上真一,

井上真一， 福西成男， 福井智一， 吉矢晋一． 人工骨頭置

堀之内豊． 腰部脊柱管狭窄症（多椎間病変）における顕

換術後にouter head が外傷性に骨盤内中心性脱臼を認め

微鏡視下片側進入両側除圧術と棘突起縦割式椎弓切除術

THAを行った1例． 第41回日本人工関節学会 2011.2 東京

の短期成績．（Web開催）第40回日本脊椎脊髄病学会

藤原勇輝， 福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 吉矢晋一.
表面置換型人工股関節置換術の短期成績． 第41回日本人
工関節学会 2011.2 東京
常深健二郎， 田中寿一， 藤岡宏幸， 山中清孝， 吉矢晋一,
奥野宏昭． 新鮮外傷性肘関節靱帯損傷に対する治療成
績． 第23回日本肘関節学会学術集会 2011.2 東京
加納正雄， 田中寿一， 藤岡宏幸， 奥野宏昭， 麩谷博
之， 福 永 訓， 常 深 健 二 郎， 吉 矢 晋 一． Synovial
chondromatosisによる後骨間神経麻痺の1症例． 第23回日

2011.4 東京
橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 圓尾圭史， 井上真一,
堀之内豊， 吉矢晋一． 脊髄症に伴う脊髄障害性疼痛−自
験例の検討−．（Web開催）第40回日本脊椎脊髄病学会
2011.4 東京
麩谷博之， 福永訓， 吉矢晋一． 脊椎を除いた転移性骨腫
瘍の外科的治療の新展開．（シンポジウム）
（Web開催）
第84回日本整形外科学会学術総会 2011.5 横浜
福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝， 岡久昇平,
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吉矢晋一． Metal on metal， large headを使用した人工
股関節置換術の術後短期成績．（Web開催）第84回日本
整形外科学会学術総会 2011.5 横浜
福井智一， 福西成男， 西尾祥史， 藤原勇輝， 吉矢晋一.
臼蓋横靱帯の走行角度（CT-free navigationを用いて）
．
（Web開催）第84回日本整形外科学会学術総会 2011.5 横
浜
西尾祥史， 三浦寿一， 藤原勇輝， 小柳佐保子， 福西成
男， 吉矢晋一． THA術後鎮痛法の比較検討 持続大腿

鏡・膝・スポーツ整形外科学会（3rd JOSKAS）2011.6 札
幌
柏薫里， 佐々木謙， 山口基， 中山寛， 吉矢晋一． 膝前十
字靱帯・膝蓋腱同時損傷の3例． 第3回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会（3rd JOSKAS）2011.6 札幌
清 野 大 輔， 今 村 史 明， 中 山 寛， 吉 矢 晋 一． CT-free
navigationを使用したTKA設置前後の膝kinematicsの検
討. 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（3rd
JOSKAS）2011.6 札幌

神経ブロック・仙骨硬膜外ブロック・フェンタニル持続静脈注

山口基， 佐々木謙， 中山寛， 吉矢晋一， 黒田良祐， 黒坂

射．（Web 開催 ）第84回日本 整 形 外 科 学 会 学 術 総 会

昌弘． 2重束ACL再建術の3D-CTによる脛骨骨孔位置と術

2011.5 横浜

後成績の関係． 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科

和田啓義， 加藤義治， 中原進之介， 久野木順一， 佐藤公

学会（3rd JOSKAS）2011.6 札幌

治， 山田宏， 伊東学， 高橋淳， 森山徳秀， 土屋邦喜,

中山寛， 諸岡孝俊， 吉矢晋一． 成長期膝離断性骨軟骨炎

奥村潤一郎． 透析患者に対する脊椎手術の現況と問題点

の保存的治療の成績に影響を与える因子の検討． 第23回

「透析・腎移植と運動器を考える会」の立ち上げと手術症例
の検討．（Web開催）第84回日本整形外科学会学術総会
2011.5 横浜
藤原勇輝， 西尾祥史， 三浦寿一， 小柳佐保子， 福西成
男， 吉矢晋一． 大腿骨骨折に対して救急搬送時および術

日本運動器科学会 2011.7 新潟
福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 高齢発症の軟部肉腫に対
する初回手術の重要性． 第44回日本整形外科学会骨・軟
部腫瘍学術集会 2011.7 京都
福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 大腿骨病的骨折に対する

後に行ったfascia iliaca compartment block（腸骨筋膜下

髄内釘固定の適応と治療成績． 第44回日本整形外科学会

ブロック）の有用性. （Web開催）第84回日本整形外科学

骨・軟部腫瘍学術集会 2011.7 京都

会学術総会 2011.5 横浜
中山寛， 清野大輔， 今村史明， 吉矢晋一． 初期特発性膝

森山徳秀， 圓尾圭史， 橘俊哉， 岡田文明， 井上真一,
堀之内豊， 吉矢晋一． 骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節患

骨 壊 死 の 保 存 的 治 療における予 後 規 定 因 子 の 検 討.

者の神経症状の検討． 第19回日本腰痛学会 2011.9 札幌

（Web開催）第84回日本整形外科学会学術総会 2011.5 横

福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝， 岡久昇平,

浜
今村史明， 清野大輔， 吉矢晋一． P C L 温 存 m o b i l e
bearing typeのe-motion人工膝関節の術中の動作解析.
（Web開催）第84回日本整形外科学会学術総会 2011.5 横
浜
藤田周史， 松本知之， 久保晴司， 松下雄彦， 吉矢晋一,

吉矢晋一． Metal-on-metal， Large headを用いたTHA
の短期成績． 第38回日本股関節学会学術集会 2011.10 鹿
児島
武田悠， 福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝,
岡久昇平， 吉矢晋一． Modified-Hardinge（Mini-one）
approachによる股関節滑膜性骨軟骨腫症に対する腫瘍摘

村津裕嗣， 松本彰生， 黒坂昌弘， 黒田良祐． 人工膝全

出術． 第38回日本股関節学会学術集会 2011.10 鹿児島

関節置換術後の膝関節位置覚における後十字靱帯温存の

福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝， 岡久昇平,

影響．（Web開催）第84回日本整形外科学会学術総会

吉矢晋一． Cup関節形成術後25年経過時に弛み無く摘出

2011.5 横浜

されたアルミナセラミックカップと骨界面の組織学的検討． 第

河合光徳， 宮脇淳志， 福西成男， 福井智一， 寺嶋真理
子， 小濱圭裕， 吉矢晋一， 小谷穣治． 全人工股関節置

38回日本股関節学会学術集会 2011.10 鹿児島
福井智一， 福西成男， 西尾祥史， 藤原勇輝， 岡久昇平,

換を行った寛骨臼骨折の5例． 第25回日本外傷学会総会・

吉矢晋一． Image-free navigationにおけるTHAの精度と

学術集会 2011.5 堺

設置誤差に関わる因子の検討． 第38回日本股関節学会学

今村史明， 清野大輔， 吉矢晋一， 柴沼均， 小橋昌司， 中

術集会 2011.10 鹿児島

島 祐 介， 畑 豊， 黒 坂 昌 弘． PCL温 存mobile bearing

岡久昇平， 福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝,

typeのe-motion人工膝関節の術中, 術後の動作解析の比

吉 矢 晋 一． THA， THA再 置 換 時における術 前 造 影

較． 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（3rd

3D-CTでの大腿動脈の走行異常の検討． 第38回日本股関

JOSKAS）2011.6 札幌

節学会学術集会 2011.10 鹿児島

佐々木謙， 山口基， 中山寛， 吉矢晋一， 黒田良祐， 黒坂

藤原勇輝， 福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 岡久昇平,

昌弘． 2重束ACL再建における脛骨側骨孔位置の3D-CT

吉矢晋一． 大腿骨ステム前捻角決定における術中G-ガイド

による評価． 第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

の有用性． 第38回日本股関節学会学術集会 2011.10 鹿児

（3rd JOSKAS）2011.6 札幌

島

中山寛， 清野大輔， 今村史明， 吉矢晋一． 前十字靱帯再

井上真一． 腰椎変性側弯を伴う腰部脊柱管狭窄症に対する

建術に際するターニケット使用の有効性． 第3回日本関節

腰椎後方固定術． 第20回日本脊椎インストゥルメンテーション
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学会 2011.10 久留米
有住文博， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史,
井上真一， 堀之内豊， 真鍋貴重， 吉矢晋一． 環椎を含
めた後方固定術後に後頭骨浸食をきたした4例． 第20回日
本脊椎インストゥルメンテーション学会 2011.10 久留米
堀之内豊． 腰椎変性側弯症に対する多椎間固定術後固定端
の合併症． 第20回日本脊椎インストゥルメンテーション学会
2011.10 久留米
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麩谷博之， 福永訓， 吉矢晋一． 大腿骨転移性骨腫瘍の切
除縁と治療成績． 第116回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 2011.4 高知
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 圓尾圭史， 堀之内豊,
吉矢晋一． 頸椎症性筋萎縮症における電気診断 病態と予
後． 第116回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会
2011.4 高知
圓尾圭史， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 堀之内豊,

田中寿一． スポーツ選手の舟状骨骨折・偽関節治療．（シン

吉矢晋一． 腰椎DSAに対する術式選択と術後短期成績.

ポジウム）第22回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2011.11

第116回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会

青森

2011.4 高知

髙木陽平． 成長期体操選手に発生した舟状骨疲労骨折の治

堀之内豊， 圓尾圭史， 森山徳秀， 岡田文明， 橘俊哉,

療経験． 第22回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2011.11

吉矢晋一． 骨粗鬆性椎体骨折後遅発性麻痺に対して後方

青森

固定を併用したHAブロックによる椎体形成術の治療成績.

岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 井上真一， 吉矢晋一,
井垣歩， 黒田美穂， 柴山沙織， 本田倫乃． 遠位型頸椎
症性筋萎縮症の検討． 第41回日本臨床神経生理学会・学
術大会 2011.11 静岡
岡田文明， 武田正中， 森山徳秀， 橘俊哉， 井垣歩， 黒
田美穂， 芳川浩男， 立花久大， 吉矢晋一． 難治性疼痛
患者の痛み関連電位−表皮内電気刺激法による検討−.

第116回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会
2011.4 高知
橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 圓尾圭史， 堀之内豊,
吉矢晋一． 脊髄症に伴う脊髄障害性疼痛 自験例の検討.
第116回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会
2011.4 高知
森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史， 堀之内豊,

第41回日本臨床神経生理学会・学術大会 2011.11 静岡

吉矢晋一． 脊椎疾患による慢性疼痛の病態と治療（脊椎

武田正中， 岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 吉矢晋一,

外科医とペインクリニック医との連携について）
． 第116回中部

梶山幸司， 芳川浩男， 立花久大， 黒田美穂， 井垣歩.
パーキンソン病患者の痛み関連電位−表皮内電気刺激法に

日本整形外科災害外科学会・学術集会 2011.4 高知
福西成男， 福井智一， 岡久昇平， 西尾祥史， 藤原勇輝,

よる検討−． 第41回日本臨床神経生理学会・学術大会

吉矢晋一． K-Tプレートを用いたTHAの寛骨臼骨折への適

2011.11 静岡

応と限界． 第116回中部日本整形外科災害外科学会・学術

本田倫乃， 岡田文明， 黒田美穂， 井垣歩， 柴山沙織,
戌角幸治， 和田恭直， 正木充， 森山徳秀， 吉矢晋一,

集会 2011.4 高知
常深健二郎， 田中寿一， 藤岡宏幸， 吉矢晋一． 病的骨折

小柴賢洋． Erb点刺激CMAP記録における導出電極位置

をきたした手舟状骨骨嚢腫病変の治療経験． 第116回中部

の 検 討． 第41回日本 臨 床 神 経 生 理 学 会・学 術 大 会

日本整形外科災害外科学会・学術集会 2011.4 高知

2011.11 静岡
橘俊哉． 外側神経根障害は痛い！−外側神経根障害と内側

岡久昇平， 福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝,
吉矢晋一． Cup関節形成術後長期経過例に対してTHAを

神 経 根 障 害 の 比 較 −． 第4回日本 運 動 器 疼 痛 学 会

行った2例． 第116回中部日本整形外科災害外科学会・学

2011.11 豊中

術集会 2011.4 高知

［地方会等］
福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 高齢発症の軟部肉腫に対

福西成男， 吉矢晋一， 宮脇淳志． 阪神淡路大震災の経験
をふまえて．（シンポジウム）第51回関東整形災害外科学会

する初回手術の重要性．（パネルディスカッション）第116回

第60回東日本整形災害外科学会（合同開催）2011.9 つく

中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2011.4 高知

ば

福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 小指基節骨に発生した骨

橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 井上真一， 堀之内豊,

巨細胞腫の一例． 第116回中部日本整形外科災害外科学

吉矢晋一． 外側神経根障害は痛い ! 外側神経根障害と内

会・学術集会 2011.4 高知

側神経根障害の比較． 第117回中部日本整形外科災害外

福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 成人の鎖骨に発生したラン
ゲルハンス細胞組織球腫の一例． 第116回中部日本整形外
科災害外科学会・学術集会 2011.4 高知
中山寛， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 関節鏡視下に腫
瘍摘出を行った膝関節内滑膜血管腫の2例． 第116回中部
日本整形外科災害外科学会・学術集会 2011.4 高知
真鍋貴重， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 後腹膜に発生

科学会・学術集会 2011.10 宇部
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 井上真一， 堀之内豊,
吉矢晋一． 当科における遠位型頸椎症性筋萎縮症の検討.
第117回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会
2011.10 宇部
西川賢吾， 田中寿一， 常深健二郎， 加藤洋規， 髙木陽
平， 吉矢晋一． 尺骨短縮術の抜釘後に骨切り部の再骨折

した脱分化型脂肪肉腫の一例． 第116回中部日本整形外科

をきたした2例． 第117回中部日本整形外科災害外科学会・

災害外科学会・学術集会 2011.4 高知

学術集会 2011.10 宇部
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福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 腱鞘巨細胞腫における初

熊西俊介， 福西成男， 吉矢晋一． 大腿骨骨髄炎変形治

回手術の重要性． 第117回中部日本整形外科災害外科学

癒後の二次性膝関節症に対し， 二期的に矯正骨切り術と

会・学術集会 2011.10 宇部

navigation TKAを施行した1例． 第434回整形外科集談

武田悠， 福永訓， 麩谷博之， 石川貴巳， 吉矢晋一． 高
悪性を疑う所見を呈した傍骨骨肉腫の一例． 第117回中部
日本整形外科災害外科学会・学術集会 2011.10 宇部
石川貴巳， 福永訓， 麩谷博之， 武田悠， 吉矢晋一． 上
腕骨に発生した骨膜性ユーイング肉腫の一例． 第117回中
部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2011.10 宇部
三木祐豪， 福永訓， 麩谷博之， 石川貴巳， 武田悠， 吉

会京阪神地方会 2011.3 大阪
清野大輔． 人工膝関節に関する最近の話題．（教育研修講
演）第209回阪神整形外科談話会 2011.3 西宮
麩谷博之． 骨軟部腫瘍の知っておくべき画像診断．（教育研
修講演）第37回阪神地区整形外科を語る会 2011.4 大阪
吉矢晋一． 膝関節鏡手術のpitfall．（教育研修講演）第1回
大分膝関節疾患研究会 2011.5 大分

矢晋一． 中指のDIP関節に発生した滑膜骨軟骨腫症の一

吉矢晋一． 変形性膝関節症の病態と保存的治療．（教育研

例． 第117回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会

修講演）筑後臨床整形外科医会学術講演会 2011.5 久留

2011.10 宇部
［研究会・講演会等］
石川貴巳， 岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 圓尾圭史,

米
麩谷博之． 骨軟部腫瘍の診断で知っておきたいこと．（教育
研修講演）伊丹市医師会学術講演会 2011.6 伊丹

堀之内豊， 加藤洋規， 榎本雄介， 吉矢晋一． 環軸関節

福永訓， 麩谷博之， 三木祐豪， 常深健二郎， 藤岡宏幸,

発症の化膿性脊椎炎に対して後頭骨頸椎固定術を行った1

田中寿一， 吉矢晋一． 小児の肘に発生した滑膜骨軟骨腫

例． 第433回整形外科集談会京阪神地方会 2011.1 大阪

症の1例． 第435回整形外科集談会京阪神地方会 2011.6

吉矢晋一． 中高齢の下肢スポーツ障害．（教育研修講演）
第1回さくら運動器疾患フォーラム 2011.1 東京
田中寿一． 私の手舟状骨骨折・偽関節の治療．（教育研修
講演）第204回新潟整形外科研究会 2011.1 新潟
橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 圓尾圭史， 井上真一,
堀之内豊， 吉矢晋一． 脊髄障害性疼痛−自験例の検討
−． 第12回圧迫性脊髄症研究会 2011.1 東京
田中寿一． 手外科外来代表疾患の治療とピットフォール．（教
育研修講演）第28回中部日本手外科研究会 2011.1 北九州

大阪
森 山徳秀． 透 析性脊 椎 症．β2-m吸 着除 去療 法懇話会
2011.6 横浜
森山徳秀， 井上真一． 先天性後側弯症の1例． 第1回神戸
脊柱変形セミナー 2011.6 大阪
吉矢晋一． ACL損傷の予防・評価・治療．（教育研修講
演）第6回大阪最新整形外科研修セミナー 2011.6 大阪
吉矢晋一． 成長期の膝スポーツ外傷・障害の診断と治療.
（教育研修講演）第56回下野整形懇談会 2011.6 宇都宮

常深健二郎， 田中寿一， 藤岡宏幸， 蔭山敬久， 吉矢晋

吉矢晋一． 膝外傷・障害のあるスポーツ選手に対する予防・

一． 陳旧性骨性マレットの治療． 第28回中部日本手外科研

診断・対処のしかた．（教育研修講演）第2回埼玉スポーツ

究会 2011.1 北九州

医学セミナー 2011.7 川越

福西成男， 福井智一， 宮脇淳志， 河合光徳， 吉矢晋一.

麩谷博之． 運動器疾患に対する超音波診断の活用法−軟部

寛骨臼骨折に対するK-Tプレートを用いた一期的なTHAの

腫瘍を中心に−． 灘区医師会生涯教育・学術講演会

適応と限界． 兵庫県股関節研究会 2011.2 神戸

2011.8 神戸

岡久昇平， 福西成男， 福井智一， 西尾祥史， 藤原勇輝,
吉矢晋一． THA及びTHA再置換時における大腿動脈の
走行異常と術前造影CTの有用性の検討． 兵庫県股関節
研究会 2011.2 神戸

田中寿一． TJ screw systemを用いた小関節靱帯・腱付着
部再建術． 手の外科懇話会夏のセミナー 2011.8 大阪
中山寛． 初期特発性膝骨壊死の予後規定因子の検討． 第
211回阪神整形外科談話会 2011.8 尼崎

森山徳秀． 長期透析患者における脊椎病変の病態と治療の

清 裕 生， 福 井 智 一， 福 西 成 男， 吉 矢 晋 一． Modified-

問題点． 第8回兵庫県透析医会コンセンサスミーティング

Hardinge（Mini-one）approachを用いて腫瘤摘出を行っ

2011.2 神戸市

た股関節滑膜性骨軟骨腫症の1症例． 第436回整形外科

加藤洋規， 圓尾圭史， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明,

集談会京阪神地方会 2011.9 大阪

堀之内豊， 宮崎裕子， 吉矢晋一． 小児頚椎椎間板石灰

森山徳秀． 脊椎外科における最近の動向−圧迫骨折後偽関

化症の1例（経過報告）
． 第35回脊椎外科を学ぶ会 2011.2

節から治療困難例に対する他科との連携まで−．（教育研

大阪

修講演）第10回東播整形外科医会学術講演会 2011.10 加

森山徳秀． PADと脊柱管狭窄症． 第26回近畿MMC研究
会 2011.2 大阪
中山寛， 清野大輔， 今村史明， 田中寿一， 吉矢晋一.

古川
森山徳秀． 阪神地区の脊椎外科最前線−脊柱変形から脊椎
損傷まで−． 奈良脊椎を語る会 2011.10 橿原

有痛性分裂膝蓋骨（S a u p e 分類 I I 型）に対し， D T J

吉矢晋一． 小児期のスポーツ障害−その評価と対処−．（教

screwを用いて固定した3例． 第23回関西関節鏡・膝研究

育 研 修 講 演 ）福 井 県 臨 床 整 形 外 科 医 会 教 育 研 修 会

会 2011.3 大阪
真鍋貴重， 今村史明， 福井智一， 清野大輔， 中山寛,

2011.10 福井
橘俊哉． 頚椎損傷と胸腰推損傷．（教育研修講演）第212回

兵庫医大業績録（2011）
阪神整形外科談話会 2011.11 西宮
榎本雄介， 田中寿一， 常深健二郎， 髙木陽平， 加藤洋
規， 西 川 賢 吾， 吉 矢 晋 一， 藤 岡 宏 幸． 刺 入 時DTJ

127

calcium-mediated cataneous wound contraction． The
Plastic Surgery Research Council 56th Annual
Meeting 2011.4 Louisville

screwのねじ山が破損したために偽関節に陥った手舟状骨

I s h i s e H， K a w a i K， F u j i w a r a T， N i s h i m o t o S ,

偽関節の一例． 第437回整形外科集談会京阪神地方会

Kakibuchi M． Transient receptor potentials in
human hypertrophic scar． The Plastic Surgery

2011.11 大阪
吉矢晋一． ACL・半月板手術の研究の歴史と今後の課題.
（教育研修講演）第28回膝関節フォーラム 2011.12 東京
■その他■

Research Council 56th Annual Meeting 2011.4
Louisville
Kakibuchi M． Orbital and mid-facial reconsstruction.

吉矢晋一． 転ばぬ先の運動−ロコモティブトレーニング−． 第

（Master Class）16th Congress of the International

17回「 運 動 器 の10年 骨と関 節 の日」 市 民 公 開 講 座

Confederation for Plastic Reconstructive and

2011.10 神戸

Aesthetic Surgery 2011.5 Vancouver

吉矢晋一． 膝関節傷害治療のUp To Date． 第5回関西アス
レチックトレーナーフォーラム 2011.11 西宮

M a t s u d a K， K a k i b u c h i M， T o m i t a K， Y a n o K ,
Hosokawa K． End-to-side nerve graft for total facial
nerve reconstruction - clinical and experimental study.

形成外科学

Plastic Surgery

16th Congress of the International Confederation for
Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 2011.5
Vancouver
Kakibuchi M， Nishimoto S， Fukuda K， Kawai K,

■著書■

Fujiwara T． Functional reconstruction of the maxilla

垣 淵 正 男． 第Ⅱ編 第3章 頸 部． 平 林 慎 一， 鈴 木 茂 彦

with microsurgial free flap． The 6th Congress of the

編． 標 準 形 成 外 科． 第6版． 東 京：医 学 書 院， 2011:
113-5
■学術論文■
［原著］

World Society for Reconstructive Microsurgery
（WSRM2011）2011.6 Helsinki
Ishise H， Nishimoto S， Fukuda K， Kawai K， Fujiwara
T． Facial nerve reconstruction with end-to-side nerve

Kawai K， Larson BJ， Ishise H， Carre AL， Nishimoto

graft． The 6th Congress of the World Society for

S， Longaker M， Lorenz HP． Calcium-Based

Reconstructive Microsurgery（WSRM2011）2011.6

Nanoparticles Accelerate Skin Wound Healing． PLoS

Helsinki

One 2011;6:e27106

Fukai M， Matsuda K， Yoshitatsu S， Kakibuchi M,

畠山真弓， 長野徹， 船坂陽子， 錦織千佳子， 曽束洋平，

Hosokawa K． Management of extensive

藤川昌和． 3 通りのレジメンによる抗癌剤治療を行ったメル

osteoradionecrosis in head and neck region with free

ケル細胞癌の1例． Skin Cancer 2011;26:179-83

flap reconstruction． The 6th Congress of the World

藤田和敏， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 前田拓摩，
松原有木子， 松本誠一． 血管柄付き腓骨移植術と後脛骨
動脈穿通枝皮弁を用いて一期的再建した下肢骨悪性腫瘍
の1例． 形成外科 2011;54:323-9
今井智浩， 澤泉雅之， 矢島和宣， 前田拓摩， 藤田和敏，
岩 瀬 拓 士． インプラント乳 房 再 建における対 側 乳 房
augmentation． 形成外科 2011;54:315-22
松原有木子， 澤泉雅之， 今井智浩， 前田拓摩， 藤田和
敏， 松本誠一， 岩瀬拓士， 元井紀子， 神田浩明． 放
射線照射後血管肉腫に対し分割広背筋皮弁で再建した1例.
形成外科 2011;54:927-33
前田拓摩， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 藤田和敏，

Society for Reconstructive Microsurgery
（WSRM2011）2011.6 Helsinki
Kakibuchi M． Lecture：Maxillary reconstruction with
microvascular free flap． The 21st Japan-China Joint
Congress on Plastic Surgery（JCJCPS2011）2011.11
Fukuoka
Tonooka M． Surgical treatmenets of lower eyelid
ectropion in facial paralysis． The 21st Japan-China
Joint Congress on Plastic Surgery（JCJCPS2011）
2011.11 Fukuoka
［国内学会］
西本聡， 石井洋光， 中村光宏， 福田健児， 河合建一郎，

棚倉腱人， 松原有子， 梁太一， 岩瀬拓士． 乳癌切除後

藤原敏宏， 木下将人， 垣淵正男． 下肢静脈瘤治療にお

の一次再建における安全なティッシュエキスパンダー挿入

ける造影剤を使わない３次元CTの有用性． 第54回日本形

法の検討． 形成外科 2011;54:1147-54

成外科学会総会・学術集会 2011.4 徳島

■学会発表■
［国際学会］
Kawai K， Larson BL， Carre AL， Longaker MT,
Lorenz HP． Serum-derived nanoparticles can cause

福田健児， 西本聡， 河合建一郎， 藤原敏宏， 木下将人，
大西薫， 石瀬久子， 垣淵正男． 老人性下眼瞼内反症の
成因と術式について． 第54回日本形成外科学会総会・学
術集会 2011.4 徳島
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藤原敏宏， 石瀬久子， 大西薫， 木下将人， 河合建一郎，

石瀬久子， 垣淵正男． 耳介軟骨移植による麻痺性兎眼の

福田健児， 西本聡， 垣淵正男． 乳腺全摘術における切

治療． 第29回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2011.11

除量の予測についての検討． 第54回日本形成外科学会総

東京

会・学術集会 2011.4 徳島

松田健， 垣淵正男， 細川亙． 一期的顔面神経再建におけ

曽束洋平， 藤川昌和， 泉憲． 市中病院における頭頸部再建

る端側縫合を用いた単一神経移植術と部分神経移行術の併

の現況−耳鼻咽喉・頭頸部外科と口腔外科での比較−.

用について． 第29回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会

第54回日本形成外科学会総会・学術集会 2011.4 徳島

2011.11 東京

木下将人， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，

垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 曽束洋平，

藤原敏宏， 大西薫， 石瀬久子． 当院における眼窩内血

石瀬久子， 外岡真紀． 端側型神経移植による顔面神経再

管腫摘出例の検討． 第54回日本形成外科学会総会・学術

建症例の検討． 第38回日本マイクロサージャリー学会学術

集会 2011.4 徳島

集会 2011.11 新潟

大西薫， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，

曽束洋平， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 外岡真紀，

藤原敏宏， 木下将人， 石瀬久子． 当科における過去4年

石瀬久子， 垣淵正男． 頭頸部の放射線骨壊死に対する治

間の眼窩吹き抜け骨折の検討． 第54回日本形成外科学会

療経験． 第38回日本マイクロサージャリー学会学術集会

総会・学術集会 2011.4 徳島

2011.11 新潟

木下将人， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎,
藤原敏宏， 大西薫， 石瀬久子． 当科における上顎再建
症例の検討． 第35回日本頭頸部癌学会 2011.6 名古屋
河合建一郎． 血清由来Nanoparticleの創傷治癒への影響.
第3回日本創傷外科学会総会・学術集会 2011.7 札幌

棚倉健太， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 前田拓摩，
藤田和敏， 松原有木子， 梁太一， 松本誠一． 伸筋支帯
の欠損を伴った足背軟部悪性腫瘍の再建の経験． 第38回
日本マイクロサージャリー学会学術集会 2011.11 新潟
松原有木子， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 前田拓

福田健児， 西本聡， 藤原敏宏， 垣淵正男．（パネル）術

摩， 藤田和敏， 棚倉腱人， 梁太一， 松本誠一， 山口

後瘻孔閉鎖に対する私の考え方． 第3回日本創傷外科学会

利仁． Rotation plastyにおける血行再建の経験． 第38回

総会・学術集会 2011.7 札幌

日本マイクロサージャリー学会学術集会 2011.11 新潟

外岡真紀． 褥瘡部における化膿性股関節炎に対して筋弁を充

藤田和敏， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 前田拓摩，

塡し完治し得た一例． 第3回日本創傷外科学会総会・学術

棚倉腱人， 松原有木子， 梁太一， 松本誠一． 肩甲骨付

集会 2011.7 札幌

き広背筋皮弁による肩関節機能再建の1例． 第38回日本マイ

垣淵正男． 眼瞼の不定愁訴：手術療法．（モーニングセミナ
ー）第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京

クロサージャリー学会学術集会 2011.11 新潟
矢島和宣， 澤泉雅之， 今井智浩， 前田拓摩， 藤田和敏，

西本聡， 福田健児， 藤原敏宏， 木下将人， 下北良， 山

棚倉腱人， 松原有木子， 梁太一， 岩瀬拓士． 自家組織

内太助， 風谷昇央， 垣淵正男． 赤外線透過装置ジーニ

乳房再建時の皮弁配置と整容評価． 第38回日本マイクロサ

アルビューアによるアペ ール 症候群合指症の血管観察.

ージャリー学会学術集会 2011.11 新潟

第20回日本形成外科学会基礎学術集会 2011.10 東京

前田拓摩， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 藤田和敏，

河合建一郎， 石瀬久子， 西本聡， 福田健児， 曽束洋平，

棚倉腱人， 松原有木子， 梁太一， 松本誠一． 複合組織

外岡真紀， 垣淵正男． 血清由来Nanoparticleの性質変

再建を行った膝窩部悪性腫瘍の経験と術後患肢機能評価.

化が皮膚創傷治癒に与える影響について． 第20回日本形
成外科学会基礎学術集会 2011.10 東京

第38回日本マイクロサージャリー学会学術集会 2011.11 新潟
梁太一， 澤泉雅之， 矢島和宣， 今井智浩， 前田拓摩，

石瀬久子， 河合建一郎， 西本聡， 福田健児， 曽束洋平，

藤田和敏， 棚倉腱人， 松原有木子， 松本誠一， 山口利

外岡真紀， 垣淵正男． 血清由来nanoparticleと皮膚創傷

仁． 両側V-Y adbancement型広背筋皮弁を用いた背部

治癒との関係． 第20回日本形成外科学会基礎学術集会

巨大腫瘍再建の経験． 第38回日本マイクロサージャリー学

2011.10 東京

会学術集会 2011.11 新潟

曽束洋平， 西本聡， 下北良， 山内太助， 沖原伸一郎，

西本聡， 藤原敏宏， 河合建一郎， 石瀬久子， 福田健児，

垣淵正男．レーザー光線による骨加工装置におけるCAD/

曽束洋平， 外岡真紀， 垣淵正男． 定常および間欠的低

CAMシステムを利用する試み． 第21回日本シミュレーション

圧の細菌増殖に及ぼす影響． 第41回日本創傷治癒学会

外科学会 2011.11 大阪

2011.12 名古屋

西本聡． 頬部交叉ピンにングを使用した中顔面の前方移動.

［地方会等］

第29回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2011.11 東京

石瀬久子， 木下将人， 大西薫， 藤原敏宏， 河合建一郎，

福田健児， 垣淵正男， 西本聡， 河合建一郎， 藤原敏宏,

福田健児， 西本聡， 垣淵正男． 眼窩壁を貫通する形態を

曽束洋平， 石瀬久子， 外岡真紀． 乳輪乳頭の偏移を予

呈したdermoid cystの一例． 第97回日本形成外科学会関

防する大胸筋皮弁挙上法． 第29回日本頭蓋顎顔面外科学

西支部学術集会 2011.3 彦根

会学術集会 2011.11 東京
曽束洋平， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 外岡真紀，

宮﨑裕子， 藤原敏宏， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，
曽束洋平， 木下将人， 石瀬久子， 大西薫， 外岡真紀，

兵庫医大業績録（2011）
齋藤拓也． 当院における局所閉鎖陰圧療法の経験． 第98
回日本形成外科学会関西支部学術集会 2011.7 大阪
南 享 介， 日笠 壽， 門 脇 未 来， 猪 瀬 京 子， 宮 﨑 裕 子.
V . A . C . ®システムを使用した局所陰圧閉鎖療法において創
部の改善を認めなかった症例の検討． 第99回日本形成外科
学会関西支部学術集会 2011.12 京都
齋藤拓也， 石瀬久子， 外岡真紀， 曽束洋平， 河合建一
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高橋彰， 山本新吾． プロテウス（genus proteus）
． 松本慶
蔵 編． 病原菌の今日的意味． 改訂第4版． 大阪：医薬ジ
ャーナル社， 2011:103
■学術論文■
［総説］
野島道生． 最近の腎移植の動向 腎移植に関するデータを見
てみよう． 泌尿器ケア 2010;15:1333-7

郎， 福田健児， 西本聡， 垣淵正男． 巨大マイボーム腺

Hamasuna R， Takahashi S， Yamamoto S， Arakawa S,

癌の一例． 第99回日本形成外科学会関西支部学術集会

Yanaihara H， Ishikawa S， Matsumoto T． Guideline

2011.12 京都

for the prevention of health care-associated infection

［研究会・講演会等］

in urological practice in Japan． Int J Urol 2011;18:495-

藤原敏宏， 福田健児， 大西薫， 河合建一郎， 西本聡，
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垣淵正男． 重症虚血肢に対するバイパス術施行時のフォ

Yasuda M， Takahashi S， Kiyota H， Ishikawa K,

ガティーカテーテルの使用経験． 第16回形成外科手術手

Takahashi A， Yamamoto S， Arakawa S， Monden

技研究会 2011.2 大阪

K， Muratani T， Hamasuna R， Hayami H,

西本聡， 宮﨑裕子， 外岡真紀， 藤原敏宏， 河合建一郎，

Matsumoto T． Japanese guideline for clinical

垣淵正男． ある乳児における比較的大きな顔面色素性母斑

research of antimicrobial agents on urogenital

の治療． 第35回兵庫県形成外科医会研究会 2011.5 神戸

infections：the first edition． J Infect Chemother

木下将人， 齋藤拓也， 石瀬久子， 曽束洋平， 福田健児，
垣淵正男． 治療に難渋した眼瞼痙攣の1例． 第35回兵庫
県形成外科医会研究会 2011.5 神戸
外岡真紀， 宮﨑裕子， 藤田和敏， 藤原敏宏， 西本聡，
垣淵正男． ハープ型神経移植による顔面神経即時再建の
一例． 第36回兵庫県形成外科医会研究会 2011.11 神戸
石瀬久子， 齋藤拓也， 曽束洋平， 河合建一郎， 福田健

2011;17:579-94
山本新吾， 上田康生， 樋口喜英． 泌尿器科領域における
抗菌薬適正使用について． 西宮市医師会医学雑誌 2011;
16:10-4
山本新吾， 上田康生， 樋口喜英． 早期前立腺癌の診断と
治療． 西宮市医師会医学雑誌 2011;16:25-8
兼松明弘． がん診療サポートガイド：腎がんと診断され， 片方

児， 垣淵正男． 吸収性メッシュプレートによる眼窩壁再建の

の腎臓を摘出する必要があるといわれました 腎臓が１つになる

経験． 第36回兵庫県形成外科医会研究会 2011.11 神戸

ことで不都合なことはないのでしょうか． 治療 2011;93（増刊

■その他■

4）:1052-4

垣淵正男． 形成外科医のお話． 2011年度インターカレッジ西

兼松明弘， 今村正明， 吉村耕治， 小川修． 指導的助手か
らみた泌尿器科手術のポイント 膀胱尿管逆流に対する逆流

宮 2011.4 西宮
西 本 聡． 陰 圧 下 の 細 菌 増 殖（ 実 験 的 研 究 ）VACUSS
Kobe． V.A.C.up-to-Date：Skill & Science 2011.7 神戸

防止術． 臨床泌尿器科 2011;65:647-53
田岡利宜也． 膀胱炎（単純性膀胱炎を中心に）
． 泌尿器ケ
ア 2011;16:360-1

泌尿器科学
Urology

樋口喜英． ○×テストドレーン・カテーテルの種類． 泌尿器ケア
2011;16:680-6
山本新吾． 膀胱炎の新ガイドライン 抗菌薬の投与法を明示.
日経メディカル 2011;（10月）:10-1

■著書■
野島道生， 山本新吾． 水腎症． 槇野博史， 秋澤忠男 編.
腎 疾 患・透 析 最 新の治 療 2011-2013． 東 京：南 江 堂,
2011:254-56
白石裕介， 山本新吾． Fournier壊疽に対する処置・手術.
松田公志， 中川昌之， 富田善彦 編． 外傷の手術と救急
処置． 東京：メジカルビュー社， 2011:148-51
内藤誠二， 小川修， 原勲， 金山博臣， 兼松明弘， 近藤
恒徳， 高橋悟， 中川昌之， 西山博之， 野々村祝夫， 羽
渕友則， 平尾佳彦， 堀江重郞， 横溝晃， 森永正二郎,

田岡利宜也． 副腎の解剖と副腎疾患． 泌尿器ケア 2011;
16:78-81
東郷容和． 腎摘後に尿量が急に減少した ! ． 泌尿器ケア
2011;16:1099-101
東郷容和． 前立腺生検後に発熱と排尿痛が生じた ! ． 泌尿
器ケア 2011;16:1102-4
中 尾 篤． 腎 瘻 造 設 後に血 圧が低 下した ! ． 泌 尿 器ケア
2011;16:1111-3
中 尾 篤． ESWL後 に 痛 み が 持 続 する ! ． 泌 尿 器 ケア
2011;16:1114-6

金城満， 都築豊徳， 村田晋一， 山下康行， 鳴海善文.

山本新吾， 大川歩， 西村美香， 清水直美． 尿路感染症

日本泌尿器科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会

尿路感染症の病態・診断・治療−カテーテル関連尿路時感

編． 腎盂・尿管・膀胱癌取り扱い規約． 東京：金原出版,

染症を中心に−． 泌尿器ケア 2011;（冬期増刊）:167-73 大

2011

阪：メディカ出版 2011:167-79
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［原著］
Maruyama T， Higuchi Y， Suzuki T， Qiu J,

2011;19:479-86
樋口喜英， 山田祐介， 白石裕介， 上田康生， 鈴木透,

Yamamoto S， Shima H． Double short-time exposure

相原衣江， 佃文夫， 野島道生， 田ノ岡征雄， 山本新

to pirarubicin produces higher cytotoxity against T24

吾． 腹腔鏡下腎部分切除術10例の経験． 泌尿器外科

bladder cancer cells． J Infect Chemother 2011;17:11-6

2011;24:903-7

Ishikawa K， Matsumoto T， Yasuda M， Uehara S,

木下朋子， 橋本光男， 岸川英史， 西村憲二， 白石裕介,

M u r a t a n i T， Y a g i s a w a M， S a t o J， N i k i Y ,

野島道生， 山本新吾， 竹田雅， 藤澤正人， 市川靖二.

Totsuka K， Sunakawa K， Hanaki H， Hattori R,

Bead-based assayによる新しい第三世代のリンパ球クロスマ

T e r a d a M， K o z u k i T， M a r u o A， M o r i t a K ,

ッチ法（ICFA法）
． 今日の移植 2011;24:278-81

Ogasawara K， Takahashi Y， Matsuda K， Hirose

野島道生， 上田康生， 樋口喜英， 白石裕介， 相原衣江,

T， Miyao N， Hayashi T， Takeyama K， Kiyota H,

鈴木透， 佃文夫， 山本新吾， 井原英有．ミゾリビンを使

Tomita M， Yusu H, Koide H， Kimura S， Yanaoka

用した腎移植の長期成績． 今日の移植 2011;24:300-2

M， Sato H， Ito T， Deguchi T， Fujimoto Y,

樋口喜英， 上田康生， 白石裕介， 野島道生， 山本新吾.

Komeda H， Asano Y， Takahashi Y， Ishihara S,

腎臓移植手術に関連する感染症とその予防． 日本外科感

Arakawa S， Nakano Y， Tanaka K， Fujisawa M,

染症学会雑誌 2011;8:235-9

M a t s u i T， F u j i i A， Y a m a m o t o S， N o j i m a M ,

髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕

Higuchi Y， Ueda Y， Kanamaru S， Monden K,

之， 坪井慶太， 上紺屋憲彦， 廣田省三， 上田康生,

Tsushima T， Seno Y， Tsugawa M， Takenaka T,

山本新吾． 当院におけるハイリスク膀胱癌症例に対する動

Hamasuna R， Fujimoto N， Sho T， Takahashi K,

注化学療法併用放射線治療の現状と検討． 臨床放射線

Inatomi H， Takahashi N， Ikei Y， Hayami H,

2011;56:878-88

Yamane T， Nakagawa M， Kariya S， Arima T.

北悠希， 宗田武， 水野桂， 松岡崇志， 仲西昌太郎， 浅

The nationwide study of bacterial pathogens

井聖史， 田岡利宜也， 井上幸治， 寺井章人． 上部尿路

associated with urinary tract infections conducted by

上皮内癌に対するBCG灌流療法の長期成績． 泌尿器科紀

the Japanese Society of Chemotherapy． J Infect
Chemother 2011;17:126-38

要 2011;57:353-7
増田憲彦， 吉村耕治， 清水洋祐， 井上貴博， 大久保和

Matsumoto T， Hamasuna R， Ishikawa K， Takahashi

俊， 渡部淳， 神波大己， 兼松明弘， 西山博之， 小川

S， Yasuda M， Hayami H， Tanaka K， Kiyota H,

修． 経尿道的ホルミウムレーザー前立腺核出術前後に診断

Muratani T， Monden K， Arakawa S， Yamamoto S.

された前立腺癌・膀胱癌症例の検討． Japanese Journal

Nationwide survey of antibacterial activity against
clinical isolates from urinary tract infections in Japan
（2008）
． Int J Antimicrob Agents 2011;37:210-8
Higuchi Y， Takesue Y， Yamada Y， Ueda Y， Suzuki
T， Aihara K， Maruyama T， Kondoh N， Nojima
M， Y a m a m o t o S． A s i n g l e - d o s e r e g i m e n f o r

of Endourology 2011;24:346-51
仲西昌太郎， 齊藤亮一， 水野桂， 松岡崇志， 北悠希,
浅井聖史， 田岡利宜也， 宗田武， 井上幸治， 寺井章
人． APRT部分欠損症に合併した1歳女児両側腎結石症
の治療経験． 泌尿器科紀要 2011;57:551-4
田岡利宜也， 水野桂， 松岡崇志， 北悠希， 仲西昌太郎,

antimicrobial prophylaxis to prevent perioperative

浅 井 聖 史， 宗 田 武， 井 上 幸 治， 寺 井 章 人． T V M

infection in urological clean and clean-contaminated

（tension-free vaginal mesh）術後の直腸メッシュ迷入の1

surgery． J Infect Chemother 2011;17:219-22
Kanematsu A， Johnin K， Yoshimura K， Imamura M,

例．日本泌尿器科学会雑誌 2011;102:726-30
［症例報告］

Ogawa O． Comparison of the effects by oxybutynin

Tsuchihashi K， Okubo K， Ichioka K， Soda T,

and tolterodine on spina bifida patients：a pilot

Yoshimura K， Kanematsu A， Ogawa O， Nishiyama

crossover study. LUTS：Low Urin Tract Symptoms.

H． Obstructive azoospermia as an unusual

2011;2:99-103

complication associated with herniorrhaphy of an

Negoro H， Kanematsu A， Imamura M， Kimura Y,
Matsuoka R， Tanaka M， Tabata Y， Ogawa O.

omphalocele：a case report． J Med Case Reports
2011;5:234

Regulation of connexin 43 by basic fibroblast growth

中尾篤， 山田祐介， 東郷容和， 古倉浩次， 塚本吉胤，

factor in the bladder：transcriptional and behavioral

廣田誠一． 術後6年目に骨盤内再発をきたした精索脂肪肉

implications． J Urol 2011;185:2398-40

腫. 臨床泌尿器科 2011;65:235-7

Naoe M， Ogawa Y， Hasebe Y， Morita J， Shichijo T,

宮﨑有， 神波大己， 清水洋祐， 井上貴博， 大久保和俊,

Igarashi A， Fuji K， Iwamoto S， Suzuki T， Terao

渡部淳， 吉村耕治， 兼松明弘， 西山博之， 小川修.

S． Enhancement of IL2-induced cytotoxicity by

原発性マクログロブリン血症による尿管アミロイドーシスの1例.

interferon-alpha in renal cell carcinoma． Oncol Res

泌尿器科紀要 2011;57:185-8
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牧野雄樹， 兼松明弘， 今村正明， 吉村耕治， 西山博之,

Yoshimura K， Okamura H， Tabata Y， Ogawa O.

依藤亨， 小川修． 偽性低アルドステロン症Ⅰ型を呈した両側

Developmental analysis of micturition in infant mouse

原発性閉塞性巨大尿管症の1例． 泌尿器科紀要 2011;57:

immediately after weaning measured by a new

193-7

recording system， automated voided stain of paper

大久保和俊， 兼松明弘， 小谷泰一， 深津敦司， 小川修.

（aVSOP）method．（Best Poster Award）American

免疫抑制療法にて腎移植後23年目にCNIを導入した1例.

Urological Association（AUA2011）2011.5 Washington

Pharma Medica 2011;29:207-8

DC

丸山琢雄， 山田祐介， 上田康生， 樋口喜英， 野島道生,

Imamura M， Kanematsu A， Negoro H， Kanatani I,

山本新吾， 造住誠孝， 廣田誠一， 橋本貴彦， 土井裕,

Yamamoto S， Tabata Y， Ogawa O． Involvement of

藪元秀典， 吉田隆夫． MVAC動注化学療法が著効した

SDF-1 in recruitment of alpha smooth muscle actin-

前立腺尿路上皮癌の1例． 泌尿器科紀要 2011;57:255-9

positive cells to the urinary bladder． International

大饗政嗣， 大久保和俊， 植村祐一， 熱田雄， 木村博子,

Continence Society（ICS2011）2011.8 Glasgow

牧野雄樹， 松井喜之， 今村正明， 清水洋祐， 井上貴

Yoshimura K， Shimizu Y， Kanematsu A， Ogawa O,

博， 神波大己， 吉村耕治， 兼松明弘， 西山博之， 川

Sekine A， Nakayama T． Correlates of nocturnal

端大介， 小川修． 多発腎腫瘤を呈したIgG4関連尿細管

voiding in women：cardiovascular and metabolic

間質性腎炎の1例． 泌尿器科紀要 2011;57:309-13

factors． International Continence Society（ICS2011）

住吉崇幸， 清水洋祐， 井上貴博， 大久保和俊， 渡部淳,

2011.8 Glasgow

神波大己， 吉村耕治， 兼松明弘， 中村英二郎， 西山博

Ueda Y， Nojima M， Sawada A， Shiraishi Y， Higuchi

之， 賀本敏行， 住吉真治， 小川修． 傍神経節腫を合併

Y， Yamamoto S． Successfil ABO-incompatible kidney

した腎細胞癌の1例． 泌尿器科紀要 2011;57:429-33

transplantation in patient with congenital

山田祐介， 上田康生， 樋口喜英， 鈴木透， 丸山琢雄,

afibrinogenemia：first case report． 15th Congress of

近藤宣幸， 野島道生， 野田雅史， 冨田尚裕， 造住誠

the European Society for Organ Transplantation

孝， 廣田誠一， 山本新吾． 遺伝性非ポリポーシス大腸癌

2011.9 Glasgow

に異時性両側上部尿路癌と膀胱癌を合併した1例． 泌尿器
科紀要 2011;57:559-63

Shiraishi Y， Nojima M， Kinoshita T， Hashimoto M,
Ueda Y， Kishikawa H， Takeda M， Fujisawa M,

白石裕介， 早川希， 若松太郎， 吉田一彦， 矢西正明,

Ichikawa Y， Yamamoto S． Significant association

冨田英里， 宮内勇貴， 白川浩希， 清水朋一， 石田英樹,

between result of novel crossmatch test and antibody-

田邉一成． 就寝中の咳嗽を契機に移植腎破裂を起こした1

mediated rejection after renal transplantation． 15th

例．日本泌尿器科学会雑誌 2011;102:595-9

Congress of the European Society for Organ

田岡利宜也， 水野桂， 松岡崇志， 北悠希， 仲西昌太郎,

Transplantation（ESOT）2011.9 Glasgow

宗 田 武， 井 上 幸 治， 武 縄 淳， 寺 井 章 人． T V M

Okamoto M， Ichikawa Y， Ihara H， Kamiryo Y,

（tension-free vaginal mesh）術後の直腸メッシュ迷入の1

Kokado Y， Nojima M， Matsuura T， Fukuda Y,

例．日本泌尿器科学会雑誌 2011;102:726-30
■学会発表■
［国際学会］
K a n e m a t s u A， T a n a k a S， J o h n i n K， K a w a i S ,
Imamura M， Nakai H， Ogawa O． Distribution of

Nakatani T， Akiyama T．A population
pharmacokinetic analysis of antimetabolite mizoribine
in renal transplant recipients． 12th Congress of
Asian Society of Transplantation（CAST2011）2011.9
Seoul

uroflowmetry pattern among daytime and nighttime

Imamura M， Kanematsu A， Yoshimura K， Johnin K

wetting children：Comparison and integration of

and Ogawa O． Difference In Parental and Patient

multi-center data by a patterning Software.

Evaluation for Pediatric Lower Urinary Tract

European Society of Pediatric Urology 2011.4

Symptom: Trial with Two Japanese Translation of

Copenhagen

Dysfunctional Voiding Symptom Score（DVSS）．

Takahashi S， Hamasuna R， Yasuda M， Arakawa S,
Tanaka K， Ishikawa K， Kiyota H， Hayami H,
Yamamoto S， Matsumoto T， on behalf of the
Japanese UTI Research Group．A randomized clinical
trial to evaluate the preventive effect of cranberry
juice（UR65）for patients with recurrent urinary
tract infection． ICC/ECCMID 2011.5 Milan
Negoro H， Kanematsu A， Sugino Y， Matsuo M,
Kimura Y， Nishikawa N， Okinami T， Imamura M,

Section on Urology， American Academy of Pediatrics
（AAP2011）2011.10 Boston
［国内学会］
野島道生．リンパ系腫瘍の治療．（シンポジウム）第44回日本
臨床腎移植学会 2011.1 宝塚
上田康生， 野島道生， 白石裕介， 鈴木透， 相原衣江,
澤田暁宏， 樋口喜英， 佃文夫， 山本新吾． 生体腎移植
を施行した先天性無フィブリノゲン血症の1例． 第44回日本
臨床腎移植学会 2011.1 宝塚
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白石裕介， 上田康生， 相原衣江， 樋口喜英， 佃文夫,

名古屋

野島道生， 山本新吾， 今西宏安． 難治性腹水を伴うB型

兼松明弘， 今村正明， 上仁数義， 川合志奈， 中井秀郎,

肝硬変を内科的に治療し腎移植を行った1例． 第44回日本

田中司郎， 小川修． 昼間および夜間遺尿患児における尿

臨床腎移植学会 2011.1 宝塚

流測定パターンの分布：自動分析ソフトウエアを利用した他施

今村正明， 兼松明弘， 大久保和俊， 神波大巳， 吉村耕
治， 西山博之， 小川修， 錦織桃子， 川村純一郎． 巨
大腫瘤形成から小腸穿孔による汎発性腹膜炎に至った

設データの比較． 第99回日本泌尿器科学会総会 2011.4 名
古屋
松井喜之， 西山博之， 今村正明， 清水洋祐， 井上貴博,

PTLDの1例． 第44回日本臨床腎移植学会 2011.1 宝塚

大久保和俊， 神波大己， 吉村耕治， 兼松明弘， 小川

寺尾秀治， 鈴木透， ビシュヌ・アチャリャ， 日和佐一

修． ハイリスク膀胱癌に対する腫瘍溶解ヘルペスウイルスを

弘， 山本新吾， 後藤章暢．ヒト腎細胞癌株に対するγδ細

用いた新規膀胱内注入療法の検討． 第99回日本泌尿器科

胞を用いた免疫細胞療法の抗腫瘍効果の検討． 第99回日
本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋

学会総会 2011.4 名古屋
根来宏光， 兼松明弘， 今村正明， 沖波武， 西川信之,

滝内秀和， 福井浩二， 山本新吾， 橋爪誠， 澤田一哉,

吉村耕治， 松尾雅弘， 岡村均， 田畑泰彦， 小川修.

溝尾嘉章， 陶山嗣司． 3次元内視鏡を使用した腹腔鏡下

時計遺伝子Rev-erbaによるコネキシン43の転写制御は日内

根治的前立腺全手記述の経験． 第99回日本泌尿器科学会

排尿リズムの形成因子である． 第99回日本泌尿器科学会総

総会 2011.4 名古屋

会 2011.4 名古屋

濱砂良一， 永江浩史， 高橋聡， 山本新吾， 山田祐介,

吉村耕治， 清水洋祐， 兼松明弘， 西山博之， 吉村健一,

久保達彦， 松本哲朗． 尿路結石に伴う急性閉塞性腎盂腎

小川修． 下部尿路症状にはメタボリック症候群とその構成要

炎患者の検討（全国調査報告）−患者背景−． 第99回日

素のいずれが重要か？ながはま０次予防コホート事業からの

本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋

解析． 第99回日本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋

永江浩史， 高橋聡， 濱砂良一， 山本新吾， 山田祐介,

今村正明， 兼松明弘， 小川修， 真鍋一郎， ジョセフ ミアノ.

久保達彦， 松本哲朗． 尿路結石に伴う急性閉塞性腎盂腎

膀 胱および 血 管 平 滑 筋の生 後 発 達における転 写 因 子

炎患者の検討（全国調査報告）−治療法の選択と転帰−.

Myocardinの制御機構． 第99回日本泌尿器科学会総会

第99回日本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋
高橋聡， 永江浩史， 濱砂良一， 山本新吾， 山田祐介,
久保達彦， 松本哲朗． 尿路結石に伴う急性閉塞性腎盂腎
炎患者の検討（全国調査報告）−細菌学的検討−． 第
99回日本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋
上田康生， 高田康弘， 樋口喜英， 白石裕介， 鈴木透,

2011.4 名古屋
山本新吾． 単純性・複雑性膀胱炎．（シンポジウム）第85回
日本感染症学会総会 2011.4 東京
山本新吾． Vaccination for STI prevention：HPV vaccine.
（ISC & AAUS joint symposium）第59回日本化学療法学
会総会 2011.6 札幌

相原衣江， 佃文夫， 野島道生， 上紺屋憲彦， 廣田省

兼松明弘， 今村正明， 牧野雄樹， 依藤亨， 小川修． 偽

三， 山本新吾． 兵庫医科大学における前立腺癌密封小線

性低アルドステロン症（PHA）を呈した両側原発性閉塞性

源 療 法の治 療 成 績． 第 9 9 回日本 泌 尿 器 科 学 会 総 会

巨大尿管症の１例． 第20回日本小児泌尿器科学会総会

2011.4 名古屋

2011.7 秋田

白石裕介， 丸山琢雄， 高橋毅， 上田康生， 相原衣江,
樋口喜英， 佃文夫， 野島道生， 山本新吾， 上紺屋憲

樋口喜英． 尿道が形成されていた総排泄腔外反症の一例.
第20回日本小児泌尿器科学会総会 2011.7 秋田

彦， 廣田省三． 浸潤性膀胱癌に対する動注M-VAC療法

今村正明， 兼松明弘， 吉村耕治， 上仁数義， 小川修．こ

の臨床的検討． 第99回日本泌尿器科学会総会 2011.4 名

どもに下部尿路症状をたずねる～ DVSS小児語版の試作と

古屋

意義～． 第20回日本小児泌尿器科学会総会 2011.7 秋田

樋口喜英， 山田祐介， 白石裕介， 上田康生， 鈴木透,

吉村耕治， 清水洋祐， 兼松明弘， 小川修， 吉村健一,

相原衣江， 佃文夫， 野島道生， 山本新吾． 術前内分泌

中山健夫． 女性住民における夜間排尿の関連因子：心血

量法が根治的前立腺然的叙述の治療成績に与える影響.

管 系 要 因の関 与について． 第18回日本 排 尿 機 能 学 会

第99回日本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋

2011.9 福井

佃文夫， 白石裕介， 上田康生， 鈴木透， 相原衣江， 樋

中村繁， 日向泰樹， 川合志奈， 中井秀郎， 兼松明弘． 夜

口喜英， 野島道生， 山本新吾， 高田康弘， 上紺屋憲

尿症男児における水分負荷３回連続尿流測定（UFM）の

彦， 廣田省三． 根治的前立腺摘除術後のPSA再発に対

臨床的意義−先天性尿道閉塞病変を予測できるか？−.

する救済放射線療法の治療成績． 第99回日本泌尿器科学
会総会 2011.4 名古屋

第18回日本排尿機能学会 2011.9 福井
樋口喜英， 白石裕介， 上田康生， 楊東益， 東郷容和,

兼松明弘， 吉村耕治， 上仁数義， 大久保和俊， 青木勝

中西裕佳子， 田岡利宜也， 鈴木透， 兼松明弘， 野島道

也， 渡辺仁人， 吉野薫， 谷風三郎， 小川修． 小児にお

生， 山本新吾． 兵庫医科大学泌尿器科における腎移植手

ける 尿 流 測 定 曲 線 の 客 観 的 パターン 化 の 試 み −

術 周 術 期 感 染 症の検 討． 第 4 7 回日本 移 植 学 会 総 会

Uroflowlogy−． 第99回日本泌尿器科学会総会 2011.4

2011.10 仙台

兵庫医大業績録（2011）
山本新吾． 急性単純性膀胱炎を中心に．（ワークショップ）第
81回日本感染症学会西日本地方会学術集会 2011.10 小倉
野島道生． 1歳9ヶ月のドナーから提供を受けた献腎移植の長
期経過．（ワークショップ）第33回日本小児腎不全学会学術
集会 2011.10 焼津
［地方会等］
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兼松明弘． 泌尿器科医と腎移植 大，中，小規模移植施設で
の経験． 第90回日本泌尿器科学会茨城地方会 2011.12 つ
くば
［研究会・講演会等］
佃文夫， 白石裕介， 上田康生， 東郷容和， 鈴木透， 樋
口喜英， 野島道生， 山本新吾， 古倉浩次， 滝内秀和,

佃文夫， 楊東益， 白石裕介， 上田康生， 鈴木透， 相原

吉岡優， 高田康弘， 上紺屋憲彦， 廣田省三． 根治的前

衣江， 樋口喜英， 野島道生， 山本新吾， 古倉浩次,

立腺摘除術後のPSA再発に対する救済放射線療法の治療

瀧内秀和， 吉岡優， 高田康弘， 上紺屋憲彦， 廣田省

成績． 第34回阪神泌尿器科医会 2011.2 西宮

三． 根治的前立腺摘除術後のPSA再発に対する救済放射

今村正明， 兼松明弘， 山本新吾， 吉野薫， 杉多良文,

線療法の治療成績． 第214回日本泌尿器科学会関西地方

谷風三郎， 小川修． 血液型抗原の非分泌型は原発性膀

会 2011.2 大阪

胱尿管逆流症における腎瘢痕形成と相関する． 第19回日本

熱田雄， 清水洋祐， 木村博子， 大饗政嗣， 牧野雄樹,

逆流性腎症フォーラム 2011.2 福岡

松井喜之， 今村正明， 井上貴博， 大久保和俊， 神波大

山本新吾． ガイドラインから学ぶ泌尿器科領域の抗菌薬適正

己， 吉村耕治， 兼松明弘， 西山博之， 小川修． ステロイ

使用−単純性尿路感染症とカテーテル関連尿路感染症−.

ド治療により奏功した非特異性限局性尿管炎（ISU）の1例.

（特別講演）第 4 回水戸・日立 U R O L O G Y U P D A T E

第214回日本泌尿器科学会関西地方会 2011.2 大阪
中西裕佳子， 相原衣江， 白石裕介， 東郷容和， 上田康
生， 鈴木透， 樋口喜英， 佃文夫， 野島道生， 山本新
吾， 造住誠孝， 廣田誠一． 膿腎症をきたし腎摘除術を施

2011.2 水戸
野島道生． 臓器移植について−腎移植の現況．（特別講演）
平成22年度第5回兵庫県腎友会学習会 2011.2 西宮
山本新吾． ガイドラインから学ぶ泌尿器科領域の抗菌薬適正

行した未分化腎細胞癌の1例． 第215回日本泌尿器科学会

使用−尿路感染症・周術期感染症−． 第31回泌尿器科紀

関西地方会 2011.5 京都

の国フォーラム 2011.2 和歌山

楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容和， 田岡利宜

兼松明弘． 膀胱平滑筋におけるコネキシンの発現メカニズムが

也， 上田康生， 鈴木透， 相原衣江， 樋口喜英， 兼松

排尿機能に果たす役割について． 第11回AKUA学術集会

明弘， 佃文夫， 野島道生， 山本新吾， 造住誠孝， 廣

2011.3 東京

田誠一． 永久留置型IVCフィルタ存在下に手術を施行した

上田康生， 白石裕介， 東郷容和， 鈴木透， 樋口喜英,

T3b腎細胞癌の1例． 第216回日本泌尿器科学会関西地方

佃文夫， 野島道生， 山本新吾， 高田康弘， 上紺屋憲

会 2011.9 大阪

彦， 廣田省三． 当院における前立腺密封小線源治療後の

山本新吾． 周術期感染症制御ガイドライン−現状と展望−.
（ランチョンセミナー）第61回日本泌尿器科学会中部総会
2011.11 京都

排尿障害に関する検討． 第13回兵庫排尿障害セミナー
2011.3 神戸
東郷容和， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 田岡利宜

鈴木透， 中西裕佳子， 楊東益， 白石裕介， 東郷容和,

也， 上田康生， 鈴木透， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島

田岡利宜也， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

道生， 山本新吾． 兵庫医科大学におけるスーテントの治療

生， 山本新吾． 当院における過去10年間の腎尿管全摘除

成績． 第2回阪神地区分子標的薬治療講演会 2011.4 西

術の臨床病理学的検討． 第61回日本泌尿器科学会中部総
会 2011.11 京都
東郷容和， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 田岡利宜
也， 鈴木透， 相原衣江， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明
弘， 野島道生， 山本新吾， 造住誠孝， 廣田誠一． 兵
庫医科大学における腎がん手術症例の臨床的検討． 第61
回日本泌尿器科学会中部総会 2011.11 京都
田岡利宜也， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容

宮
鈴木透． 当院における過去10年間の腎尿管全摘除術症例の
臨床的検討． 第9回兵庫県泌尿器科悪性腫瘍研究会
2011.5 神戸
野島道生． 尿路問題．（ミニシンポジウム）第27回腎移植・血
管外科研究会 2011.6 札幌
上田康生． 密封小線源療法． 第61回兵庫県泌尿器科医会
2011.6 神戸

和， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

山本新吾． ガイドラインから学ぶ複雑性・重症尿路感染症.

生， 山本新吾． 経会陰的前立腺生検における癌検出率お

（特別講演）第8回長崎泌尿器科臨床懇話会 2011.6 長崎

よび合併症の検討～8ヶ所生検と12ヶ所生検の比較～． 第

山本新吾． ガイドラインから学ぶ複雑性・重症尿路感染症.

61回日本泌尿器科学会中部総会 2011.11 大阪
田岡利宜也， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容
和， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

第22回京都泌尿器科医会総会学術講演会 2011.6 京都
山本新吾． ガイドラインから学ぶ単純性・複雑性尿路感染症.
（特別講演）第14回藤ノ森カンファレンス 2011.7 京都

生， 山本新吾， 吉岡優， 造住誠孝， 松田育雄， 廣田

山本新吾． ガイドラインから学ぶ泌尿器科領域の抗菌薬適正

誠一． 6年間経過観察されていた後腹膜Castleman病の1

使用−尿路感染症・周術期感染症−． 大分泌尿器科感

例． 第217回日本泌尿器科学会関西地方会 2011.12 大阪

染症研究会 2011.7 大分

134

兵庫医大業績録（2011）

脳神経外科学

野島道生． 腎移植推進に向けての透析施設の関わり：移植施
設から透析施設へのメッセージ．（パネルディスカッション）第

Neurosurgery

3回兵庫県腎移植推進懇話会 2011.10.8 神戸
兼松明弘． 性分化疾患． 第６回京都東山サマーセミナー
2011.8 京都
兼松明弘． 小児下部尿路症状への実践的アプローチ． 伊丹
市泌尿器科勉強会 2011.9 伊丹
山本新吾． ガイドラインから学ぶ単純性・複雑性尿路感染症.
（特別講演）第28回滋賀泌尿器科集談会 2011.10 草津

■学会発表■
［国際学会］
Shirakawa M． Wegener’s glanulomatosis-solitary
involvement of the pituitary gland as recurrence-.
Pituitary Explorer Education Programme 2011
（PEEP）2011.5 Copenhagen

近藤宣幸， 長井潤， 田岡利宜也， 鈴木透， 山本新吾,

Mori K， Fujita S， Tomogane Y， Izumoto S， Arita N.

持 田 菜 穂 子， 小 森 慎 二． hCG-rhFSH療 法 後 のMD-

Expression analysis of Aurora kinase B in

TESEで精子を回収し得た汎下垂体機能低下症の長期治療

meningiomas． The 16th Annual Scientific Meeting of

経験． 第43回関西アンドロロジーカンファレンス 2011.10 大阪

the Society for Neuro-Oncology in Conjunction with

白石裕介， 楊東益， 中西裕佳子， 東郷容和， 田岡利宜

the AANS/CNS Section on Tumors（SNO）2011.11

也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道
生， 山本新吾． 胸膜転移に感染性胸膜炎を合併したYolk
sac tumorの1例． 難治性精巣腫瘍講演会 2011.11 つくば
田岡利宜也， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容

Orange County
［国内学会］
泉本修一．トルコ鞍部Wegener肉芽腫症の一例． 第21回日
本間脳下垂体腫瘍学会 2011.3 東京

和， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

白川学， 泉本修一， 有田憲生． 内視鏡単独経鼻的手術 当

生， 山本新吾． 経会陰的前立腺生検における癌検出率お

院における推移．（誌上発表）第21回日本間脳下垂体腫瘍

よび合併症の検討～8ヶ所生検と12ヶ所生検の比較～． 第
62回兵庫県泌尿器科医会 2011.11 神戸
野島道生． 兵庫県および兵庫医科大学における腎移植の現
状．（指定講演）第8回兵庫医科大学病診・病病連携の会
2011.11 西宮
山本新吾． ガイドラインから学ぶ単純性・複雑性尿路感染症.
（特別講演）第13回福井感染症フォーラム 2011.11 福井
山本新吾． 単純性膀胱炎−基礎と臨床とガイドライン−．（特
別講演）第62回兵庫県泌尿器科医会総会 2011.11 神戸
■その他■

学会 2011.3 東京
白川学， 泉本修一， 有田憲生． 弧発性下垂体転移を来た
した腎癌の一例．（誌上発表）第21回日本間脳下垂体腫
瘍学会 2011.3 東京
泉本修一． 高次機能障害の観点からみた高齢者に対する髄
膜腫の手術治療．（シンポジウム）
（誌上発表）第24回日本
老年脳神経外科学会 2011.3 名古屋
藤田重一， 友金祐介， 有田憲生． 整容を考慮した小児開
頭手術．（誌上発表）第4回日本整容脳神経外科研究会
2011.4 徳島

東郷容和， 山本新吾． Highlights of EAU 2011 Congress

白川学， 泉本修一， 有田憲生． 内視鏡単独経鼻的手術 当

Reports 炎症性疾患尿路感染症． 東京：リッチヒルメディカ

院における基本とコツ．（誌上発表）第20回脳神経外科手

ル， 2011:1-7

術と機器学会（CNTT）2011.4 徳島

金丸聰淳， 山本新吾． 老健施設入所高齢女性の難治な慢
性尿路感染症への対応．日本医事新報 2011;4567:55-6
山本新吾． 周術期感染症予防・対策． 第35回泌尿器科看
護セミナー 2011.1 神戸
山本新吾． 周術期感染症予防・対策． 第35回泌尿器科看
護セミナー 2011.1 横浜
兼松明弘． コネキシン43の発現メカニズムが排尿機能におよぼ
す影響について． 熊本大学発生研セミナー −生殖医学・ウ
ロロジーサミット− 2011.2 熊本
兼松明弘． UTIとVUR 一つの疾患の複数のガイドラインにつ
いて． 第24回兵庫医大小児科臨床カンファレンス 2011.11
西宮
野島道生． 腎不全と腎移植．（指定講演）兵庫医科大学市
民公開講座 2011.11 西宮
山本新吾， 東郷容和． 腎がん．（ワークショップ）宮崎フェニ
ックスカンファレンス 2011.12 宮崎

有田憲生． 悪性リンパ腫治療の進歩．（教育セミナー）第29
回日本脳腫瘍病理学会 2011.5 東京
泉本修一． 転移性脳腫瘍の病理学的病型細分類の重要性
−乳がん脳転移組織の免疫組織学的検討−． 第29回日本
脳腫瘍病理学会 2011.5 東京
森鑑二， 藤田重一， 友金祐介， 泉本修一， 中庄恵二,
有田憲生． 髄膜腫におけるオーロラキナーゼBの発現解
析． 第29回日本脳腫瘍病理学会 2011.5 東京
陰山博人， 藤田重一， 友金祐介， 有田憲生． 交通孔閉鎖
術が有効であった症候性神経根嚢腫の一例． 第26回日本
脊髄外科学会 2011.6 沼津
藤田重一， 友金祐介， 森鑑二， 泉本修一， 有田憲生.
Fibrous Dysplasiaの手術治療． 第23回日本頭蓋底外科
学会 2011.6 豊中
友金祐介， 森鑑二， 藤田重一， 泉本修一， 石藏礼一,
有田憲生． MRI磁化率強調画像（PRESTO法）による小
脳橋角部腫瘍の鑑別について． 第23回日本頭蓋底外科学
会 2011.6 豊中

兵庫医大業績録（2011）
内田和孝， 白川学， 有田憲生． ガンマナイフ治療後に嚢胞
形成した脳動静脈奇形の2症例に対する外科的治療経験.
第36回日本脳卒中学会総会（STROKE2011）2011.7 京
都
泉本修一． 頭部髄膜腫の手術摘出における術前術後高次脳
機能障害の検討．（シンポジウム）第16回日本脳腫瘍の外
科学会 2011.9 横浜
森鑑二， 友金祐介， 内田和孝， 泉本修一， 有田憲生.
DICOM viewerに よる3D Multi-Planar Reconstruction
（MPR）を用いた手術計画−生検術に対する有用性−.
第16回日本脳腫瘍の外科学会 2011.9 横浜
泉本修一． 転移性脳腫瘍の腫瘍摘出による病理分類の重要
性−とくに乳がん脳転移の検討−．日本脳神経外科学会第
70回学術総会 2011.10 横浜
森 鑑 二， 石 藏 礼 一， 泉 本 修 一， 藤 田 重 一， 友 金
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試み． 第29回日本脳腫瘍学会学術集会 2011.11 下呂
［地方会等］
内田和孝， 白川学， 髙田恵広， 石藏礼一， 有田憲生.
外転神経麻痺で発症したPersistent primitive trigeminal
artery動脈瘤の一例． 第61回日本脳神経外科学会近畿支
部学術集会 2011.4 豊中
徳田良， 友金祐介， 森鑑二， 藤田重一， 泉本修一， 有
田憲生． 造影される大脳表在性の小病変について． 第62
回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 2011.9 豊中
有田憲生． 脳腫瘍の手術−基本的な考え方と戦略−．（ラン
チョンセミナー）第109回日本脳神経外科学会九州支部会
2011.9 熊本
［研究会・講演会等］
有田憲生． 側脳室腫瘍の手術と治療成績． 第22回石打カン
ファランス 2011.2 長野

祐 介， 安 藤 久 美 子， 有 田 憲 生． 磁 化 率 強 調 画 像

友金祐介， 泉本修一， 藤田重一， 森鑑二， 有田憲生.

（3D-PRESTO法）における特徴的所見と神経膠腫の悪性

小脳テント近傍部腫瘍に対する拡大テント上下開頭腫瘍摘出

度の相関に関する検討． 日本脳神経外科学会第70回学術
総会 2011.10 横浜
藤田重一， 森鑑二， 友金祐介， 泉本修一， 有田憲生.

術． 第22回石打カンファランス 2011.2 長野
内田和孝， 白川学， 髙田恵広， 石藏礼一， 有田憲生.
外 転 神 経 麻 痺 で 発 症し たP e r s i s t e n t p r i m i t i v e

再発髄膜腫におけるAurora Bの発現．日本脳神経外科学

t r i g e m i n a l a r t e r y動脈瘤の一例． 第22回石打カンファ

会第70回学術総会 2011.10 横浜

ランス 2011.2 長野

久保和親， 村田浩人， 土屋拓郎， 市川直己， 諸岡芳人,
水野正喜， 陰山博人， 和賀史郎， 宮嵜章宏． Standalone Lumbar Cage Arthrodesis to Preserve the Bil.
Joints．日本脳神経外科学会第70回学術総会 2011.10 横
浜
友金祐介， 森鑑二， 藤田重一， 泉本修一， 石藏礼一,

有田憲生． 脳腫瘍の手術−基本的な考え方と戦略−．（特
別講演）第2回RAGTAGの会 2011.6 大阪
白川学． 脳卒中の治療−最新の知見を交えて． 第3回緑樹
会播磨メディカルセミナー 2011.6 兵庫
有田憲生． 脳腫瘍の手術−基本的な考え方と戦略−．（特
別講演）第26回宮崎脳腫瘍研究会 2011.7 宮崎

有田憲生． 小脳橋角部腫瘍の鑑別におけるMRI磁化率強

有田憲生． 脳腫瘍の手術−基本的な考え方と戦略−．（特

調画像（PRESTO法）の有用性ついて． 日本脳神経外

別講演）第16回四国脳神経外科カンファレンス 2011.8 高

科学会第70回学術総会 2011.10 横浜

松

森鑑二， 金村米博， 正札智子， 泉本修一， 藤田重一,
友金祐介， 埜中正博， 森内秀祐， 中島伸， 山崎麻美,

内田和孝． 頭痛治療中に大量鼻出血をきたした１例． 第21回
阪神頭痛研究会 2011.9 兵庫

有田憲生． Real time PCR 法を用いた悪性神経膠腫にお

白川学， 泉本修一， 有田憲生． 非機能性下垂体腺腫にお

けるMGMT遺伝子promoter領域メチル化の定量的評価の

ける術前後のIGF-1値の経時的変化−内視鏡単独手術と顕

試み． 第12回日本分子脳神経外科学会 2011.10 横浜

微 鏡 手 術 の 比 較 −． 第7回アクロメガリーフォーラム

白川学， 内田和孝， 有田憲生． 頭頚部腫瘍治療 後の
carotid blowout syndrome 2症例． 第27回日本脳神経血
管内治療学会学術総会 2011.11 千葉
内 田 和 孝， 白 川 学， 阪 本 大 輔， 松 本 強， 有 田 憲 生.
t-PA非適応例， 無効例における急性期血行再建術の検
討． 第27回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2011.11
千葉
有田憲生， 森鑑二， 泉本修一， 友金祐介， 藤田重一,
蒲惠蔵， 石藏礼一， 安藤久美子， 若田ゆき． 胚細胞腫
の長期治療成績は改善されたか？−磁化率強調画像による
晩期放射線障害解析−． 第29回日本脳腫瘍学会学術集
会 2011.11 下呂
森鑑二， 金村米博， 正札智子， 泉本修一， 埜中正博,

2011.11 東京
内田和孝， 白川学， 有田憲生． IC internal trappingの2
症例． 第2回兵庫血管内治療懇話会 2011.12 兵庫
白川学， 内田和孝， 有田憲生． 最近の脳卒中治療〜出血
性疾患〜． 尼崎市全外科医会講演会 2011.12 兵庫
内田和孝， 白川学， 有田憲生． 最近の虚血性脳卒中の治
療． 尼崎市全外科医会講演会 2011.12 兵庫
■その他■
白川学， 内田和孝， 有田憲生． 小児脳出血の一例． 第5
回阪神ストロークカンファレンス 2011.1 大阪
内田和孝， 白川学， 髙田恵広， 石藏礼一， 有田憲生.
脳動脈瘤コイル塞栓術におけるoutflow zone塞栓の工夫.
第5回阪神ストロークカンファレンス 2011.1

森内秀祐， 中島伸， 山崎麻美， 有田憲生． 膠芽腫にお

有田憲生． 深部脳腫瘍に対するアプローチ．（特別講演）第

けるMGMT遺伝子promoter領域メチル化の定量的評価の

17回関西医科大学脳神経外科同門会総会 2011.2 大阪
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白川学， 泉本修一， 有田憲生． プロラクチン産生マイクロ
アデノーマに対する内視鏡単独経蝶形骨洞手術． 第28回
兵庫下垂体疾患症例検討会 2011.6 西宮
白川学， 内田和孝， 有田憲生． C a r o t i d b l o w o u t
syndromeの2症例． 第6回阪神ストロークカンファレンス

神野早苗． 緑内障と紛らわしい視神経乳頭の鑑別． 兵庫県
眼科医会報 2011;192:41-2
三村治． 複視に対する眼鏡処方． 眼科 2011;53:1001-7
三村治． 先天性眼振の手術療法． 臨牀眼科 2011;65:415-8
中内一揚． バイポーラ， 電気メス， 炭酸ガスレーザー． 眼科
2011;53:1171-5

2011.7 大阪

中 内 一 揚． 代 用 眼 球， ゴ アテックスの 利 用． 眼 科

眼科学

Ophthalmology

2011;53:1182-8
三村治． 眼筋手術． 眼科 2011;53:1334-40
増田明子． 内外直筋前後転術の基本操作と最新の小切開手
術について． 眼科 2011;53:1499-505

■著書■

木村亜紀子． 下斜筋弱化術． 眼科 2011;53:1507-10

三村治． 視神経炎． 山口徹， 北原光夫， 福井次矢 総編.

三村治． 上斜筋麻痺に対する手術． 眼科 2011;53:1511-5

今日の治療指針2011年版． 東京：医学書院， 2011:1258
三村治． 炭酸ガスレーザー． 江口秀一郎 編． 眼科手術の
ロジック． 東京：メジカルビュー社， 2011:158-61
三村治． 眼球運動の生理． 大鹿哲郎 編． 丸尾敏夫， 本
田孔士， 臼井正彦 監．眼科学． 第2版． 東京：文光堂,
2011:816-23
三村治． 甲状腺眼症． 中馬秀樹 編． 専門医のための眼科
診療クオリファイ 7視神経疾患のすべて． 東京：中山書店,
2011:114-9
三村治．外眼筋の作用と眼球運動， 視神経・視路の疾患.
丸尾敏夫， 久保田伸枝， 深井小久子 編． 視能学． 第2
版． 東京：文光堂， 2011:174-82,302-10

木村亜紀子． 眼筋移動術． 眼科 2011;53:1516-20
三村治． 視神経の先天異常の診方， 考え方． 臨牀眼科
2011;65:1795-9
石川裕人， 三村治． 欧州の治療（EUGOGO）と日本の治
療． 眼科 2011;53:1799-807
大野新一郎． ステロイドパルス療法． 眼科 2011;53:1809-18
木村亜紀子． 斜視手術． 眼科 2011;53:1827-33
間原千草， 三村治． 麻痺性斜視の検査． 日本視能訓練士
協会誌 2011;40:25-34
［原著］
Nakagomi N， Nakagomi T， Kubo S， Nakano-Doi A,
Saino O， Takata M， Yoshikawa H， Stern DM,

髙木美昭． 眼瞼けいれんが原因で白内障術後に強く不満を訴

Matsuyama T， Taguchi A． Endothelial cells support

えた1例， 治療開始に4年を要した疼痛性障害の1例． 若倉

survival， proliferation, and neuronal differentiation of

雅登 編． 実践！心療眼科． 東京：銀海舎， 2011:103-

transplanted adult ischemia-induced neural stem/

5,115-7

progenitor cells after cerebral infarction． Stem Cells

■学術論文■
［総説］
神野早苗， 三村治． 詐病と診断書−医療紛争に巻き込まれ
ないために−． 眼科 2011;53:313-6
三村治． 診察室で診断できる異常眼球運動． 臨牀眼科
2011;65:280-4
木村亜紀子． 斜視と神経眼科疾患の診かた． 日本の眼科
2011;81:712-7
三村治． 眼振． 綜合臨牀 2011;60:970-5
松葉沙織， 善本知広． アレルギー性結膜炎とIL-33． アレル
ギー・免疫 2011;18:350-64
三 村 治， 神 野 早 苗． 眼 瞼けいれん・開 瞼 失 行の治 療.
Modern Physician 2011;37:814-7
三村治． 視神経炎と虚血性視神経症はこうして見分ける． 臨
牀眼科 2011;65:794-8

2009;27:2185-95
Kurimoto T， Oono S， Oku H， Tagami Y， Kashimoto
R， Takata M， Okamoto N， Ikeda T， Mimura O.
Transcorneal electrical stimulation increases
chorioretinal blood flow in normal human subjects.
Clin Ophthalmol 2010;4:1441-6
神谷麻紀， 木村亜紀子， 間原千草， 大北陽一， 近藤美
穂， 三村治． 先天上斜筋麻痺の手術予後． 眼科臨床紀
要 2011;4:160-4
Oono S， Kurimoto T， Kashimoto R， Tagami Y,
Okamoto N， Mimura O． Transcorneal electrical
stimulation improves visual function in eyes with
branch retinal artery occlusion． Clin Ophthalmol
2011;5:397-402
初川嘉一， 仁科幸子， 管澤淳， 木村亜紀子， 矢ケ崎悌司,

三村治， 河原正明， 清澤源弘， 中馬秀樹， 不二門尚,

不二門尚， 平野慎也． 小児の間欠性外斜視に対する後転

山本紘子， 若倉雅登． 日本神経眼科学会眼瞼痙攣診療

短縮術の治療成績：多施設共同研究．日本眼科学会雑誌

ガイドライン委員会． 眼瞼けいれん診療ガイドライン． 日本

2011;115:440-6

眼科学会雑誌 2011;115:617-28
木村亜紀子． 上下斜視の治療． 眼科手術 2011;24:297-301
神野早苗， 細谷友雅． コンタクトレンズ関連角膜感染症として
の緑膿菌感染． 兵庫県眼科医会報 2011;190:49-50

髙木美昭， 小谷博和， 黒住浩一， 峰克彰， 奥田隆章． 白
内障術後に不満を訴えた眼瞼けいれんの5例． 臨床眼科
2011;65:1331-5
Clausen M， Nakagomi T， Nakano-Doi A， Saino O,
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Takata M， Taguchi A， Luiten P， Matsuyama T.

岡本真奈， 三村治， 大北陽一， 木村亜紀子， 増田明子.

Ischemia-induced neural stem/progenitor cells

代償不全上斜筋麻痺と滑車神経麻痺の手術術式の比較.

express pyramidal cell markers． Neuroreport

第67回日本弱視斜視学会総会・第36回日本小児眼科学会

2011;22:789-94

総会合同学会 2011.7 京都

近藤美穂， 木村亜紀子， 間原千草， 神谷麻紀， 大北陽

嶌岡文， 木村亜紀子， 間原千草， 神谷麻紀， 三村治.

一， 三村治． 調節性内斜視の治療予後． 日本視能訓練

共同偏視に対する外眼筋手術成績と患者満足度調査． 第

士協会誌 2011;40:41-6

67回日本弱視斜視学会総会・第36回日本小児眼科学会総

［症例報告］
大野新一郎， 岡本紀夫， 三村治． 多彩な眼症状を示した特
発性眼窩炎症の1例．日本眼科学会雑誌 2011;115:142-6
岡本紀夫， 大野新一郎， 上田美子， 三村治． 急性心筋梗
塞 後 の 不 完 全 型 網 膜 中 心 動 脈 閉 塞 症 の1例． 眼 科
2011;53:275-8
永里大祐， 細谷友雅， 中内一揚， 木村直樹， 木村亜紀
子， 三村治． 急性涙囊炎に合併した角膜穿孔の1例． 眼
科 2011;53:1879-83
■学会発表■
［国内学会］
高木均， 池田誠宏， 王英泰， 木村直樹． 小切開硝子体手
術の疾患別手術テクニック．（インストラクションコース）第34
回日本眼科手術学会総会 2011.1 京都

会合同学会 2011.7 京都
榊原智子， 細谷友雅， 神野早苗， 三村治． CL関連緑膿
菌感染へのステロイド投与の影響． 第48回日本眼感染症学
会 2011.7 京都
神野早苗， 鈴木克彦， 田片将士， 鈴木温， 前田淳， 三
村治． 視野進行が早い若年緑内障患者の検討． 第22回
日本緑内障学会 2011.9 秋田
森松孝亘， 神野早苗， 細谷友雅， 鈴木克彦， 田片将士,
鈴木温， 三村治． 濾過胞からの房水漏出に対する治療法
の検討． 第22回日本緑内障学会 2011.9 秋田
木村亜紀子． 間欠性外斜視の手術時期と両眼視機能．（シ
ンポジウム）第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京
中内一揚． 眼瞼下垂の診断法（眼瞼下垂の真偽）
．（シンポ
ジウム）第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京

中村由美子， 木村亜紀子， 増田明子， 三村治． 輻湊不全

佐藤美保， 杉山能子， 根岸貴志， 木村亜紀子， 矢ヶ﨑悌

型外斜視に対する片眼外直筋後転の手術効果． 第34回日

司．これから始める斜視診療．（インストラクションコース）第

本眼科手術学会総会 2011.1 京都
三村治． ボツリヌスA型毒素講習・実技セミナー．（教育講
演）第34回日本眼科手術学会総会 2011.1 京都

65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京
鹿嶋友敬， 山田貴之， 今川幸宏， 中内一揚． 眼形成外科
のすすめVer.2．第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京

細谷友雅， 神野早苗， 三村治． コンタクトレンズ装用者にお

北野滋彦， 池田誠宏， 大越貴志子， 緒方奈保子， 佐藤幸

ける緑膿菌性角膜潰瘍へのステロイド投与の影響． 角膜カン

裕， 高木均． 目にやさしい糖尿病黄斑浮腫治療． 第65回

ファランス2011 第35回日本角膜学会総会・第27回日本角膜
移植学会 2011.2 東京
細谷友雅． 全身用薬剤による角膜障害．（教育セミナー）第
115回日本眼科学会総会 2011.5 東京
三村治． 見て覚える眼瞼と眼球の異常運動． 第115回日本眼
科学会総会 2011.5 東京
中村由美子， 木村亜紀子， 鈴木克彦， 三村治， 中村芳
子， 木下茂． 眼瞼痙攣に対するBTXの瞬目解析． 第115
回日本眼科学会総会 2011.5 東京
増田明子， 中内一揚， 木村亜紀子， 三村治． 若年者の内
反症に対するCelsus Hotz変法． 第115回日本眼科学会総
会 2011.5 東京
三村治， 木村亜紀子． 眼筋型重症筋無力症の治療と予後.
第115回日本眼科学会総会 2011.5 東京
保科幸次， 田上雄一， 三村治， 枝川宏， 松原正男， 中山
悌一． プロ野球選手の屈折， 視力， 動体視力および効き
目に関する研究． 第115回日本眼科学会総会 2011.5 東京
三村治． 眼瞼痙攣−診断と治療ガイドライン−．（ランチョンセ
ミナー）第115回日本眼科学会総会 2011.5 東京

日本臨床眼科学会 2011.10 東京
木村亜紀子， 松下賢治， 國吉一樹， 三村治． やさしい神
経眼科．（インストラクションコース）第65回日本臨床眼
科学会 2011.10 東京
田片将士， 神野早苗， 鈴木克彦， 木村直樹， 鈴木温,
三村治． 低眼圧にも関わらず視野が進行する患者の24時間
眼圧の検討． 第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京
髙木美昭， 黒住浩一， 峯克彰， 奥田隆章， 三村治． 抗
精神病薬が眼瞼けいれんの自覚症状に与える影響． 第65回
日本臨床眼科学会 2011.10 東京
阿部英樹， 鈴木克彦， 神野早苗， 木村直樹， 三村治． モ
ルガーニ白内障による水晶体融解緑内障の一例． 第65回日
本臨床眼科学会 2011.10 東京
永里大祐， 池田尚弘， 池田誠宏， 増田明子， 三村治． ス
テロイド懸濁液鼻内注射後に発症した網脈絡膜循環障害.
第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京
荒木敬士， 池田誠宏， 池田尚弘， 周允元， 三村治． 乳
頭血管炎に網膜動脈分枝閉塞症を合併した2症例． 第65回
日本臨床眼科学会 2011.10 東京

増田明子， 木村亜紀子， 中村由美子， 三村治． 小児輻湊

榊原智子， 細谷友雅， 池田誠宏， 池田尚弘， 三村治． ぶ

不全型外斜視に対する両外直筋後転術の手術成績． 第67

どう膜炎に伴う漿液性網膜剥離に対するアセタゾラミ
ド療法.

回日本弱視斜視学会総会・第36回日本小児眼科学会総会
合同学会 2011.7 京都

第65回日本臨床眼科学会 2011.10 東京
中内一揚． 奇異な瞼裂開大を伴った兎眼症の治療．（相談
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演題）第26回日本眼窩疾患シンポジウム 2011.10 東京

アミーティング 2011.2 東京

小川美沙， 木村亜紀子， 間原千草， 門主友貴， 三村治.

三村治． 麻痺性斜視の診断と治療−複視と眼球運動障害は

観血的治療とプリズム療法の併用が有効であった回旋性先

ここまで治る ! −．（特別講演）第5回東北眼科フォーラム

天眼振の一例． 第52回日本視能矯正学会 2011.11 横浜

2011.3 仙台

大北陽一， 木村亜紀子， 嶋田祐子， 三村治． 矯正視力1.0
に達しなかった弱視症例の特徴． 第52回日本視能矯正学会
2011.11 横浜
木村亜紀子． 麻痺性斜視の手術治療．（シンポジウム）第49
回日本神経眼科学会総会 2011.11 神戸
田片将士, 宇山淳, 三村治． 下垂体腺腫術後に視野と
GCC厚に乖離を認めた1例． 第49回日本神経眼科学会総
会 2011.11 神戸
大 野 新 一 郎, 三 根 正, 木 村 亜 紀 子, 三 村 治, 沖 波 聡.
Fisher症候群13例の解析． 第49回日本神経眼科学会総会
2011.11 神戸
岡本真奈, 三村治, 木村亜紀子, 内海隆生, 増田明子.
眼振に対する外眼筋手術． 第49回日本神経眼科学会総会
2011.11 神戸
三村治, 木村亜紀子, 木村直樹． 眼筋型重症筋無力症に
対する免疫抑制療法． 第49回日本神経眼科学会総会
2011.11 神戸
河田康祐, 大野新一郎, 薬師寺舞, 戸田修二, 沖波聡.
視神経症を併発したIgG4関連疾患の1例． 第49回日本神
経眼科学会総会 2011.11 神戸
三村治． 眼瞼と眼球運動の見方．
（モーニングセミナー）第49
回日本神経眼科学会総会 2011.11 神戸

池 田 誠 宏． 糖 尿 病で失 明しないために． 目の健 康 講 座
2011.3 神戸
中内一揚． 眼瞼下垂症に対する挙筋3手術の使い分け． 第
13回ボーダレス眼科臨床研究会 2011.3 大阪
神野早苗． 緑内障の診断と治療．（特別講演）兵庫県病院
薬剤師会学術講演会 2011.4 神戸
三村治． やさしい神経眼科−視神経疾患のみかた−．（特別
講演）三重県眼科医会集談会 2011.4 津
池田誠宏． 目の加齢性疾患．（特別講演）西宮市内科医会
学術講演会 2011.4 西宮
池田誠宏． 糖尿病網膜症の病態と治療．（教育講演）第2
回高砂市医師会生涯教育研修会 2011.5 高砂
木村亜紀子． 瞬目の画像診断．（教育講演）第5回神経眼
科コロキウム−細雪の会− 2011.5 芦屋
神野早苗． 緑内障と紛らわしい視神経乳頭の鑑別．（特別講
演）尼崎市眼科医会学術講演会 2011.6 尼崎
三村治． やさしい神経眼科−眼瞼と眼球運動のみかた．（特
別講演）神経内科レジデント懇話会 2011.6 大阪
神野早苗． OCTで緑内障はどう見るか．（特別講演）高知
緑内障フォーラム 2011.6 高知
髙木美昭． 心療眼科としての対応がずっと必要な一例． 第5
回心療眼科研究会 2011.6 東京

榊 原 智 子, 木 村 直 樹, 池 田 尚 弘, 三 村 治, 池 田 誠 宏.

市橋朋子， 細谷友雅， 三村治． 放射線療法と化学療法によ

糖尿病黄斑浮腫に対するトリアムシノロン後部テノン嚢下投与

り高度な角結膜障害を生じた一例． 第117回京都眼科学会

後の眼圧上昇． 第17回日本糖尿病眼学会総会 2011.12 東
京
［地方会等］
三村治． 眼科領域のボツリヌス毒素療法の現況と未来．
（特
別講演）第3回東日本眼瞼痙攣シンポジウム 2011.6 東京
中村由美子． 瞬目の画像診断． 西日本眼瞼痙攣シンポジウ
ム 2011.8 大阪
［研究会・講演会等］
細谷友雅．ドライアイと関連疾患−この症例にこの治療−． 宝
塚市眼科医会学術講演会 2011.1 宝塚
木村亜紀子． 成人斜視の診断と治療．（特別講演）第21回
大阪市眼科研究会 2011.1 大阪
中村由美子, 木村直樹, 中内一揚, 三村治. 外傷による
眼球脱臼の1例. 第118回兵庫県眼科医会学術集談会
2011.2 神戸
永里大祐, 細谷友雅, 岡本真奈, 中内一揚, 木村直樹,
木村亜紀子, 三村治． 慢性涙嚢炎に合併した角膜穿孔の
1例． 第118回兵庫県眼科医会学術集談会 2011.2 神戸
中内一揚． 犬咬傷による上眼瞼欠損の一例． 第22回眼瞼・
義眼床手術研究会 2011.2 東京
神野早苗． ハンフリー視野とOCT TSNITグラフが乖離する症
例の検討． 第33回兵庫県緑内障研究会 2011.2 神戸
三村治． ボツリヌス療法と瞬目解析．（特別講演）眼瞼痙攣コ

2011.7 京都
柏木孝夫， 中内一揚， 三村治． 特異な顔貌を来した重度眼
窩脂肪脱出の一例． 第117回京都眼科学会 2011.7 京都
三村治． やさしい神経眼科−眼瞼疾患の診断と治療． 第8回
筑紫病診連携懇話会 2011.7 筑紫
中内一揚． 解剖に沿った眼瞼下垂手術．（ミニ教育セミナ
ー）第24回近畿神経眼科セミナー 2011.7 大阪
三村治． やさしい神経眼科−複視と異常眼球運動はここまで
治る ! −．（特別講演）第31回阪南眼科勉強会 2011.7 泉
大津
細谷友雅． 角膜内皮移植 DSAEKについて． 第1回阪神眼
科アップデートセミナー 2011.8 神戸
木村直樹． 開放性眼外傷の治療戦略． 第1回阪神眼科アッ
プデートセミナー 2011.8 神戸
神野早苗． 緑内障手術は進歩したか． 第1回阪神眼科アップ
デートセミナー 2011.8 神戸
木村亜紀子． 麻痺性斜視の検査とコツ．（特別講演）第4回
視能訓練士研修会 2011.8 名古屋
三村治． 眼瞼痙攣診療ガイドライン．（トピック）第7回神経・
筋疾患に関するボツリヌス療法研究会 2011.9 東京
木村亜紀子． 成人斜視の治療−複視と見た目が問題です−.
（ミニレクチャー）第29回淑瞳会学術講演会 2011.9 神戸
神野早苗． OCTでわかること,わからないこと−緑内障−.
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（特別講演）緑内障診断セミナー 2011.9 芦屋
神野早苗． 眼表面疾患の“あれこれ”．（ランチョンセミナー）
第21回日本医療薬学会年会 2011.10 神戸
池田誠宏． 糖尿病と眼． 第15回目の日のつどい 2011.10 三
田
細谷友雅．ドライアイ外来ご紹介−涙点プラグについて−． 兵
庫県東部地区眼科医会学術講演会 2011.11 西宮
中内一揚， 三村治． 奇異な瞼裂開大を伴った兎眼症の治療
経 験． 第99回日本 形 成 外 科 学 会 関 西 支 部 学 術 集 会
2011.12 京都

三村治． やさしい神経眼科−眼瞼疾患の診断と治療−．（特
別講演）第30回神戸市立医療センター中央市民病院眼科オ
ープンカンファレンス 2011.3 神戸
片上千加子， 神野早苗， 田口浩司， 藤原りつ子． 症例検
討−何を考えますか．（パネルディスカッション）第8回兵庫県
オキュラーサーフェス研究会 2011.9 神戸
細 谷 友 雅． 気になる角 膜 障 害． 大 塚 製 薬 社 内 勉 強 会
2011.10 神戸
三村治． 眼瞼痙攣． 愛知県眼科医会市民公開講座2011
2011.10 名古屋

三村治．もう一度学ぼう! 神経眼科−眼科医が見落としやす
い眼疾患−．（特別講演）第15回千駄木眼科フォーラム

耳鼻咽喉科学

2011.12 東京

Otorhinolaryngology

三村治． 視神経疾患のみかた−2011−．（特別講演）第62
回浜松医科大学眼科症例検討会 2011.12 浜松
■その他■

■著書■

三村治． 表紙の解説 三島濟一先生と眼科顕微鏡． 眼科

阪上雅史． 顔面神経麻痺． 今日の治療指針2011年版． 東

2011;53:157-8
三村治． 詐病と心因性視覚障害 序論． 眼科 2011;53:293

京：医学書院， 2011:1270-1
桂弘和， 阪上雅史． 解剖と機能 耳． 山岨達也， 小川

木村亜紀子． 仕事はもうひとりの子供． 臨床眼科 2011;65:355

都， 鈴木衛， 丹生健一， 久育男， 森山寛 編． 耳鼻咽

三村治． 第64回日本臨床眼科学会印象記 一般口演「弱視

喉 科・頭 頸 部 外 科 研 修ノ－ト． 東 京：診 断と治 療 社，

斜視・画像診断」． 眼科 2011;53:511-2
三村治． 序論：眼科医と眼鏡処方． 眼科 2011;53:973-4
三村治．「眼瞼痙攣」の治療法を教えて下さい． NHKテキス
ト「きょうの健康」2011;6:137
三村治． いつまでも眼科全体に広く好奇心を． 日本眼科学会
雑誌 2011;115:735
三村治． 第23回日本眼科学会専門医認定試験を終えて． 日
本眼科学会雑誌 2011;115:736-8
中内一揚． 電子カルテ考． 兵庫県眼科医会報 2011;192:467
三村治． 成人外斜視． 眼科医マルチファインダー 2011;20:112
阿部英樹， 柏木孝夫， 榊原智子， 岡本真奈， 森松孝亘,
市橋朋子． 私が眼科医を目指した理由． 眼科医マルチファ
インダー 2011;20:1
三村治． 眼瞼ミオキミア． けんぽだより 2011;151:18
三村治．「甲状腺眼症」と診断されました． NHKテキスト「き
ょうの健康」2011;12:136
神野早苗． 白内障． 読売ライフ 2011;12:34
西 悠 太 郎． 話 題 Purkinjeメータの 可 能 性． 臨 牀 眼 科
2011;65:1687-9
中 村 由 美 子． 私の勉 強 法． 眼 科 医マルチファインダー
2011;21:7
三村治． 乳児内斜視． 眼科医マルチファインダー 2011;21:112

2011:2-55
■学術論文■
［総説］
岡秀樹， 阪上雅史． 味覚異常． 綜合臨牀 2011;60（増刊）
:1046-50
岡秀樹， 阪上雅史． 味覚異常， 綜合臨牀 2011;60:240-4
岡秀樹， 阪上雅史． 舌のすべて． Entoni 2011;134:9-14
任智美， 阪上雅史． 味覚障害の診断と治療． 日本医事新
報 2011;4562:78-83
任智美， 阪上雅史． 治りにくいにおい・味の異常． 耳鼻咽喉
科， 頭頸部外科 2011:1019-24
三 代 康 雄， 鎌 倉 武 史． 生 活 習 慣 病と急 性 感 音 難 聴.
Entoni 2011;135:8-12
三代康雄． 小児耳鼻咽喉科疾患に対する手術療法の選択−
耳疾患−． 小児耳鼻咽喉科 2011:32:264-71
任智美， 阪上雅史． 味覚障害の臨床 新たな進展 味覚障害
患 者に対するポラプレジンクの有 効 性． 口腔・咽 頭 科
2011;24:53-6
［原著］
Takebayashi H， Tsuzuki K， Oka H， Fukazawa K,
Daimon T， Sakagami M． Clinical availability of a selfadministered odor questionnaire for patients with
olfactory disorders． Auris Nasus Larynx 2011;38:6572
Kashiba K， Komori M， Yanagihara N， Hinohira Y,

三村治． 序論：甲状腺眼症の治療． 眼科 2011;53:1797-8

Sakagami M． Lateral orifice of Prussak’s space

木村亜紀子． 第24回近畿神経眼科セミナー印象記． 神経眼

assessed with a high-resolution cone beam

科 2011;28:452-3
中村由美子， 細谷友雅． 巨大な隆起性角膜真菌症（図
説）
． あたらしい眼科 2011;28:1427-8

3-Dimentional computed tomography． Otol Neurotol
2011;32:71-6
Saeki N， Tsuzuki K， Negoro A， Nin T， Sagawa K,
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Uwa N， Mohri T， Terada T， Nishigami T， Sakagami
M． Utility of real-time diagnosis using contact
endoscopy for oral and lingual diseases． Auris Nasus
Larynx 2011;38:233-9
Uwa N， Kataoka TR， Torii I， Sato A， Nishigami T,
Song M， Daimon T， Saeki N， Sagawa K， Mohri T,
T e r a d a T， S a k a g a m i M， T s u j i m u r a T ． C D 4 4

（Invited lecture）7th SAARC ENT Congress 2011.5
Kathmandu
Sakagami M． Technique to simplify myringoplasty
（Instruction course）
． 115th Amaerican Academy of
Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.9 San
Francisco
Takahashi E， Mishiro Y， Sakaguchi A， Katsura H,

expression is related to poor prognosis of

Adachi O， Sakagami M． Pediatric myringoplasty：

hypopharyngeal squamous cell carcinoma． Acta

Definition of “success” and a review of 67 cases.

Otolaryngol 2011;131:323-9

115th American Academy of Otolaryngology-Head

Kitahara T， Horii A， Mishiro Y， Kawashima T,
Imai T， Nishiike S， Inohara H． Low-tone air-bone
gaps after endolymphatic surgery． Auris Nasus
Larynx 2011;38:174-8

and Neck Surgery 2011（AAO-HNS2011）2011.9 San
Francisco
Yukitatsu Y， Tsuzuki K， Takebayashi H， Oka H,
Sakagami M． Clinical study of 1,515 patients with

Hashimoto-Ikehara M， Mishiro Y， Kitahara T,

epistaxis over the last 6 years． 115th American

Sakagami M． The 10-year disease-free rate of attic

Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

cholesteatoma based on a new staging system． Int

2011（AAO-HNSF2011）2011.9 San Francisco

Adv Otol 2011;7:289-92

Tsuzuki K． Clinical availability of a Self-Administered

Kobayashi K， Takahashi E， Miyagawa Y， Yamanaka

Odor Questionnaire（SAOQ）for evaluating olfaction：

H， Noguchi K． Induction of the P2X7 receptor in

Evolution of olfaction function test．（symposium）

spinal microglia in a neuropathic pain model.

14th International Rhinologic Society and 30th

Neurosci Lett 2011;504:57-61

International Symposium on Infection and Allergy of

都築建三． 副鼻腔嚢胞に対する内視鏡下鼻内手術の適応と
限界． JOHNS 2011;27:891-5
桂弘和， 武藤俊彦， 三代康雄， 足達治， 阪上雅史． 当

the Nose（IRS-ISIAN2011）2011. 9 Tokyo
Oka H， Tsuzuki K， Takebayashi H， Sakagami M,
Fukazawa K． Clinical features of 1665 patients with

科での先天性耳小骨奇形の術後成績について． Otology

olfactory disorders． 14th International Rhinologic

Japan 2011;21:795-9

Society and 30th International Symposium on

寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士,
冨士原将之， 阪上雅史． 後期高齢者における口腔・中咽
頭・下咽頭癌症例の検討． 頭頸部癌 2011;37:548-52
任智美， 奥中美恵子， 北條和歌， 阪上雅史． ASSRにお

Infection and Allergy of the Nose（IRS-ISIAN2011）
2011.9 Tokyo
Takebayashi H， Tsuzuki K， Oka H， Sakagami M,
Fukazawa K， Yukitatsu Y． Clinical study of patients

いて軽中等度閾値上昇を呈する児の検討 軽中等度難聴児

presenting with epistaxis． 14th International

の聴力評価． 小児耳鼻咽喉科 2011;32:28-33

Rhinologic Society and 30th International Symposium

北条和歌， 奥中美恵子， 任智美， 西口道子， 阪上雅史.
3歳以上で人工内耳埋め込み術後の職能活用を左右する因
子について． 小児耳鼻咽喉科 2011;32:58-63
［症例報告］
都築建三， 竹林宏記， 岡秀樹， 池畑美樹， 阪上雅史.
前篩骨洞嚢胞開放術後に眼神経領域の帯状疱疹を生じた1
症例．日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌 2011;29:105-9
宇和伸浩， 吉野邦俊， 藤井隆， 上村弘和， 赤羽誉， 鈴

o n I n f e c t i o n a n d A l l e r g y o f t h e N o s e（ I R S ISIAN2011）2011.9 Tokyo
Sakagami M． An unavoidable complication of taste
disorder after middle ear surgery．（Round table）
28th Politzer Society Meeting 2011.9 Athens
Sakagami M． Palisade tympanoplasty．（Round table）
28th Politzer Society Meeting 2011.9 Athens
Sakagami M． Uni-and multivariate analysis of hearing

木基之， 寺田友紀， 佐伯暢生， 佐川公介， 毛利武士,

outcomes after ossiculoplasty．（Round table）28th

荻野公一， 窪田彬， 阪上雅史． 長期経過後再発をきたし

Politzer Society Meeting 2011.9 Athens

た喉頭非定型カルチノイドの2例． 耳鼻咽喉科･頭頸部外科
2011;83:953-7

Kanzaki S， Sakagami M， Hosi H， Murakami S,
Yoshihara T， Ogawa K． Leucocytes and fibrinogen

毛利武士， 吉野邦俊， 上村裕和， 鈴木基之， 宇和伸浩,

are prognostic in idiopathic sudden sensorineural

阪上雅史． 急速な原発巣の増大を見た喉頭紡錘形細胞癌

hearing loss． 28th Politzer Society Meeting 2011.9

の1例． 喉頭 2011;23:107-13
■学会発表■
［国際学会］
Sakagami M． Management of pediatric cholesteatoma.

Athens
Sakagami M． Difficult cases；What can we learn from
those ? ．（Round table）8th Asia Pacific Symposium
on Cochlear Implant and Related Sciences

兵庫医大業績録（2011）
（APSCI2011）2011.10 Daegu
S a k a g a m i M， N i s h i g u c h i M， N i n T， H o j y o W ,
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阪上雅史． 中咽頭側壁扁平上皮癌の臨床検討． 第21回
日本頭頚部外科学会総会ならびに学術講演会 2011.1 栃木

Okunaka M． Comparison of residual hearing

宇和伸浩， 寺田友紀， 佐伯暢生， 毛利武士， 阪上雅史.

preservation between Nucleus Contour electrode and

耳介軟骨を用いて気管再建を行なった2症例． 第21回日本

Nucleus Contour Advance electrode． 8th Asia Pacific
Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences
（APSCI2011）2011.10 Daegu
N i n T， O k u n a k a M， H o j y o W， N i s h i g u c h i M ,

頭頚部外科学会総会ならびに学術講演会 2011.1 栃木
都築建三， 竹林宏記， 岡秀樹， 阪上雅史． 気管支喘息を
合併した慢性副鼻腔炎手術症例の検討． 第29回日本耳鼻
咽喉科免疫アレルギー学会 2011.2 大分

Sakagami M． Usefulness of Auditory Steady-State

竹林宏記， 都築建三， 岡秀樹， 阪上雅史． 通年性アレル

R e s p o n s e（A S S R）i n p e d i a t r i c p a t i e n t s w i t h

ギー性鼻炎に対する下鼻甲介手術の術後成績． 第29回日

sensorineural hearing loss（SNHL）and Auditory
Neuropathy Spectrum Disorder（ANSD）
． 8th Asia
Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related
Sciences（APSCI 2011）2011.10 Daegu
Sakagami M． Surgical management of cholesteatoma.
（Symposium）11th Japan-Taiwan Conference on

本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 2011.2 大分
阪上雅史． 味覚障害の診断と治療．（臨床セミナ－）第112回
日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2011.5 京都
阪上雅史， 桂弘和， 足達治， 三代康雄． 浅在化鼓膜の手
術症例の検討． 第112回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術
講演会 2011.5 京都

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.12 Kobe

三代康雄， 北原糺， 足達治， 坂直樹， 桂弘和， 阪上雅

Sakagami M， Katsura H， Adachi O， Mishiro M.

史． 小児真珠腫の長期成績． 第112回日本耳鼻咽喉科学

Stapes surgery using CO2 laser to cut posterior and

会総会・学術講演会 2011.5 京都

anterior crura． 11th Japan-Taiwan Conference on

都築建三， 竹林宏記， 岡秀樹， 阪上雅史． 慢性副鼻腔炎

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.12 Kobe

に対する内視鏡手術の術後評価． 第112回日本耳鼻咽喉

Mishiro Y， Adachi O， Katsura H， Sakagami M.
Hearing outcomes of 1049 ossiculoplasties by a single

科学会総会・学術講演会 2011.5 京都
加納直行． 当科で発見し得た頭蓋内疾患3症例の検討． 第

surgeon． 11 th Japan-Taiwan Conference on

112回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2011.5 京都

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.12 Kobe

坂直樹， 瀬尾徹， 藤森貴世子， 阪上雅史． メニエール病

Kanoh N． Impaired ranvier node K-NPPase may induce
facial palsy． The 11 th Japan-Taiwan Conference on

長期観察例の検討． 第112回日本耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会 2011.5 京都

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.12 Kobe

雪辰依子， 廣瀬正幸， 津田武， 阪上雅史， 佐野光仁． ス

Oka H，Tsuzuki K，Daimon T，Kojima Y,

テロイド局 所 中 社とβブロッカー内 服により著 明に呼 吸

Takebayashi H， Sakagami M． Olfactory changes after

症 状が改 善した声 門 下 血 管 腫の1 症 例． 第112回日本

endoscopic sinus surgery in patients with eosinophilic

耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2011.5 京都

chronic rhinosinusitis． 11th Japan-Taiwan Conference

奥中美恵子， 任智美， 北條和歌， 阪上雅史． 難聴児の療

on Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.12

育における医療と教育現場の連携の現状について． 第112

Kobe
Masutani M， Mishiro Y， Katsura H， Adac h i O ,
Sakagami M． Four cases of facial nerve schwanoma
without facial palsy． 11th Japan-Taiwan Conference
on Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2011.12
Kobe

回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2011.5 京都
阪上雅史． 耳鼻咽喉科医が行う乳突削開術．（教育セミナ
ー）第23回日本頭蓋底外科学会 2011.6 豊中
三代康雄． 小児耳鼻咽喉科疾患に対する手術療法の選択.
第6回日本小児耳鼻咽喉科学会 2011.6 さいたま
任 智 美， 奥 中 美 恵 子， 北 條 和 歌， 阪 上 雅 史． 小児

Takahashi E， Mishiro Y， Sakaguchi A， Katsura H,

Auditory Neuropathy Spectrum Disorder（ANSD）例

Adachi O， Sakagami M． Pediatric myringoplsty.

におけるAuditory Steady State Response（ASSR）の有

11th Japan-Taiwan Conference on OtolaryngologyHead and Neck Surgery 2011.12 Kobe
［国内学会］
阪上雅史． 中耳手術の基本術式と考え方．（教育ビデオセミ
ナ－）第21回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会
2011.1 宇都宮
阪上雅史， 三代康雄， 足達治， 桂弘和． 脚切断にCO2レ
ーザーを用いたアブミ骨手術． 第21回日本頭頚部外科学会
総会ならびに学術講演会 2011.1 栃木
寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士,

用性． 第 6 回日本小児耳鼻咽喉科学会 2011.6 さいたま
寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士,
冨士原将之， 阪上雅史． 後期高齢者における口腔・中咽
頭・下 咽 頭 癌 症 例の検 討． 第35回日本 頭 頚 部 癌 学 会
2011.6 名古屋
宇和伸浩， 寺田友紀， 佐伯暢生， 毛利武士， 阪上雅史.
下咽頭扁平上皮癌症例の検討． 第35回日本頭頚部癌学会
2011.6 名古屋
佐伯暢生， 寺田友紀， 宇和伸浩， 毛利武士， 阪上雅史.
早期外耳癌に対する手術症例13の検討（後耳介皮弁を用
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いた再建について）
． 第35回日本頭頚部癌学会 2011.6 名
古屋
毛利武士， 寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 阪上雅史,
佐川公介． 当科における声門上癌の検討． 第35回日本頭
頚部癌学会 2011.6 名古屋
阪上雅史． 耳鼻咽喉科診療に関連した味覚障害．（シンポジ
ウム）第24回日本口腔・咽頭科学会 2011.9 広島

学検査学会 2011.10 大津
加納直行．レセルピン処置動物の動態． 第70回日本めまい平
衡医学会総会 2011.11 千葉
坂直樹， 瀬尾徹， 大田重人， 藤森貴世子， 阪上雅史.
前庭誘発外眼筋電位（oVEMP）の周波数応答の加齢性
変 化について． 第70回日本目めまい平 衡 医 学 会 総 会
2011.11 千葉

任智美， 梅本匡則， 根来篤， 坂口明子， 岡秀樹， 阪上

大田重人， 坂直樹， 瀬尾徹， 藤森貴世子， 武藤俊彦,

雅史． 全口腔法による簡易味覚機能評価． 第24回日本口

阪 上 雅 史． 後 半 規 管 型BPPVの再 発に対するBrandt-

腔・咽頭科学会 2011.9 広島
任智美， 阪上雅史． 味覚障害患者に対するポラプレジンク長
期投与の検討． 第24回日本口腔・咽頭科学会 2011.9 広
島
坂口明子， 任智美， 岡秀樹， 根来篤， 梅本匡則， 阪上
雅史． 当科における味覚障害1059例の検討． 第24回日本
口腔・咽頭科学会 2011.9 広島
宇和伸浩， 寺田友紀， 毛利武士， 阪上雅史． 当科におけ
る降下性壊死性縦隔炎8例． 第41回日本耳鼻咽喉科感染
症研究会 2011.9 東京
児島雄介， 都築建三， 岡秀樹， 竹林宏記， 阪上雅史.
最近5年間における片側性副鼻腔炎に対する手術症例の検
討． 第41回日本耳鼻咽喉科感染症研究会 2011.9 東京
都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 竹林宏記， 深澤啓二郎,
阪上雅史． 当科における嗅覚障害症例の検討． 日本味と
匂学会第45回大会 2011.10 金沢
三輪高喜， 小林正佳， 近藤健二， 都築建三， 小河孝夫.
慢性副鼻腔炎による嗅覚障害に対する副鼻腔内視鏡手術の
治療成績．日本味と匂学会第45回大会 2011.10 金沢
岡秀樹， 都築建三， 児島雄介， 竹林宏記， 深澤啓二郎,
阪上雅史． 好酸球性副鼻腔炎手術症例の嗅覚検討． 日
本味と匂学会第45回大会 2011.10 金沢
任智美． 舌粘膜における知覚閾値測定． 日本味と匂学会第
45回大会 2011.10 金沢
任智美， 阪上雅史． 味覚障害患者に対するポラプレジンク長
期投与時の味覚検査と自覚症状． 日本味と匂学会第45回
大会 2011.10 金沢
坂口明子， 任智美， 岡秀樹， 前田英美， 根来篤， 梅本
匡則， 阪上雅史． 当科における全身性疾患に伴う味覚障
害．日本味と匂学会第45回大会 2011.10 金沢
前田英美， 任智美， 坂口明子， 梅本匡則， 根来篤， 阪
上雅史． 当科における舌痛症患者の臨床検討． 日本味と
匂学会第45回大会 2011.10 金沢
竹林宏記， 都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 北村貴裕,

Daroff法の有効性の検討． 第70回日本めまい平衡医学会
総会 2011.11 千葉
瀬尾徹， 坂直樹， 大田重人， 藤森貴世子， 阪上雅史.
良性発作頭位めまい症におけるoVEMPの検討． 第70回日
本めまい平衡医学会総会 2011.11 千葉
藤森貴世子， 瀬尾徹， 坂直樹， 大田重人， 阪上雅史.
VEMPによる内耳奇形症例の内耳機能評価． 第70回日本
めまい平衡医学会総会 2011.11 千葉
阪上雅史， 桂弘和， 任智美， 足達治， 三代康雄． 人工
内 耳 電 極 挿 入 後 の 聴 力 残 存 −Contour electrodeと
Contour Advance electrodeとの比較−． 第21回日本耳
科学会総会 2011.11 宜野湾
三代康雄． 外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術． 第
21回日本耳科学会総会 2011.11 宜野湾
三代康雄， 北原糺， 足達治， 桂弘和， 大田重人， 阪上
雅史． 中耳炎術後10年の聴力成績． 第21回日本耳科学
会総会 2011.11 宜野湾
足達治， 三代康雄， 桂弘和， 大田重人， 武藤俊彦， 奥
中美恵子， 阪上雅史． 当科における幼少児真珠腫症例の
検討． 第21回日本耳科学会総会 2011.11 宜野湾
加納直行． 顔面神経のNa-K ATPase． 第21回日本耳科学
会総会 2011.11 宜野湾
桂弘和， 三代康雄， 足達治， 阪上雅史． 半規管瘻孔を合
併する真珠腫性中耳炎と長期術後成績について． 第21回日
本耳科学会総会 2011.11 宜野湾
坂口明子， 桂弘和， 任智美， 足達治， 三代康雄， 阪上
雅史． 中耳手術後の舌の知覚異常についての検討（第2
報）
． 第21回日本耳科学会総会 2011.11 宜野湾
高橋恵美子， 三代康雄， 桂弘和， 足達治， 阪上雅史.
当科における小児穿孔性中耳炎に対する鼓室形成術の検
討． 第21回日本耳科学会総会 2011.11 宜野湾
奥中美恵子， 任智美， 阪上雅史． 小児滲出性中耳炎に対
する鼓膜チューブ留置術の合併症について． 第21回日本耳
科学会総会 2011.11 宜野湾

前 田 英 美， 阪 上 雅 史．「 日 常 の に お い アンケ ート

都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.

（SAOQ）」を用いた嗅覚評価の臨床検討． 日本味と匂学

副鼻腔炎のＥＳＳ術後の鼻内所見の検討． 第50回日本鼻科

会第45回大会 2011.10 金沢
都築建三． 嗅覚の病態と診断． 第50回中部医学検査学会
2011.10 名古屋
高田郁子， 狩野春艶， 高橋香， 井垣歩， 藤井誠治， 戌

学会 2011.12 岡山
岡秀樹， 都築建三， 竹林宏記， 児島雄介， 深澤啓二郎,
阪上雅史． 好酸球性副鼻腔炎手術症例の嗅覚検討． 第
50回日本鼻科学会 2011.12 岡山

角幸治， 和田泰直， 都築建三， 岡秀樹， 児島雄介,

児島雄介， 都築建三， 岡秀樹， 竹林宏記， 阪上雅史.

小柴賢洋． 当院における嗅覚検査の現況． 第51回近畿医

片側性副鼻腔炎手術症例の臨床検討． 第50回日本鼻科学
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会 2011.12 岡山
［地方会等］
阪上雅史， 桂弘和， 足達治， 三代康雄． 脚切断にCO2レ
ーザーを用いたアブミ骨手術（第二報）
． 第73回耳鼻咽喉
科臨床学会 2011.6 松本

169回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.11 西宮
大田重人， 桂弘和， 足達治， 三代康雄， 阪上雅史． 当
院におけるENoG検査（従来法と正中法）の検討． 第169
回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.11 西宮
坂口明子， 任智美， 岡秀樹， 前田英美， 根来篤， 梅本

都築建三， 岡秀樹， 岡崎健， 竹林宏記， 阪上雅史． 多

匡則， 阪上雅史． 当科における全身性疾患に伴う味覚障

量鼻出血から診断されたアグレッシブNK細胞白血病の症

害． 第169回日本 耳 鼻 咽 喉 科 学 会 兵 庫 県 地 方 部 会

例． 第73回耳鼻咽喉科臨床学会 2011.6 松本
足達治， 三代康雄， 前田英美， 坂直樹， 阪上雅史． イン

2011.11 西宮
枡谷麻理子， 三代康雄， 桂弘和， 足達治， 阪上雅史.

ターフェロン投与により反復する内耳障害をきたした1例.

顔面神経麻痺を伴わない顔面神経鞘腫の4症例． 第169回

第73回耳鼻咽喉科臨床学会 2011.6 松本

日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.11 西宮

加納直行． MRSA感染耳疾患に対する三者併用療法−最近
の症例から−． 第73回耳鼻咽喉科臨床学会 2011.6 松本
任 智 美， 奥 中 美 恵 子， 北 條 和 歌， 阪 上 雅 史． 小 児

須川敏光， 都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 阪上雅史.
良性副鼻腔疾患に対する外切開手術症例． 第169回日本
耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.11 西宮

Auditory Neuropathy（AN）例 に お け る Auditory

藤森貴世子， 坂直樹， 瀬尾徹， 武藤俊彦， 大田重人,

Steady State Response（ASSR）の有用性． 第167回日本

阪上雅史． VEMPによる内耳奇形症例の耳機能評価． 第

耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.3 姫路

169回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.11 西宮

坂口明子， 任智美， 岡秀樹， 梅本匡則， 根来篤， 阪上
雅史． 当科における味覚障害1058例の検討． 第167回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.3 姫路
高橋恵美子， 三代康雄， 桂弘和， 足達治， 阪上雅史.
当科での小児慢性穿孔性中耳炎に対する鼓室形成術の検
討． 第167回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.3
姫路
枡谷麻理子， 寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 毛利武
士， 阪上雅史． 甲状腺好酸性細胞腺腫の1例． 第167回
日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.3 姫路
岡崎健， 都築建三， 岡秀樹， 竹林宏記， 阪上雅史． 多
量鼻出血を生じたアグレッシブNK細胞白血病の1症例． 第
167日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.3 姫路
阪上雅史． 当科における中耳手術の手技， 考え方， 適応.
（特別講演）日本耳鼻咽喉科学会広島県地方部会 2011.7
広島
阪上雅史， 任智美， 桂弘和， 足達治， 三代康雄． 人工
内耳電極挿入後の聴力残存についての検討． 第168回日本
耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.7 神戸
足達治， 三代康雄， 桂弘和， 大田重人， 武藤俊彦， 奥
中美恵子， 阪上雅史． 当科における幼少児真珠腫症例の
検 討． 第168回日本 耳 鼻 咽 喉 科 学 会 兵 庫 県 地 方 部 会
2011.7 神戸
田中順平， 桂弘和， 阪上雅史． 当科での小児口腔内異物
刺創症例． 第168回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会
2011.7 神戸

阪上雅史． 耳手術の基本手技と考え方．（特別講演）第97
回日本耳鼻咽喉科学会香川県地方部会 2011.12 高松
［研究会・講演会等］
坂直樹． めまい疾患の診断のポイント． 甲山カンファランス
2011.6 西宮
阪上雅史． 聴覚・味覚機能と糖尿病．（特別講演）第17回
糖尿病神経障害を考える会 2011.8 東京
加納直行．レセルピン処置動物の動態． 第29回頭頸部自律
神経研究会学術集会 2011.8 大阪
阪上雅史． 外来手術（耳）
．（実技講習）第25回日本耳鼻
咽喉科学会専門医講習会 2011.11 大阪
三代康雄． 小児中耳炎に対する手術とその適応． 阪神耳鼻
咽喉科懇話会 2011.11 尼崎
■その他■
阪 上 雅 史． 人 工 内 耳の最 近の話 題． HCC新 年 互 礼 会
2011.1 大阪
阪上雅史． 当科における耳手術の手技・考え方・適応． 西
埼玉地区耳鼻咽喉科研究会 2011.7 所沢
坂直樹． 兵庫の医療シリーズ17 目や鼻の病気③ 目まい． 神
戸新聞 2011.9.17:7
阪上雅史． 中耳手術の基本術式と考え方． 第18回岐阜県耳
鼻咽喉科医会実技研修会 2011.10 岐阜
阪上雅史． 人工内耳の最近の話題−両耳装用とハイブリッド
人工内耳−． 第383回HCC勉強会 2011.12 大阪
阪上雅史．「通常の人工内耳電極挿入後も補聴器音が聞こえ
る？」．（巻頭言）ふれあい 2011;34:1

児島雄介， 都築建三， 岡秀樹， 竹林宏記， 阪上雅史.
当科における片側性副鼻腔炎手術症例の検討． 第168回日

心臓血管外科学

本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2011.7 神戸

Cardiovascular Surgery

岡崎健， 寺田友紀， 宇和伸浩， 毛利武士， 阪上雅史.
下咽頭混合型小細胞癌の1例． 第168回日本耳鼻咽喉科学
会兵庫県地方部会 2011.7 神戸
寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士,
阪上雅史． 後期高齢者における頭頚部癌症例の検討． 第

■学術論文■
［総説］
宮本裕治． PAD（末梢動脈疾患）患者におけるシロスタゾー
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ルの長期安全性−CASTLE試験（Cilostazol：A study in

development of bipolar RF ablation devices．（Invited

long term effects）
． 血栓と循環 2011;19:502-3

Lecture）4th Asia Pacific Heart Rhythm Society

［原著］
Nishi H， Mitsuno M， Tanaka H， Ryomoto M， Fukui S，
M i y a m o t o Y ． Decreasing sternum microcirculation

Scientific Session（APHRS 2011）2011.9 Fukuoka
［国内学会］
田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

after harvesting the internal thoracic artery． Eur J

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 谷口和孝， 宮本裕

Cardio Thorac Surg 2011;40:240-4

治． EVARにおけるIFU見直しの提言．（パネルディスカ

Nishi H， Mitsuno M， Tanaka H， Ryomoto M， Fukui
S， Miyamoto Y． Spinal cord injury in patients
undergoing total arch replacement：A cautionary note

ッション）第41回日本心臓血管外科学会学術総会 2011.2
浦安
吉岡良晃， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

for use of the long elephant technique． J Thorac

福井伸哉， 辻家紀子， 梶山哲也， 谷口和孝， 宮本裕

Cardiovasc Surg 2011;142:1084-9

治， 羽尾裕之． 大動脈二尖弁における上行大動脈拡大の

Akahori H， Tsujino T， Naito Y， Matsumoto M， LeeKawabata M， Ohyanagi M， Mitsuno M， Miyamoto Y，
Daimon T， Hao H， Hirota S， Masuyama T.

形態と組織学的な特徴． 第41回日本心臓血管外科学会学
術総会 2011.2 浦安
辻家紀子， 宮本裕治， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞，

Intraleaflet haemorrhage is associated with rapid

良本政章， 福井伸哉， 吉岡良晃， 梶山哲也， 谷口和

progression of degenerative aortic valve stenosis.

孝． 大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術前後での拡

Eur Heart J 2011;32:888-96

張能の検討． 第41回日本心臓血管外科学会学術総会

［症例報告］
Ryomoto M， Mitsuno M， Fukui S， Miyamoto Y.

2011.2 浦安
梶山哲也， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

Repair of perivalvular leakage without re-replacement

福井伸哉， 吉岡良晃， 辻家紀子， 谷口和孝， 宮本裕

of prosthetic valves． Eur J Cardiothorac Surg

治． 腎動脈単純遮断による傍腎動脈腹部大動脈瘤術後の

2011;40:525-6

腎機能に関する検討． 第41回日本心臓血管外科学会学術

竹内庸浩， 堀松徹雄， 増田重樹， 三木孝次郎， 藤田幸
一， 高田昌紀， 西堀祥晴， 丸山貴生， 宮本裕治． 川

総会 2011.2 浦安
田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

崎病後遺症による冠動脈瘤形成が示唆され， その診断に心

吉岡良晃， 辻家紀子， 谷口和孝， 宮本裕治． 下行及び

臓 C Tが 有 用 で あった 急 性 心 筋 梗 塞 の1 例． 心 臓

胸腹部大動脈瘤手術における脊髄保護．（ビデオシンポジ

2011;43:1473-9

ウム）第39回日本血管外科学会学術総会 2011.4 宜野湾

■学会発表■
［国際学会］
Fukui S， Mitsuno M， Yamamura M， Tanaka H，
Ryomoto M， Yoshioka Y， Tsujiya N， Kajiyama T，
Miyamoto Y． Distal reconstruction in patients

田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，
吉岡良晃， 辻家紀子， 谷口和孝， 宮本裕治． 胸骨正中
切開アプローチによる遠位弓部大動脈瘤の手術成績． 第
39回日本血管外科学会学術総会 2011.4 宜野湾
良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

undergoing total arch replacement． The 7th Japan-

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 谷口和孝， 宮本裕

Korea Joint Meeting for Vascular Surgery 2011.4

治． 大動脈基部再建術における各吻合部への工夫．（ビ

Okinawa

デ オ セッション） 第39回日本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会

Yamamura M， Miyamoto Y， Mitsuno M， Tanaka H，

2011.4 宜野湾

Ryomoto M， Fukui S， Yoshioka Y． Edaravone

福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

suppresses reperfusion injury following leg ischemia

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 谷口和孝， 宮本裕

in Rats：transmission electro microscopic study.

治． 粥状硬化を伴った真性弓部大動脈瘤に対する治療戦

（Sciengific Sessions）Arteriosclerosis， Thrombosis
and Vascular Biology（ATVB 2011）2011.4 Chicago

略． 第39回日本血管外科学会学術総会 2011.4 宜野湾
福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

Yamamura M， Miyamoto Y， Mitsuno M， Tanaka H，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 谷口和孝， 宮本裕

Ryomoto M， Fukui S， Yoshioka Y． Edaravone

治． A型急性大動脈解離に対する上行大動脈人工血管置

suppresses reperfusion injury following leg ischemia

換術後再手術の検討． 第39回日本血管外科学会学術総会

in rats：transmission electro microscopic study． 2011
Vascular Annual Meeting 2011.6 Chicago

2011.4 宜野湾
良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

Mitsuno M， Yamamura M， Tanaka H， Ryomoto M，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 冠動脈バ

Fukui S， Yoshioka Y， Tsujiya N， Kajiyama T，

イパス術後の一過性心房細動発生と左室収縮能の関係につ

Miyamoto Y． The changes in the surgical strategy

いての検討． 第16回日本冠動脈外科学会学術大会 2011.7

and clinical results of AF surgery according to the

松本
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田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

福井伸哉， 吉岡良晃， 谷口和孝， 宮本裕治． 血管ベー

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 当科にお

チェット病による腹部大動脈瘤の1手術例． 第64回兵庫県

ける弓部置換+エレファントトランクの遠隔成績． 第64回日本
胸部外科学会定期学術集会 2011.10 名古屋
吉岡良晃， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

血管外科研究会 2011.11 神戸
光野正孝． 心房細動手術の歴史と基礎．（教育講演）阪神
不整脈外科セミナー 2011.3 大阪

福井伸哉， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治， 羽尾裕

福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

之． 大動脈二尖弁における上行大動脈拡大の形態と組織

福井伸哉， 吉岡良晃， 辻家紀子， 谷口和孝， 宮本裕

学的な特徴． 第64回日本胸部外科学会定期学術集会

治． 高度上行大動脈石灰化を有した弁膜疾患に対する治

2011.10 名古屋

療戦略． 第11回葉山ハートセミナー 2011.3 三浦

福井伸哉， 山村光弘， 光野正孝， 田中宏衞， 良本政章，

吉岡良晃， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 遠隔成績

福井伸哉， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 弁膜症を

からみた透析患者における大動脈弁置換術の弁種選択.

伴わない心房細動症例における左房内血栓に対する手術経

第64回日本胸部外科学会定期学術集会 2011.10 名古屋

験． 第62回春秋会 2011.4 神戸

光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章， 福井伸哉，

辻家紀子， 良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治， 合田亜希

福井伸哉， 吉岡良晃， 梶山哲也， 宮本裕治． ヘパリン

子， 増山理． 高齢者ASにおける手術症例と非手術症例の

起 因 性 血 小 板 減 少 症（ H I T：h e p a r i n - i n d u c e d

術前リスクの比較検討−良好な外科手術成績は， 患者選択

thrombocytopeｎia）を合併した慢性透析患者における二

にバイアスがかかっているためか−． 第64回日本胸部外科

弁置換術の経験． 第57回兵庫県心臓外科懇話会 2011.6

学会定期学術集会 2011.10 名古屋
良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，
吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． スペック
ルトラッキング法による左室壁運動評価を用いた冠動脈バイ
パス術後心房細動の発生要因についての検討． 第64回日
本胸部外科学会定期学術集会 2011.10 名古屋
田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

神戸
良本政章． David Ⅴ standard modificationによる自己弁温
存大動脈基部置換術の有用性． 第13回近畿心臓血管外
科専門医フォーラム 2011.6 大阪
宮本裕治． ブタ心臓を用いた外科的解剖．（教育講演）第5
回阪神Cardio Tissue Labo Seminar 2011.6 西宮
吉岡良晃， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 腹部大動

福井伸哉， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 左下肢深

脈瘤に対する開腹手術とステントグラフトの適応と成績．（シ

部静脈血栓症を合併した右総腸骨動脈瘤の１例． 第65回

ンポジウム）第73回日本臨床外科学会総会 2011.11 東京

兵庫県血管外科研究会 2011.7 神戸

［地方会等］

良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 種々の人

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 谷口和孝， 宮本裕

工弁輪が遠隔期僧帽弁輪の形態に及ぼす影響について.

治． 冠動脈バイパス術後重症大動脈弁狭窄症を合併した
腹部大動脈瘤に対する治療経験． 第25回日本血管外科学
会近畿地方会 2011.3 和歌山

第61回近畿心臓外科研究会 2011.7 大阪
宮本裕治． 大動脈弁置換術と大動脈基部手術．（教育講
演）第5回青森Tissue Labo Seminar 2011.8 青森

宮本裕治． 遠位弓部大動脈瘤における形態別治療戦略.

宮本裕治． 高度僧帽弁弁輪石灰化（MAC）のある症例にお

（教育講演）第54回関西胸部外科学会学術集会 2011.6 高

ける僧帽弁置換術．（教育講演）第二回心臓血管外科フロ

松

ンティアアカデミー 2011.9 札幌

良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 種々の人

吉岡良晃， 辻家紀子， 宮本裕治． 下行大動脈瘤に対す

工弁輪が遠隔期僧帽弁輪の形態に及ぼす影響について.

るハイブリッドT E V A Rの有用性． 第19回日本大動脈外

第54回関西胸部外科学会学術集会 2011.6 高松

科研究会 2011.10 名古屋

辻家紀子， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，
福井伸哉， 吉岡良晃， 梶山哲也， 宮本裕治． 高度僧帽
弁弁輪石灰化を有する症例に対する僧帽弁置換術の2例.
第54回関西胸部外科学会学術集会 2011.6 高松
梶山哲也， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，
福井伸哉， 吉岡良晃， 辻家紀子， 谷口和孝， 宮本裕
治． 当科における収縮性心膜炎の手術経験．（ビデオセッ
ション）第54回関西胸部外科学会学術集会 2011.6 高松
［研究会・講演会等］
辻家紀子， 良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞，

光野正孝． 心房細動手術の歴史と基礎．（教育講演）不整
脈外科セミナー 2011.10 東京
辻家紀子， 良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞，
福井伸哉， 吉岡良晃， 梶山哲也， 宮本裕治． 心タンポ
ナーデで発症した右房血管肉腫の一手術例． 第58回兵庫
県心臓外科懇話会 2011.11 神戸
良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，
吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． スペック
ルトラッキング法による左室壁運動評価を用いた冠動脈バイ
パス術後心房細動の発生要因についての検討． 第62回近
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畿心臓外科研究会 2011.11 大阪
光野正孝． 心房細動の外科治療−25年の歴史とその経験か

雑誌 2011;66:558-61
福岡和也， 田中文啓， 辻村亨， 玉置知子， 長谷川誠紀,

ら学んだこと−．（特別講演）第8回阪神心臓病臨床談話

中野孝司． 中皮腫に対する早期診断指標の探索的研究.

会 2011.12 尼崎

日本衛生学雑誌 2011;66:553-7

宮本裕治． 大動脈弁置換術−must と don’t−．（教育講
演）第1回和歌山Cardio Tissue Labo Seminar 2011.12

［症例報告］
Kondo N， Torii I， Hashimoto M， Takuwa T， Tanaka
F, Tsujimura T， Hasegawa S． Alveolar Adenoma of

和歌山
宮本裕治． 標準的大動脈弁置換術におけるこだわり．（教育
講 演 ） 第 1 回 和 歌 山 Cardio Tissue Labo Seminar

the Lung：A Case Report． Ann Thorac Cardiovasc
Surg 2011;17:71-4
橋本昌樹， 松本成司， 近藤展行， 田中文啓， 長谷川誠紀.

2011.12 和歌山

手術により診断しえた肺葉外肺分画症の一例． 日本呼吸器

呼吸器外科学

Thoracic Surgery

外科学会雑誌 2011;25:47-50
［研究報告］
大槻剛巳， 中野孝司， 長谷川誠紀， 岡田守人， 辻村亨,
関戸好隆， 豊國伸哉， 西本寛， 福岡和也， 田中文啓,

■学術論文■
［原著］
Ogata S， Ozeki Y， Nakanishi K， Fujita Y， Tanaka F,
Hasegawa S， Mio T， Wada H， Hiroi S， Tominaga
S， Aida S， Takeuchi K， Kawai T． A pilot study
of mRNA expressions of 5-flurouracil pathway genes

熊谷直子， 前田恵， 松﨑秀紀， 李順姫， 西村泰光.
−班研究の概 要と登録事業， 中皮腫細胞特性ならび
にアスベストの免疫影響について−． 日本衛生学雑誌
2011;66:543-52
■学会発表■
［国際学会］

in peripheral blood mononuclear cells and tumor

T a n a k a F， Y o n e d a K， K o n d o N， H a s h i m o t o M ,

tissues in patients with lung adenocarcinoma． Lung

Takuwa T， Matsumoto S， Hasegawa S， Okumura Y,

cancer 2010;71:199-204

Tsujimura T， Fukuoka K， Nakano T． Circulating

長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫． 胸部外科 2011:714-8
S a t o A， T o r i i I， T a o L H， S o n g M， K o n d o N ,
Yoshikawa Y， Hashimoto-Tamaoki T， Hasegawa S,

tumor cell（CTC）as a clinical marker in malignant
pleural mesothelioma（MPM）
． American Society of
Clinical Oncology（ASCO2011）2011.6 Chicago

Nakano T， Tsujimura T． Establishment of a cell line

N a i t o T， T a n a k a F， Y o n e d a K， T a k a h a s h i T ,

from a Japanese patient useful for generating an in

Murakami H， Nakamura Y， Tsuya A， Endo M,

vivo model of malignant pleural mesothelioma.

K e n m o t s u H， K a i r a K， S h u k u y a T， O n o A ,

Cancer Sci 2011;102:648-55

Akamatsu H， Miura S， Kimura M， Yamamoto N.

Rice D， Rusch V， Pass H， Asamura H， Nakano T,

The prognostic impact of circulating tumor cells in

Edwards J， Giroux DJ， Hasegawa S， Kernstine KH,

patients with small cell lung cancer． American

Waller D， Rami-Porta R， International association

Society of Clinical Oncology（ASCO2011）2011.6

for the study of lung cancer international staging

Chicago

committee and the international mesothelioma

Matsumoto S， Yoneda K， Orui H， Hashimoto M,

interest group． Recommendations for uniform

Takuwa T， Okumura Y， Kondo N， Torii I,

definitions of surgical association for the study of ling

Tsujimura T， Fukuoka K， Nakano T， Tanaka F,

cancer international staging committee and the

H a s e g a w a S． D i a g n o s i s o f m a l i g n a n t p l e u r a l

international mesothelioma interest group． J Thorac

mesothelioma：Comparison between pleural effusion

Oncol 2011;6:1304-12

cytology and pleural biopsy． American Society of

Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Morinaga T,

Clinical Oncology（ASCO2011）2011.6 Chicago

Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N,

Yoneda K， Tanaka F， Kondo N， Orui H， Hashimoto

Matsumoto S， Okumura Y， Tanaka F， Hasegawa S,

M， Takuwa T， Matsumoto S， Okumura Y， Sato A,

Hashimoto-Tamaoki T， Nakano T． Frequent deletion

Tsujimura T， Tsubota N， Kuribayashi K， Fukuoka

of 3p21.1 region carrying semaphoring signaling in the

K， Nakano T， Hasegawa S． Circulating endothelial

epithelioid type of malignant mesothelioma cells． Int

cell（CEC）
， a surrogate of tumor angiogenesis， as a

J Oncol 2011;39:1365-74

diagnostic and prognostic marker in malignant pleural

長谷川誠紀， 田中文啓， 岡田守人， 山中竹春， 上紺屋憲
彦， 副島俊典， 辻村亨， 福岡和也， 中野孝司． 本邦に
おける中皮腫臨床試験の現状と今後の展望． 日本衛生学

mesothelioma（MPM）
． American Society of Clinical
Oncology（ASCO2011）2011.6 Chicago
Hasegawa S， Wang LS． Malignant pleural

兵庫医大業績録（2011）
mesothelioma．（Session）The 4th annual meeting of
Korean association for thoracic surgical oncology
（ATSC2011）2011.9 Busan
Yoneda K， Tanaka F， Sato A， Tsujimura T， Fukuoka
K， Nakano T， Hasegawa S． Circulating tumor cell
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大類隼人， 小澤りえ， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 塩見和,
松本成司， 近藤展行， 田中文啓， 長谷川誠紀． 肺癌術
後， 胸腔内に突出するmalignant spindle cell tumorを認
めた一例． 第28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府
小澤りえ， 大類隼人， 橋本昌樹， 塩見和， 松本成司,

（CTC）as a clinical marker in malignant pleural

近藤展行， 田中文啓， 長谷川誠紀． 気管支分枝異常を

mesothelioma（MPM）
． 8th International Symposium

有する右 上 葉に発 生した原 発 性 肺 癌の一 例． 第28回

on Minimal Residual Cancer（ISMRC2011）2011.9
Osaka
Tanaka F， Yoneda K， Sato A， Tsujimura T， Fukuoka

日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府
奥村好邦， 佐々木隆士， 奥山宏臣， 田中宏幸， 小森慎
二， 長谷川誠紀． 生後1日目の左上区域切除術にて救命し

K， Nakano T． Curculating endothelial cell is a

得た， 胎 児 水 腫を伴った先 天 性 嚢 胞 状 腺 腫 様 奇 形

significant diagnostic and prognostic marker in

（CCAM）の一 例． 第28回日本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会

malignant pleural mesothelioma． 8th International
symposiumon minimal residual cancer（ISMRC2011）
2011.9 Osaka

2011.5 別府
大迫努， 白石伊都子， 志熊啓， 花岡伸治， 佐藤澄， 大
類隼人， 長谷川誠紀． 重症筋無力症に対する胸腔鏡下

Naito T， Tanaka F， Ono A， Yoneda K， Takahashi

拡大胸腺切除術−新しい器具を用いた襟状切開を用いない

T， Murakami H， Nakamura Y， Tsuya A,

胸 骨吊り上げ 法 −． 第28回日本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会

Kenmotsu H， Shukuya T， Kaira K， Koh Y， Endo

2011.5 別府

M， Hasegawa S， Yamamoto N． Prognostic impact

嶋田善久， 石井源一郎， 吉田純司， 多久和輝尚， 中尾将

of circulating tumor cells in patients with small-cell

之， 川瀬晃和， 前田亮， 菱田智之， 西村光世， 永井

lung cancer． 8th International symposium on

完治． pT3因子としての同一肺葉内非連続性癌性リンパ管

minimal residual cancer（ISMRC2011）2011.9 Osaka
［国内学会］
長谷川誠紀， 田中文啓， 岡田守人， 山中竹春， 上紺屋憲
彦， 副島俊典， 辻村亨， 福岡和也， 中野孝司． 本邦に
おける中皮腫臨床試験の現状と今後の展望．（シンポジウ
ム）第81回日本衛生学会学術総会 2011.3 東京

症． 第28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府
多久和輝尚， 吉田純司， 菱田智之， 中尾将之， 川瀬晃和,
前田亮， 西村光世， 永井完治． 肺癌術後乳び胸の診断
と治療． 第28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府
中尾将之， 吉田純司， 多久和輝尚， 川瀬晃和， 前田亮,
石井源一郎， 菱田智之， 西村光世， 永井完治． 末梢小

福岡和也， 田中文啓， 長谷川誠紀， 辻村亨， 中野孝司.

型 G G Oに対する縮 小 手 術プロトコール試 験 登 録 症 例

悪性胸膜中皮腫早期診断法の確立．（シンポジウム）第81

のC T 所見・長期予後． 第28回日本呼吸器外科学会総会

回日本衛生学会学術総会 2011.3 東京
大槻剛巳， 中野孝司， 長谷川誠紀， 岡田守人， 辻村亨,

2011.5 別府
川瀬晃和， 吉田純司， 石井源一郎， 前田亮， 中尾将之,

関戸好隆， 豊國伸哉， 西本寛， 福岡和也， 田中文啓.

多久和輝尚， 菱田智之， 西村光世， 永井完治． 重喫煙

悪 性中皮 腫 集 学 的 治 療に関する安 全 性 確 認 試 験なら

者肺癌切除例における扁平上皮癌， 腺癌の相違． 第28回

びに基礎研究の進捗状況．（シンポジウム）第 8 1 回日本
衛生学会学術集 会 2011.3 東京
近藤展行， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 塩見和,

日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府
寺師卓哉， 里真也， 福田俊一， 宮本英， 浜川博司， 高
橋豊． 定位放射線治療後の局所再発肺癌に対する手術症

松本成司， 奥村好邦， 田中文啓， 長谷川誠紀． 間質性

例の検討． 第28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府

肺 炎 合 併 肺 癌 手 術 症 例の検 討． 第 2 8 回日本 呼 吸 器

宮本英， 浜川博司， 福田俊一， 寺師卓哉， 高橋豊， 今

外科学会総会 2011.5 別府
近藤展行， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 松本成
司， 奥村好邦， 田中文啓， 長谷川誠紀． 原発性肺癌
術後 1 6 年目に再 発した若年性肺癌の一 例． 第 2 8 回日
本呼吸器外科学会総 会 2011.5 別府

井 幸 弘． 全 身 型 重 症 筋 無 力 症を合 併したSclerosing
thymomaの 一 例． 第28回日本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会
2011.5 別府
浜川博司， 阪井宏彰， 板東徹， 寺師卓哉， 宮本英， 福
田俊一， 高橋豊， 伊達洋至． 共振子数学モデルを用いた

松本成司， 大類隼人， 橋本昌樹， 塩見和， 近藤展行,

呼吸器系共振特性の解釈：肺移植待機肺リンパ脈管筋腫症

田中文啓， 長谷川誠紀． 胸膜生検再検にて悪性胸膜中

患 者を対 象として． 第28回日本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会

皮腫と診断された3例． 第28回日本呼吸器外科学会総会
2011.5 別府
橋本昌樹， 奥村好邦， 多久和輝尚， 大類隼人， 松本成
司， 近藤展行， 田中文啓， 坪田紀明， 長谷川誠紀.
胸膜肺全摘出予定患者の病期診断 Knack & Pitfalls.
第 2 8 回日本呼吸器外科学会総会 2011.5 別府

2011.5 別府
福田俊一， 宮本英， 寺師卓哉， 浜川博司， 高橋豊． 乳
幼児期発症の神経原性腫瘍の2切除例． 第28回日本呼吸
器外科学会総会 2011.5 別府
長 谷 川 誠 紀． 悪 性 胸 膜 中 皮 腫 に 対 するExtrapleural
pneumonectony．（教育講演）第54回関西胸部外科学会
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学術集会 2011.6 高松

多久和輝尚， 福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 松本成

橋本昌樹， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成司， 近藤展

司， 近藤展行， 鳥居郁子， 辻村亨， 福岡和也， 中野

行， 奥村好邦， 田中文啓， 長谷川誠紀． 横隔膜パッチ

孝司， 長谷川誠紀． 早期中皮腫の臨床所見と病理所見.

脱落発生症例から学ぶ胸膜肺全摘出後の横隔膜再建方法

第1回JMIG研究会 2011.6 京都

の工夫．（シンポジウム）第54回関西胸部外科学会学術集
会 2011.6 高松
長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫の集学的治療． 第64回日本
胸部外科学会学術集会Postgraduate course 2011.10 名
古屋

長谷川誠紀． 胸膜肺全摘術による重篤な合併症． 第1回
JMIG研究会 2011.6 京都
長谷川誠紀． 中皮腫の治療について． 第115回関西Cancer
Therapistの会 2011.9 大阪
福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 松本成

宇佐見範恭， 横井香平， 福岡和也， 副島俊典， 田中文啓,

司， 近藤展行， 長谷川誠紀． 術前放射線化学療法が著

山中竹春， 岡田守人， 長谷川誠紀， 中野孝司． 切除可

効したPancoast型腫瘍の一切除例． 第45回兵庫呼吸器外

能 悪 性 胸 膜中皮 腫に対するペメトレキセドを含む集 学

科研究会 2011.9 神戸

的治 療に関する安全性確認多施設共同試 験．（ワーク
ショップ）第52回日本肺癌学会 2011.11 大阪
長谷川誠紀． 胸膜切除術（P/D）を含む集学的治療．（特
別セミナー）第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
橋本昌樹， 福田俊一， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成
司， 近藤展行， 中野孝司， 坪田紀明， 長谷川誠紀.
｢Palliative P/D｣ 症状緩和を目的とした胸膜切除・剥皮術.
（特別セミナー）第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
岡田あすか， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾， 神谷瞳,

橋本昌樹． 降下性縦隔炎．（パネルディスカッション）適正抗
菌化学療法研究会in関西 2011.11 大阪
■その他■
長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫：集学的治療の臨床試験． 市
民公開講座 ｢アスベスト関連疾患への総括的取り組み｣ 5年
間の成果−悪性中皮腫の克服に向けて− 2011.2 東京
大類隼人． 画像診断で肺癌N3が疑われ， EBUSおよび縦隔
鏡で悪性細胞は認めず， 手術による完全切除が完遂できた
肺癌の1例． 第108回兵庫県肺癌懇話会 2011.3 神戸

大桒久弥， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田

橋本昌樹， 福田俊一， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成

理沙， 寺田貴普， 平山倫子， 村上亜紀， 山田秀哉,

司， 近藤展行， 長谷川誠紀， 塚本吉胤． 肺原発肺滑膜

田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 長谷川誠紀， 塚本吉

肉腫の一切除例． 第110回兵庫県肺癌懇話会 2011.11 神

胤， 辻村亨． 当科における悪性胸膜中皮腫長期生存例の

戸

検討． 第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
多久和輝尚， 福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 松本成

麻酔科学

司， 近藤展行， 辻村亨， 鳥井郁子， 福岡和也， 中野

Anesthesiology

孝司， 長谷川誠紀． 早期中皮腫の臨床所見と病理所見.
第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
近藤展行， 福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝
尚， 松本成司， 長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫に対する

■学術論文■
［総説］

胸膜肺全摘出後の高CRP血症の対策． 第52回日本肺癌学

多田羅恒雄． 輸液ルネサンス． 臨床麻酔 2011;35:161-9

会総会 2011.11 大阪

下出典子． 心臓手術後の鎮静：フェンタニルとデクスメデトミジン

福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 松本成
司， 近藤展行， 辻村亨， 鳥井郁子， 長谷川誠紀． 肺
乳頭腺腫の一例． 第52回日本肺癌学会 2011.11 大阪
［科学研究費等班会議］

を上手に使って， 早期抜管を目指せ！． LiSA 2011;18:1524
［原著］
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 三馬葵， 中川雅史，

長谷川誠紀． 切除可能悪性中皮腫に対する集学的治療法の

上農喜朗． 初期臨床研修医を対象とした気道管理用マネキ

確率に関する研究． 厚生労働科学研究費補助金がん臨床

ンを用いた緊急気道確保時のラリンジアルマスクSupreme®の

研究事業 第1回プロトコール検討会 2011.7 神戸

有用性の検討−ラリンジアルマスクSoftseal®およびバッグマス

長谷川誠紀． 切除可能悪性中皮腫に集学的治療法の確率に
関する研究． 厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事
業 第1回班会議 2011.8 大阪
［研究会・講演会等］
長谷川誠紀． 胸膜肺全摘術のsurgical technique． 第4回
General Thoracic Surgical Forum 2011.2 東京
長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫治療の現状． 姫路肺疾患研
究会 2011.2 姫路

ク換気との比較−．日本臨床麻酔学会誌 2011;31:320-6
下出典子， 大杉聡宏， 多田羅恒雄， 上農喜朗． シミュレー
タ教育の現状評価と将来 麻酔シミュレーションの現在評価.
日本臨床麻酔学会誌 2011;31:400-5
助永憲比古， 野間秀樹， 駒澤伸泰， 杉崇史， 徳岡貴峰，
垣内英樹． 坐位から仰臥位への体位変換によるMallampti
分類の変化と喉頭展開， 挿管困難との関連． 臨床麻酔
2011;35:797-800

長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫の集学的治療と臨床試験の現

駒 澤 伸 泰， 山 本 憲 康， 黒 田 達 実， 太 城 力 良． AHA-

状． 神鋼病院呼吸器センター地域連携講演会 2011.4 神戸

A C L Sプロバイダーコース受講医師における心肺蘇生時の

兵庫医大業績録（2011）
気 道 管 理に対 する意 識 調 査． 日本 臨 床 麻 酔 学 会 誌
2011;31:1022-6
富田有毅彦， 下出典子， 井手岳， 植木隆介， 多田羅恒
雄， 太城力良． 胸部大動脈人工血管置換術症例における
体外循環離脱後の凝固障害に対するクリオプレシピテートの
有用性の検討． 麻酔 2011;60:830-4
Kohama H， Komasawa N， Ueki R， Samma A,
Nakagawa M， Nishi S， Kaminoh Y． Comparison of
Supreme® and Soft Seal® laryngeal masks for airway
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山口瑛， 狩谷伸享， 長尾嘉晃， 植木隆介， 多田羅恒雄，
太城力良． ラリンジアルマスク-FastrachTM（ILMA）を用
いた気管支鏡下腫瘍摘出術の麻酔経験． 麻酔 2011;60:
454-7
駒澤伸泰， 植木隆介， 富田有毅彦， 上農喜朗， 太城力
良． 頸椎ヘルニアを有する全身型重症筋無力症患者に対し
半坐位でエアウェイスコープ®を用い意識下挿管を行った1症
例． 麻酔 2011;60:84-7
駒澤伸泰， 野間秀樹， 杉崇史， 助永憲比古， 垣内英樹.

management during cardiopulmonary resuscitation in

全身型重症筋無力症患者の腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるス

n o v i c e d o c t o r s：a m a n i k i n s t u d y ． J A n e s t h

ガマデクス使用経験． 麻酔 2011;60:476-9

2011;25:98-103

駒澤伸泰， 真鍋佐和， 植木隆介， 井谷基， 多田羅恒雄，

Komasawa N， Atagi K， Ueki R， Nishi S， Kaminoh Y,

上農喜朗． 舌扁桃肥大による挿管困難に対し， エアウェイ

Tashiro C． Comparison of optic laryngoscope

スコープ®補助下の気管支ファイバースコープ挿管が有効であ

Airtraq ® and Miller laryngoscope for tracheal

った1症例．日本臨床麻酔学会誌 2011;31:182-6

intubation during infant cardiopulmonary
resuscitation． Resuscitation 2011;82:736-9
Komasawa N， Ueki R， Fujii A， Samma A， Nakagawa

助永憲比古， 野間秀樹， 駒澤伸泰， 杉崇史， 中本志郎，
徳岡貴峰， 垣内英樹． 全身麻酔導入後に発症したたこつ
ぼ型心筋症の１症例． 麻酔 2011;60:957-60

M， Nishi S， Kaminoh Y． Comparison of Laryngeal

杉崇史， 野間秀樹， 駒澤伸泰， 助永憲比古， 垣内英樹.

Mask SupremeⓇ and Soft SealⓇ for airway

高頻度ジェット換気法を併用したDumonステント留置術4症例

m a n a g e m e n t i n s e v e r a l p o s i t i o n s． J A n e s t h
2011;25:535-9
Sato H， Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Fujii A,
Nishi S， Kaminoh Y． Backboard insertion in the
operating table increases chest compression depth：a
manikin study． J Anesth 2011;25:770-2
K o m a s a w a N， N o m a H ， S u k e n a g a N ， S u g i T ,
Tokuoka T， Kakiuchi H． Evaluation of Prediction
Factors of Difficult Mask Ventilation in Japanese
Population． Masui to Sosei（Aneth Resus）2011;47:
61-4

の全身麻酔管理． 麻酔と蘇生 2011;47:1-4
中本志郎， 狩谷伸享， 池本進一郎， 矢田幸子， 多田羅恒
雄， 太城力良， 堀内功． 異型狭心症を合併したIVF，
帝王切開の麻酔経験． 分娩と麻酔 2011;93:54-6
トラバリーファラ， 狩谷伸享， 長尾嘉晃， 多田羅恒雄，
太城力良， 澤田暁宏． Upshaw-Schulman症候群合併妊
婦患者の帝王切開術の麻酔経験． 分娩と麻酔 2011;93:169
■学会発表■
［国際学会］
Tomita Y， Kariya N， Yamaoka J， Tatara T， Kimura

Komasawa N， Ueki R， Kohama H， Nishi S， Kaminoh

A， Mimura O． Effectiveness of subtenon block to

Y． Comparison of Pentax-AWS Airwayscope video

reduce postoperative pain and nausea in pediatric

laryngoscope， Airtraq optic laryngoscope， and

strabismus surgery． 17th ASEAN Congress of

Macintosh laryngoscope during cardiopulmonary
resuscitation under cervical stabilization：a manikin
study． J Anesth 2011;25:898-903

Anaesthesiologists 2011.2 Manila
Osugi T， Tatara T， Iwayama S， Tashiro C.
Dehydration after overnight fasting does not increase

Osugi T， Tatara T， Yada S， Tashiro C． Hydration

the magnitude of hypotension during general

status after overnight fasting as measured by urine

anesthesia in low risk patients． 70th Australian

osmolality does not alter the magnitude of

Society of Anaesthetist National Scientific Congress

hypotension during general anesthesia in low risk

2011.9 Sydney

patients． Anesth Analg 2011;112:1307-13
Yoshida S， Kinoshita H， Nishio H， Tatara T， Tashiro
C． Evaluation of morphine-induced emesis by rat

［国内学会］
三馬葵， 植木隆介， 駒澤伸泰， 小濱華子， 中川雅史，
上農喜朗． LMA-Supreme®， LMA-Softseal®の床上卒

pica model． Hyogo Ika Daigaku Zasshi（Acta Med

倒における有効性の検討−初期臨床研修医におけるシミュレ

Hyogo）2011;36:107-110

ーション−． 第6回日本医学シミュレーション学会総会 2011.2

Wallentine CB， Shimode N， Eqan TD， Pace NL.

和歌山

Propofol in a modified cyclodextrin formulation：

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 三馬葵，

first human study of dose-response with emphasis on

西信一， 上農喜朗． 声門上デバイスAir-Q®， i-gel®の挿

Injection Pain． Anesth Analg 2011;113:738-41

管体位における検討−マネキンを用いたシミュレーション−.

［症例報告］

第6回日本医学シミュレーション学会総会 2011.2 和歌山
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山本憲康， 駒澤伸泰， 小竹淳一郎， 福田修久， 新井秀

駒澤伸泰， 安宅一晃， 植木隆介， 西信一， 上農喜朗，

宜， 川端正明， 宮居健， 黒田達実， 林孝俊， 吉永和

太城力良． 乳児の胸骨圧迫中の気管挿管における乳児用

正， 福田能啓． 二次救命処置講習会の選択～スキル維持

エアトラックとミラー喉頭鏡の比較検討． 日本小児麻酔学会

の為に効果的なコース選択は？日本救急医学会ICLSコースと

第17回大会 2011.9 大阪

AHA BLS/ACLSプロバイダーコースの前向き比較試験より.
第6回日本医学シミュレーション学会総会 2011.2 和歌山
駒澤伸泰， 山本憲康， 安宅一晃， 植木隆介， 中川雅史，
上農喜朗． 初期臨床研修医を対象とした鎮痛・鎮静と緊急
時気道確保セミナーの開発． 第6回日本医学シミュレーション

金子隆彦， 宮川慈子， 多田羅恒雄， 上農喜朗， 太城力
良． 当院の15歳以下の全身麻酔症例におけるプロシールラリ
ンジアルマスクの使用状況．日本小児麻酔学会第17回大会
2011.9 大阪
植木隆介， 下出典子， 杉崇史， 駒澤伸泰， 金子隆彦，
多田羅恒雄． 当院過去5年間の弁置換術において人工心

学会総会 2011.2 和歌山
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 三馬葵， 井手岳， 佐
藤創， 上農喜朗， 西信一．ラリンジアルマスクSupremeの
1人法BLSにおける有用性の検討． 第38回日本集中治療医

肺後に弁周囲逆流を認めた12症例の検討． 日本心臓血管
麻酔学会第16回学術大会 2011.10 旭川
岩崎洋平， 植木隆介， 金子隆彦， 岩山幸子， 井谷基，
多田羅恒雄．ターニケットを使用した下肢手術における経時

学会学術集会 2011.2 横浜
三馬葵， 宮川慈子， 井谷基， 岡野紫， 多田羅恒雄， 太
城力良． FloydⅢ型気管無形成症の有茎空腸による胸腔内
食道再建術の麻酔経験．日本麻酔科学会第58回学術集会

的 体 温 変 化 の 検 討． 日本 臨 床 麻 酔 学 会 第31回 大 会
2011.11 宜野湾
井谷基， 駒澤伸泰， 橋本和磨， 飯田史絵， 植木隆介，
狩谷伸享， 多田羅恒雄． 完全子宮内反症に対する麻酔

2011.5 神戸
助永憲比古， 野間秀樹， 駒澤伸泰， 杉崇史， 徳岡高峰，
垣内英樹． ‘いびき’の問診は換気・挿管困難の予測因子に

経験．日本臨床麻酔学会第31回大会 2011.11 宜野湾
金子隆彦， 井谷基， 駒澤伸泰， 植木隆介， 下出典子，

なり得るか？−Mallampati分類， Cormack分類， 換気困

上農喜朗， 多田羅恒雄． 体外式膜型肺を用いた気管金属

難の有無， Intubation Difficulty Scaleの検討−． 日本

ステント抜去・再留置術の麻酔経験．日本臨床麻酔学会第

麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

31回大会 2011.11 宜野湾

Tomita Y， Kariya N， Sanma A， Ueki R， Tatara T，
Tashiro C． A case of cesarean section of undiagnosed
posterior reversible encephalopathy syndrome with

下出典子， 井谷基， 井手岳， 竹田健太， 上農喜朗． 超
音波ガイド中心静脈穿刺導入前後の合併症の変化．日本臨
床麻酔学会第31回大会 2011.11 宜野湾

eclampsia．日本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

松尾綾芳， 狩谷伸享， 井谷基， 上農喜朗， 太城力良.

野村肇， 竹峰和宏， 大杉聡宏， 松尾綾芳． 帝王切開術に

電子麻酔記録でセボフルラン請求は正確に行えるか？．日本

おいて， 脊髄くも膜下麻酔に腹横筋膜面ブロックを併用した
場合の術後痛の有用性の検討．日本麻酔科学会第58回学

臨床麻酔学会第31回大会 2011.11 宜野湾
駒澤伸泰， 植木隆介，井谷基， 西信一， 上農喜朗． 床上
蘇生におけるエアウェイスコープⓇの有効性についての検討.

術集会 2011.5 神戸
中本志郎， 下出典子， 藤井あかり， 富田有毅彦， 植木隆
介， 多田羅恒雄． 重度大動脈弁狭窄症合併患者の腹部
大動脈瘤人工血管置換術（AAA）の麻酔経験． 日本麻
酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

（シンポジウム）
（若手奨励賞）日本臨床麻酔学会第31回大
会 2011.11 宜野湾
中川雅史， 佐藤暢夫， 柴田純平， 駒澤伸泰， 木村丘． 第
8回初期臨床研修医セミナー．日本臨床麻酔学会第31回大

駒澤伸泰， 植木隆介， 小濱華子， 藤井あかり， 太城力

会 2011.11 宜野湾

良， 上農喜朗． 頸椎カラー装着時の胸骨圧迫中での気管

下出典子， 竹田健太， 井手岳， 角谷智子， 宮崎美貴子,

挿管の検討−エアウェイスコープとエアトラックの比較−． 日

上農喜朗． エコーガイド下中心静脈穿刺の取り組みと問題

本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

点． 第6回医療の質・安全学会学術集会 2011.11 東京

駒澤伸泰， 野間秀樹， 杉崇史， 助永憲比古， 徳岡高峰，

駒澤伸泰， 植木隆介， 山本憲康， 安宅一晃， 西信一，

垣 内 英 樹． 座 位 から 仰 臥 位 へ の 体 位 変 換 による

上農喜朗， 太城力良． 左下傾斜ベットにおける胸骨圧迫の

Mallampati分類の変化と挿管困難との関連性． 日本麻酔

質の評価−マネキンでの妊婦心肺停止シミュレーション−.

科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

第115回日本産科麻酔学会学術集会 2011.12 横浜

小濱華子， 植木隆介， 駒澤伸泰， 藤井あかり， 三馬葵，
上農喜朗． ラリンジアルマスクSupreme ， Softseal の挿
®

®

［地方会等］
駒澤伸泰， 野間秀樹， 杉崇史， 助永憲比古， 垣内英樹，

管体位における検討−マネキンを用いたシミュレーション−.

竹井清純， 松田良信． 経口摂取不能の神経障害性疼痛

日本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

に対し肋間神経ブロックにて疼痛コントロールを行った一例.

小濱華子， 植木隆介， 駒澤伸泰， 三馬葵， 西信一， 上
農喜朗． 一次救命処置におけるラリンジアルマスクを用いた
人工呼吸の有用性の検討−SupremeとSoftsealの比較検
討−．日本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

第41回日本ペインクリニック学会関西支部学術集会 2011.5
大阪
橋本和磨， 岡野紫， 伊熊美由希， 岩﨑洋平， 多田羅恒
雄． 気管挿管後に嗄声を発症した声帯溝症の一例． 日本
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周術期管理と抗菌薬適正使用 大阪：医薬ジャーナル社，

麻酔科学会第57回関西支部学術集会 2011.9 大阪
［研究会・講演会等］

2011:157-61

太城力良． 最近の周術期管理と麻酔科事情． 平成22年度
第4回・日医生涯教育講座医学の進歩シリーズ 2011.1 大阪
多田羅恒雄． 輸液ルネッサンス−最適な輸液療法を求めて−.
（ランチョンセミナー）第26回体液・代謝管理研究会 2011.1

岸本裕充， 浦出雅裕． 呼吸器疾患と歯科治療． 喜久田利
弘， 楠川仁悟 編．よくわかる歯科医学・口腔ケア． 東京：
医学情報社， 2011:78-9
岸本裕充． オーラルマネジメント（口腔ケア）
． 大塚将秀 編.
もう怖くない！人工呼吸器マスターガイド． 大阪：メディカ出

千葉
多田羅恒雄． 侵襲時輸液のエビデンス．（特別講演）阪奈

版， 2011:155-67
■学術論文■

和モニタリングセミナー 2011.2 大阪
多田羅恒雄． 体液動態シミュレーションによる周術期の輸液管
理．（特別講演）東京輸液Jam Session 2011.2 東京
駒澤伸泰， 安宅一晃， 杉岡伸吾， 中川雅史． 初期研修医
セミナー「気道管理・鎮静・人工呼吸」第6回医学シミュレ

［総説］
浦出雅裕．ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死−歯科医療従
事者として知っておくべきこと． 日本歯科衛生学会雑誌
2011;5:16-22
浦出雅裕．ビスフォスフォネート関連顎骨壊死発生の現状と問

ーション学会 2011.2 和歌山
狩谷伸享． 薬物の胎盤通過性， 催奇形性．（シンポジウム）

題点． Clinical Calcium 2011;21:420-7
浦出雅裕．ビスフォスフォネート製剤による顎骨壊死−とくに経

日本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸
多田羅恒雄． 侵襲時輸液をめぐる誤解．（特別講演）第12回

口薬との関連について． 骨粗鬆症治療 2011;10:192-8
岸本裕充． 人工呼吸器装着患者． 看護技術 2011;57:593-5

奈良麻酔集中治療セミナー 2011.6 奈良
多田羅恒雄． 侵襲時輸液をめぐる誤解．（特別講演）多摩

岸本裕充． 周術期患者． 看護技術 2011;57:681-3
岸本裕充． 院内感染対策の仕上げは適切な医療廃棄物の処

低侵襲モニタリングセミナー 2011.6 東京
多田羅恒雄． 侵襲時輸液をめぐる誤解．（特別講演）第2回

理．日本口腔感染症学会雑誌 2011;18（2）:16-8
岸本裕充． むし歯（う蝕）と根尖性歯周炎． 透析フロンティア

名古屋周術期全身管理セミナー 2011.7 名古屋
太城力良． 病院管理者から見た医療安全． 第18回日本麻
酔・医事法制（リスクマネジメント）研究会 2011.11 宜野湾
■その他■

2011;21:17-20
岸本裕充， 門井謙典． 誤嚥性肺炎を防ぐ口腔ケアの視点.
エキスパートナース 2011;27:64-5

多田羅恒雄． 集中治療における体水分量測定の意義． 日本
太城力良．ジェンダーと麻酔．日本医事新報 2011;4523:54-5
太城力良． 経営努力をしている大学病院の苦悩を理解するた

岸本裕充． オーラルマネジメントにおける口腔のアセスメント.
EB Nursing 2011;11:462-5
岸本裕充． 状態像に応じた口腔ケア． EB Nursing 2011;11:

めの１冊．日本医事新報 2011;4560:88
Komasawa N， Atagi K， Ueki R， Nishi S， Kaminoh Y,
Tashiro C． Reply letter to：Is Airtraq

岸本裕充． オーラルマネジメントとは何か−口腔・咽頭機能と
身体への影響． EB Nursing 2011;11:448-61

集中治療医学会誌 2011;18:22-3

®

optical

laryngoscope a high-efficiency device for emergent
tracheal intubation during infant chest compression ?
（letter）
． Resuscitation 2011;82:1246-7
駒澤伸泰． AHA-ACLS 2010年度版ガイドライン．（招請講
演）宝塚市立病院院内勉強会 2011.4 兵庫

466-74
岸本裕充， 米山武義． 口腔ケアの徹底による高齢者の術後
肺炎予防． 急変キャッチ達人ナース 2011;32:17-21
本田公亮， 浦出雅裕． 上顎欠損に対する新しいストラテジー．
日本顎顔面補綴誌 2011;34:47-50
［原著］
Fujii M， Noguchi K， Urade M， Muraki Y， Moridera

駒澤伸泰， 野間秀樹， 杉崇史， 助永憲比古， 徳岡貴峰，

K， Kishimoto H， Hashimoto-Tamaoki T， Nakano Y.

垣内英樹． 重症筋無力症患者の腹腔鏡手術においてスガ

Novel PTCH1 mutations in Japanese Nevoid basal cell

マデクスを使用した1例．ブリディオン学術講演会 2011.6 神

carcinoma syndrome patients：two familial and three

戸

sporadic cases including the first Japanese patient
with medulloblastoma． J Hum Genet 2011;56:277-83
Toyohara Y， Hashitani S， Kishimoto H， Noguchi K,

歯科口腔外科学

Dentistry and Oral Surgery

Yamamoto N， Urade M． Inhibitory effect of vitamin
D-binding protein-derived macrophage activating
factor on DMBA-induced hamster cheek pouch
carcinogenesis and its derived carcinoma cell line.

■著書■
岸本裕充． 成果の上がる口腔ケア． 東京：医学書院， 2011

Oncol Lett 2011;2:685-91
Urade M， Tanaka N， Furusawa K， Shimada J,

岸本裕充． オーラルマネジメント（口腔ケア）
． 竹末芳生 編.

Shibata T， Kirita T， Yamamoto T， Ikebe T,

外科・救急集中治療における感染症対策 今すぐ実践したい

Kitagawa Y， Fukuta J． Nationwide survey for
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bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws in
Japan． J Oral Maxillofac Surg 2011;69:e364-71

splint on TMJ position． IADR 89th General Session
and Exhibition 2011.3 San Diego

Hiromoto T， Noguchi K， Yamamura M， Zushi Y,

Noguchi K， Hiromoto T， Yamamura M， Zushi Y,

Segawa E， Takaoka K， Moridera K， Kishimoto H,

Segawa E， Takaoka K， Moridera K， Kishimoto H,

Urade M． Up-regulation of neutrophil gelatinase-

Urade M． Up-regulation of neutrophil gelatinase-

associated lipocalin in oral squamous cell carcinoma：

associated lipocalin in oral squamous cell carcinoma：

Relation to cell differentiation． Oncol Rep 2011;26:

Relation to cell differentiation． 16th European Cancer

1415-21

Congress 2011.9 Stockholm

Hasegawa Y， Kakimoto N， Tomita S， Honda K,

Y a m a m u r a M， N o g u c h i K， S e g a w a E， Z u s h i Y ,

Tanaka Y， Yagi K， Kondo J， Nagashima T， Ono

Takaoka K， Kishimoto H， Urade M． A functional

T， Maeda Y． Movement of the mandibular condyle

analysis of zyxin in epithelial-mesenchymal transition

and articular disc on placement of an occlusal splint.

of oral squamous cell carcinoma． 16th European

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
2011;112:640-7

Cancer Congress 2011.9 Stockholm
Yamamoto M， Sakagami J， Miyamoto T， Hasegawa

Hasegawa M， Hada J， Abe T， Ohtsu N， Honda K,

Y， OnoT， Maeda Y． Combination of Adhesive

Urade M． Etodolac attenuates hippocampal blood

Materials for Retaining Lower Facial Prosthesis：a

flow responses induced by tooth pulp stimulation in

C a s e R e p o r t． 1 4 t h I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e o f

rats． Neurosci Med 2011;2:294-7

Prosthodontists Meeting 2011.9 Hawaii

Zushi Y， Narisawa-Saito M， Noguchi K， Yoshimatsu

Hasegawa Y， Kawabe M， Kimura H， Kurita K,

Y， Yugawa T， Egawa N， Ohno S， Fujita M,

Fukuda J， Urade M． Influence of Denture Wearing

U r a d e M， K i y o n o T． A n i n v i t r o m u l t i s t e p

on Outcome of Treatment for Bisphosphonate-Related

carcinogenesis model for both HPV-positive and

Osteonecrosis of the Jaws−Nationwide Survey in

-negative human oral squamous cell carcinoma． Am

Japan−． 14th Meeting of the International College of

J Cancer Res 2011;1:869-81

Prosthodontists 2011.9 Hawaii

塚本敦美， 岸本裕充． 保湿を重視した口腔ケアを実施した

Zushi Y， Noguchi K， Yamamura M， Takaoka K,

ICU入室中患者における口腔乾燥度の推移． 日本口腔感

Moridera K， Segawa E， Okui S， Kishimoto H， Urade

染症学会雑誌 2011;18（1）:16-9

M． An in vitro multistep carcinogenesis model for

森寺邦康， 野口一馬， 冨士原将之， 山本聡， 髙岡一樹，

both HPV-positive and-negative human oral squamous

奥井森， 浦出雅裕． 頭頸部扁平上皮癌における超選択的

cell carcinoma． 20th International Conference on

動注化学療法併用放射線療法の治療成績．日本口腔腫瘍

Oral and Maxillofacial Surgery（ICOMS20th）2011.11

学会誌 2011;23:129-38

Santiago

［症例報告］
蔵下舞． 骨髄移植前の短期集中的なオーラルマネジメントにより

Takaoka K， Hidaka S， Hashitani S， Yamamura M,
Segawa E， Zushi Y， Noguchi K， Kishimoto H,

歯周炎を劇的に改善できた急性骨髄性白血病の１例．日本

Urade M． Effect of NOS inhibitors and CXCR4

歯周病学会会誌 2010;53:34-9

antagonist on tumor growth and metastasis of human

Honda K， Yasukawa Y， Fujiwara M， Abe T， Urade M.

adenoid cyctic carcinoma xenografted into nude mice.

Causes of persistent joint pain after arthrocentesis of

20th International Conference on Oral and

the temporomandibular joint． J Maxillofac Surg
2011;69:2311-15
山村倫世， 野口一馬， 森寺邦康， 豊原幸代， 大山秀樹，
浦出雅裕． 上顎に発生した幼児の黒色性神経外胚葉性腫
瘍の１例．日本口腔外科学会雑誌 2011;57:30-3
■学会発表■
［国際学会］
Honda K， Fujiwara M， Abe T， Ohtsu N， Hasegawa Y，
Hasegawa M， Urade M． Efficacy of a new version of
an air abrasion device， IADR 89th General Session
and Exhibition 2011． 2011.3 San Diego
Hasegawa Y， Kakimoto N， Tomita S， Tanaka Y,

Maxillofacial Surgery（ICOMS20th）2011.11 Santiago
［国内学会］
野口一馬， 藤井碧， 浦出雅裕． Gorlin症候群の病態解明
と治療法の確立における歯科医師の果たす役割について.
第29回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 2011.1 熊本
藤井碧， 野口一馬， 森寺邦康， 髙岡一樹， 岸本裕充,
浦出雅裕． 口腔内３か所に生じた先天性顆粒細胞腫の１
例． 第29回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 2011.1 熊
本
浦出雅裕． Bisphosphonate関連顎骨壊死の臨床病態とわが
国における発生状況．（シンポジウム）第30回日本画像医学
会 2011.2 東京

Yagi K， Nagashima T， Honda K， Ono T， Kondo

長谷川誠実， 浦出雅裕． 知覚障害を招来する可能性のある

J， Maeda Y， Urade M． Influence of an occlusal

歯の歯内治療． 第15回日本口腔顔面神経機能学会 2011.3

兵庫医大業績録（2011）
新潟
河田尚子， 岸本裕充， 蔵下舞， 海田勝二， 小川啓恭,
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学術大会 2011.6 浦安
川邊睦記， 森寺邦康， 髙岡一樹， 野口一馬， 岸本裕充，

浦出雅裕． 兵庫医科大学病院における造血幹細胞移植施

浦出雅裕． 放射線療法が誘因と考えられた頰粘膜・下顎

行予定で抜歯した患者の術後経過． 第33回日本造血細胞

歯肉癌の1例． 第35回日本頭頸部癌学会総会 2011.6 名古

移植学会総会 2011.3 松山

屋

西岡稔浩， 小越菜保子， 川邊睦記， 浦出雅裕， 寺田信

髙岡一樹， 名取淳， 奥井森， 森寺邦康， 本田公亮， 浦

行， 大山秀樹． IL-22がヒト歯根膜細胞の石灰化ノジュール

出雅裕． 口腔内大量出血を契機に診断されたビスフォスフォ

形成に及ぼす影響． 第65回日本口腔科学会学術集会

ネート関連顎骨壊死の1例． 第13回日本口腔顎顔面外傷学

2011.4 東京

会総会・学術大会 2011.7 宮崎

山村倫世， 野口一馬， 奥井森， 髙岡一樹， 岸本裕充,

藤原正識， 本田公亮， 阿部徹也， 奥井森， 長谷川陽子，

浦出雅裕．γ-グロブリンとトロンボポエチン受容体作動

山村倫世， 浦出雅裕．リウマチ性顎関節炎の病態に関わ

薬投与にて手術したITP患者歯肉癌の1例． 第65回日本口

る自己抗体の検出． 第24回日本顎関節学会総会・学術大

腔科学会学術集会 2011.4 東京
岸本裕充， 廣本孝史， 吉川恭平， 奥井森， 髙岡一樹，

会， 第2回アジア顎関節学術大会 2011.7 広島
木﨑久美子， 河田尚子， 蔵下舞， 花岡宏美， 衣川美沙

野口一馬， 浦出雅裕． 造血幹細胞移植患者に対するオー

子． 先天性無フィブリノゲン血症を有し生体腎移植を予定し

ラルマネジメント． 第65回日本口腔科学会学術集会 2011.4

ている患者に対するオーラルマネジメント． 日本歯科衛生学

東京

会第6回学術大会 2011.9 新潟

奥井森， 野口一馬， 森寺邦康， 髙岡一樹， 岸本裕充,

頭司雄介， 髙岡一樹， 奥井森， 瀬川英美， 岸本裕充.

浦 出 雅 裕． 超 選 択 的 動 注 化 学 療 法 併 用放 射 線 治 療

顔面多発外傷後にサイナスリフト， 骨移植， 上顎インプラント

（RADPLAT）が著効した上顎歯肉小細胞癌の１例． 第

により咬合再建した１例． 第41回日本口腔インプラント学会総

65回日本口腔科学会学術集会 2011.4 東京

会 2011.9 名古屋

藤井碧， 野口一馬， 森寺邦康， 村木祐孝， 岸本裕充,

長谷川誠実， 阿部徹也， 藤原正識， 大津奈央， 本田公

浦 出 雅 裕． 母 斑 性 基 底 細 胞 癌 症 候 群 患 者における

亮． 歯髄刺激に伴う血中コルチコステロンと血糖値の動態に

PTCH1遺伝子解析． 第65回日本口腔科学会学術集会

およぼすナロキソンの影響． 第135回日本歯科保存学会秋季

2011.4 東京

学術大会 2011.10 大阪

川邊睦記， 大山秀樹， 安川陽子， 小越菜保子， 安孫子宜

大 津 奈 央， 長 谷 川 誠 実， 本 田 公 亮． MI（Minimal

光． IL-22存在下においてヒト歯根膜由来細胞が発現する遺

Intervention）治療法について再考すべきこと． −慢性

伝子の網羅的解析． 第54回春季日本歯周病学会学術大会

GVHDを発症した慢性骨髄性白血病患者における多発性う

2011.5 福岡

蝕を経験して−． 第135回日本歯科保存学会秋季学術大会

山下徹郎， 山下善弘， 本田公亮， 小山重人． 上顎腫瘍切

2011.10 大阪

除後の再建と補綴治療 上顎欠損に対する新しいストラテジ–

頭司雄介， 野口一馬， 山村倫世， 髙岡一樹， 森寺邦康,

補綴と外科のコラボレーション．（シンポジウム）第28回日本顎

瀬川英美， 奥井森， 岸本裕充， 浦出雅裕． 不死化ヒト

顔面補綴学会総会・学術大会 2011.6 富山

正常舌ケラチノサイト（HTK）を用いた口腔癌のHPV陽

岸本裕充． 保湿を意識したかんたん口腔ケア．（アフタヌーンセ
ミナー）日本老年歯科医学会第22回学術大会 2011.6 東京
岸本裕充． 平時からの経験を災害時のオーラルマネジメントに

性， 陰性モデルの解析． 第56回日本口腔外科学会総会・
学術大会 2011.10 大阪
山村倫世， 野口一馬， 奥井森， 髙岡一樹， 岸本裕充,

活かしましょう！．（シンポジウム）第８回日本口腔ケア学会総

浦出雅裕．γ-グロブリンとトロンボポエチン受容体作動

会・学術大会 2011.6 東京

薬投与にて手術したITP患者歯肉癌の1例． 第56回日本口

岸本裕充， 花岡宏美， 川邊睦記， 和田恭直， 浦出雅裕.
口腔ケアは１日何回実施すべきか？．（推薦演題）第8回日本
口腔ケア学会総会・学術大会 2011.6 東京
花岡宏美， 岸本裕充， 木﨑久美子， 山本恭代， 宇都宮明
美， 西信一， 浦出雅裕． 経口気管挿管中における口腔の
褥瘡性潰瘍予防対策． 第8回日本口腔ケア学会総会・学術
大会 2011.6 東京
本田公亮， 藤原正識， 大津奈央， 長谷川誠実． 試作した
エアーアブレーシブ装置に対する臨床的評価の総括． 第
134回日本歯科保存学会総会学術大会 2011.6 千葉

腔外科学会総会・学術大会 2011.10 大阪
門井謙典， 藤井碧， 川野知子， 橋谷進， 柳澤高道， 浦
出雅裕． 包括的歯科治療を含む口腔管理を行った先天性
表皮水疱症成人患者の1例． 第56回日本口腔外科学会総
会・学術大会 2011.10 大阪
吉川恭平， 野口一馬， 山村倫世， 奥井森， 岸本裕充,
浦出雅裕． 下顎骨病的骨折を生じたBP注射製剤関連顎骨
壊死の1例． 第56回日本口腔外科学会総会・学術大会
2011.10 大阪
門井謙典， 岸本裕充， 川野知子， 柳澤高道， 浦出雅裕.

長谷川誠実， 阿部徹也， 藤原正識， 大津奈央， 本田公

大規模災害時における災害拠点病院の歯科保健医療体制

亮． 歯髄刺激に伴う血漿中カテコールアミンレベルの動態に

の 現 状． 第56回日本 口 腔 外 科 学 会 総 会・学 術 大 会

およぼすナロキソンの影響． 第134回日本歯科保存学会春季

2011.10 大阪
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長谷川陽子， 阪上穣， 小野高裕， 堀一浩， 本田公亮，
浦出雅裕． 習慣性咀嚼側が脳循環に及ぼす影響．日本顎
口腔機能学会第47回学術大会 2011.10 神戸
岸本裕充． 災害時に備えて平時から取り組むオーラルマネジメ
ント．（ランチョンセミナー）第13回日本 救 急 看 護 学 会
2011.10 神戸
瀬川英美， 野口一馬， 髙岡一樹， 頭司雄介， 岸本裕充,
浦 出 雅 裕． The involvement of zyxin in epithelialmesenchymal transition（EMT）of oral squamous cell
carcinoma cells． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名
古屋
門井謙典， 岸本裕充， 川野知子， 柳澤高道， 浦出雅裕.
災害派遣医療チームに歯科医療従事者が加わる意義． 第
60回日本口腔衛生学会総会・学術大会 2011.10 松戸
門井謙典， 岸本裕充， 古屋聡， 浦出雅裕． 東日本大震災
後の在宅療養支援活動におけるオーラルマネジメント−気仙
沼巡回療養支援隊に参加して−． 第20回日本口腔感染症
学会総会・学術大会 2011.11 横浜
河田尚子， 岸本裕充， 野口一馬， 森寺邦康， 瀬川英美,
門井謙典， 花岡宏美， 蔵下舞， 浦出雅裕． 兵庫医科大
学病院における造血幹細胞移植予定患者のオーラルマネジメ
ントについて．（看護ワークショップ）第20回日本口腔感染症
学会総会・学術大会 2011.11 横浜
岸本裕充． 災害に備えるオーラルマネジメント．（ランチョンセミ
ナー）第20回日本口腔感染症学会総会・学術大会 2011.11
横浜
頭司雄介， 野口一馬， 山村倫世， 髙岡一樹， 瀬川英美,
岸本裕充， 浦出雅裕． 不死化ヒト正常舌ケラチノサイト
（HTK）を用いた口腔癌のHPV陽性， 陰性モデルの解析.
第46回日本口腔組織培養学会学術大会 2011.11 浦安
吉川恭平， 野口一馬， 山村倫世， 頭司雄介， 髙岡一樹,
岸本裕充， 浦出雅裕． 口腔扁平上皮癌培養細胞を用いた
シスプラチン耐性における銅排出輸送体ATP7Bの発現とそ
の関与の検討． 第48回日本口腔組織培養学会 2011.11 浦
安
［地方会等］
山本真嗣， 瀬川英美， 森寺邦康， 髙岡一樹， 野口一馬,

頭司雄介， 髙岡一樹， 奥井森， 瀬川英美， 岸本裕充.
重度のシェーグレン症候群患者に上下全顎インプラント治療を
施行した１例． 第31回日本口腔インプラント学会近畿北陸支
部総会・学術大会 2011.12 奈良
［科学研究費等班会議］
野口一馬． Gorlin症候群と口腔疾患． 厚生労働省科学研究
費補助金難治性疾患克服事業． 第1回Gorlin症候群シンポ
ジウム 2011.1 東京
野口一馬． 角化囊胞性歯原性腫瘍の臨床組織像と治療.
厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服事業
「Gorlin症候群の病態解明と治療法確立のための臨床的研
究」． 第4回Gorlin症候群班会議 2011.7 東京
野口一馬． 非症候性角化囊胞性歯原性腫瘍培養細胞作成
の試み． 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服
事業「Gorlin症候群の病態解明と治療法確立のための臨
床的研究」． 第5回Gorlin症候群班会議 2011.11 東京
［研究会・講演会等］
岸本裕充． 急性期から慢性期にいたる高齢者の特性に応じた
オーラルマネジメント． 鹿 児 島 県口腔 機 能 管 理 研 修 会
2011.1 鹿児島
岸本裕充． 口腔ケアからオーラルマネジメントへ． 第22回東阪
神院内感染症研究会講演会 2011.1 尼崎
岸本裕充． 医科歯科連携によるがん治療前の口腔ケア． 西
宮歯科医師会・市内病院歯科協議会 2011.2 西宮
岸 本 裕 充． 口 腔 ケア で 肺 炎 予 防 ＆ 食 べられ る口を
CREATE ! ． 平成２２年度篠山市介護サービス事業所等の
職員の口腔機能向上（口腔ケア）情報交流講演会 2011.2
篠山
長谷川誠実． 歯内療法大転換期． 京都府歯科医師会口丹
波支部平成22年度第2回学術講演会 2011.3 京都
岸本裕充． 知っておきたい !ビスフォスフォネートに関連した顎骨
骨髄炎． 志太榛原医科歯科連携講演会 2011.3 藤枝
岸本裕充． 多職種連携におけるオーラルマネジメント． 第2回
愛媛口腔ケア研究会 2011.4 松山
門井謙典． 東日本大震災における歯科保健医療支援活動.
歯科保健医療国際協力協議会2011年春季研修会 2011.5
東京

岸本裕充， 浦出雅裕． 根管充填剤溢出による口腔粘膜病

岸本裕充． 院内感染対策の仕上げは適切な医療廃棄物の処

変の2例． 第42回日本口腔外科学会近畿地方会 2011.6 大

理．日本口腔感染症学会セミナー＆認定制度講習会 スプリ

阪
門井謙典， 藤井碧， 川野知子， 橋谷進， 柳澤高道， 浦
出雅裕． 上唇に複数の唾石を認めた小唾液腺唾石症の1
例． 第42回日本口腔外科学会近畿地方会 2011.6 大阪
辻直哉， 奥井森， 山本真嗣， 吉川恭平， 野口一馬， 岸
本裕充， 浦出雅裕． 口腔ヘルペス感染症に併発したカポジ

ングカンファレンス in Kobe 2011 2011.5 神戸
岸本裕充． 医科・歯科病診連携における診療情報提供書の
要点． 第2回関西オーラルマネジメント研究会 2011.6 神戸
岸本裕充． 災害時のオーラルマネジメント． 平成23年度兵庫
県歯科医学大会 2011.7 神戸
岸本裕充， 野口一馬， 髙岡一樹， 本田公亮， 長谷川誠

水痘様発疹症の1例． 第23回日本口腔科学会近畿地方部

実， 浦出雅裕． 医科から歯科への病診連携を円滑にする

会 2011.12 大阪

ための診療情報提供書の試案． 第27回兵庫県歯科医学大

瀬川英美， 髙岡一樹， 奥井森， 頭司雄介， 岸本裕充.

会 2011.7 神戸

下顎骨辺縁切除後にインプラント義歯により咬合機能を回復し

岸本裕充． 口腔ケアをオーラルマネジメントにグレードアップ.

た下顎歯肉癌の１例． 第31回日本口腔インプラント学会近

全国在宅歯科医療・口腔ケア連絡会シンポジウム Taberu

畿・北陸支部学術大会 2011.12 奈良

2011 2011.7 東京

兵庫医大業績録（2011）
浦出雅裕． 口腔がんの診断と治療～最新のがん治療を含めて
～． 尼崎市歯科医師会学術講演会 2011.7 尼崎
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ア “ウソとホント” ． チーム医療CE研究会 2011年ウインターセ
ミナー 2011.12 大阪

坂野仁美， 長谷川誠実． 歯内療法処置時の根尖孔外刺激

浦出雅裕． わが国におけるビスフォスフォネート関連顎骨壊死

による知覚障害防止にアピカルプラグが有効である． 第11回

発生の現状と歯科診療における対応． 顎骨壊死予防地域

日本歯内療法学会西日本支部会研修会 2011.7 大阪
長谷川誠実． 歯内療法における非歯原性歯痛鑑別の勘所,

連携事業に関する講演会， 愛媛県歯科医師会 2011.12 松
山

そしてしてよいことと悪いこと．（特別講演）第11回日本歯内

■その他■

療法学会西日本支部会研修会 2011.7 大阪

岸本裕充． 災害時の口腔ケアQ&A．（Q&A）歯科衛生士

岸本裕充． 経口摂取をサポートするオーラルマネジメント． 兵
庫県栄養士会 平成23年度生涯学習研修会 2011.8 神戸
岸本裕充． 成果の上がるオーラルマネジメント． 水戸市歯科医
師会学術講演会 2011.9 水戸
岸本裕充． 最新の口腔ケア． 大分県看護協会教育セミナー
2011.9 大分
浦出雅裕．ビスフォスフォネート関連顎骨壊死発症の現状と治
療ガイドライン． 第21回熊本骨粗鬆症研究会 2011.9 熊本
浦出雅裕．ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死−歯科衛生士

2011;35:40-4
木﨑久美子． ICUにおける口腔ケアの実践． 第3回パラマウン
トベッドクリティカルセミナー 2011.1 大阪
花岡宏美．「知っておきたい ! 口腔ケアの基礎知識」． H22年
度篠山市介護サービス事業所等の職員の口腔機能向上
（口腔ケア）情報交流講演会 2011.3 篠山
岸本裕充． 新しい口腔ケアへの取り組み方−オーラルマネジメ
ント−． 四国中央病院口腔ケア研修会 2011.3 四国中央
岸本裕充． 急性期からはじめるオーラルマネジメント． 日本歯

のための薬の基礎知識．（教育講演）第56回日本口腔外科

科大学口腔リハセンターモーニングカンファ 2011.4 東京

学会総会・学術大会 第5回歯科衛生士研究会 2011.10 大

岸本裕充．「口腔ケア」から「オーラルマネジメント」へ． 週

阪
岸本裕充． 成果の上がる！保湿を意識した口腔ケア．（ランチ
ョンセミナー）第56回日本口腔外科学会総会・学術大会 第5
回歯科衛生士研究会 2011.10 大阪
岸本裕充． 患者さんに安全・安心を提供するための開業歯科
医院での感染対策． 和泉市歯科医師会医療安全講習会
2011.10 和泉
河田尚子． やれるところからやってみよう院内感染対策． 和泉
市歯科医師会医療安全講習会 2011.10 和泉
岸本裕充．ビスフォスフォネート製剤投与患者へのオーラルマネ
ジメント． 堺市三師会合同講演会 2011.10 堺
岸本裕充． 病院医科との連携を緊密にする入院前オーラルマ
ネジメント． 尼崎市歯科医師会病診連携に関する講演会
2011.10 尼崎
森正文． 医学生に対する臨床実習への歯科技工士の参画.
第13回日本口腔顎顔面技工研究会学術大会 2011.10 佐賀
岸本裕充． 災 害 時 のオーラル マネジメント～ 平 時 から
CREATEの視点で備える～． 第4回九州山口口腔ケアシン
ポジウム in YAMAGUCHI 2011.11 山口
岸本裕充． 入院前オーラルマネジメントの提案 患者・医師・歯
科医師いずれにもメリットのある医科歯科連携の入門編． 兵
庫県歯科医師会医師・歯科医師連携研修会 2011.11 神戸
岸本裕充．ビスフォスフォネート製剤投与患者へのオーラルマネ
ジメント． 兵庫県歯科医師会大学病院・病院歯科との連絡
協議会 2011.11 神戸
浦出雅裕． 設立20周年基調講演「日本口腔感染症学会の沿
革」． 第20回日本口腔感染症学会総会・学術大会 2011.11
横浜
岸本裕充． 災害時にも活かせる平時からのオーラルマネジメン
ト．（ランチョンセミナー）第3回関西オーラルマネジメント研究
会 2011.11 西宮
岸本裕充． 摂食・嚥下， 口腔ケアに必要な解剖生理と口腔ケ

刊医学界新聞 2011.4.18:2
岸本裕充． 最新口腔ケアQ&A病態別口腔ケアの実際． 関
西看護ケア研究会 2011.4 神戸
岸本裕充． 高齢者におけるインプラントを含む外科処置時の注
意点～ビスフォスフォネート等薬剤服用患者への対応も含めて
～． JMM主催インプラントセミナー 2011.5 神戸
岸本裕充． 急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー． オ
ーラルケア社 看護師のための口腔ケアセミナー 2011.5 大阪
岸本裕充． 入院患者の口腔ケア． 香川県立中央病院主催看
護職員研修会 2011.5 高松
岸本裕充． 全身の健康に寄与できるオーラルマネジメント． 第
１回POICセミナー静岡 2011.6 静岡
岸本裕充． 急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー． オ
ーラルケア社 看護師のための口腔ケアセミナー 2011.7 東京
岸本裕充． これからのオーラルマネジメント～米国での病院視
察を終えて～． ニプロ（株）クリティカルケアセミナー 2011.7
東京
岸本裕充． 高齢者におけるインプラントを含む外科処置時の注
意点． JMM第14期実践インプラント大阪総合コース大阪ベ
ーシック３ヶ月コース 2011.8 大阪
岸本裕充． これならできる！かんたん口腔ケア． メディカ出版
オーラルケアセミナー 2011.8 大阪
岸本裕充． 口腔ケアの基礎知識と最新情報． 兵庫県老人福
祉事業協会平成23年度職員研修会 2011.9 神戸
岸本裕充． 急性期病院での治療成績を向上させるためのオー
ラルマネジメント． 兵庫県立尼崎病院院内講演会 2011.9 尼
崎
岸本裕充．これならできる！かんたん口腔ケア～肺炎予防の実
際とオーラルマネジメントの理解～．メディカ出版 オーラルケア
セミナー 2011.9 東京
岸本裕充． オーラルマネジメントによるチーム医療． POICセミ
ナー東京 2011.9 東京
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岸本裕充．これならできる！かんたん口腔ケア～肺炎予防の実
際とオーラルマネジメントの理解～．メディカ出版 オーラルケア
セミナー 2011.9 名古屋
岸本裕充． オーラルマネジメントでチーム医療の推進を． 第2
回POICセミナー静岡 2011.9 静岡
浦出雅裕．ビスフォスフォネート関連顎骨壊死−特に経口薬に
ついて 整形外科フォーラム in Kobe 2011.10 神戸

human mesothelioma cells． J Cell Physiol
2011:226;762-8
■学会発表■
［国際学会］
Yoneda K， Tanaka F， Kondo N， Orui H， Hashimoto
M， Takuwa T， Matsumoto S， Okumura Y， Tsubota
N， Sato A， Tsujimura T， Tsubota N， Kuribayashi K,

岸本裕充． VAP予防のためのオーラルケア． 学研ナーシング

Fukuoka K， Nakano T， Hasegawa S． Circulating

セミナー 人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 2011.10 東

endothelial cell（CEC）， a surrogate of tumor

京

angiogenesis, as a diagnostic and prognostic marker

岸本裕充． VAP予防のためのオーラルケア． 学研ナーシング

i n m a l i g n a n t p l e u r a l m e s o t h e l i o m a（ M P M ）
.

セミナー 人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 2011.10 京

American Society of Clinical Oncology（ASCO2011）
2011.6 Chicago

都
岸本裕充． 急性期から取り組むオーラルマネジメント～口腔から

Nakano T， Tamura K， Otsuki T， Okuwa H， Kamiya H,

の汚染物のクリアランスを意識して～． 口腔ケアセミナー in

Masachika E， Honda M， Mikami K， Nogi Y， Maeda

OSAKA 2011 2011.10 大阪

R， Okada A， Tabata C， Fukuoka K． Histone

岸本裕充． 平時にも災害時にも役立つ口腔ケアの知識．（市

deacetylase activity in peripheral blood of patients

民公開講座）第22回日本老年医学会近畿地方会 2011.11

with malignant pleural mesothelioma. 14th World

西宮

Conference on Lung Cancer（WCLC2011）2011.7

浦出雅裕．ビスフォスフォネート関連顎骨壊死−特に経口薬に
ついて． 第１回加古川生活習慣病を考える会 2011.12 加古

Amsterdam
［国内学会］
坪田紀明． 中皮腫に対する外科治療decorticationは成り立

川

つか． 第20回日本呼吸器外科冬季学術集会 2011.2 富良
野

地域総合医療学

General Medicine and Community Health Science
229ページ参照

中野孝司． 肺がん検診実績報告． 平成22年度肺がん検診
従事者講習会及び症例研究会 2011.2 米子
安光亮洋， 田端千春， 神谷瞳， 本田実紀， 政近江利子,
大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 三上浩司， 野木佳
孝， 寺田貴普， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀,

胸部腫瘍学

Thoracic Oncology

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 福岡和也， 中野孝
司． 悪性胸膜中皮腫における血清VEGFの臨床的有用性
について． 第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東
京

■学術論文■
［総説］
坪田紀明． 胸膜中皮腫に対する外科治療を巡る諸問題−

福岡和也， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実紀， 神谷瞳,
大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫
子， 寺田貴普， 岡田あすか， 安光亮洋， 村上亜紀,

EPPかP/Dか−． 日本呼吸器外科学会雑誌 2011;25:687-

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 坪田紀

94

明， 中野孝司． アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍発症リスク

［原著］

に関する前向き検討． 第51回日本呼吸器学会学術講演会

Hirayama N， Tabata C， Tabata R， Maeda R,

2011.4 東京

Yasumitsu A， Yamada S， Kuribayashi K， Fukuoka

寺田貴普， 栗林康造， 安光亮洋， 本田実紀， 政近江利

K， Nakano T． Pleural effusion VEGF levels as a

子， 神谷瞳， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 野木佳孝， 前

prognostic factor of malignant pleural mesothelioma.

田理沙， 三上浩司， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜

Respir Med 2011;105:137-42

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 福岡和也， 中

Maeda R， Tabata C， Tabata R， Eguchi R， Fujimori Y,

野孝司． 悪性胸膜中皮腫に対する化学療法の効果判定に

Nakano T． Is serum thioredoxin-1 a useful clinical

おけるFDG-PETの有用性． 第51回日本呼吸器学会学術

marker for malignant pleural mesothelioma ? .

講演会 2011.4 東京

Antioxid Redox Signal 2011;15:685-9

平山倫子， 田端千春， 安光亮洋， 山田秀哉， 村上亜紀,

Eguchi R， Fujimori Y， Takeda H， Tabata C， Ohta T,

寺田貴普， 田村邦宣， 栗林康造， 福岡和也， 中野孝

Kuribayshi K， Fukuoka K， Nakano T． Arsenic

司． 悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin（Ang）
- Iの臨

trioxide induces apoptosis through JNK and ERK in

床的新規役割について． 第51回日本呼吸器学会学術講演
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会 2011.4 東京
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佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 村上亜紀,

岡田あすか， 福岡和也， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀,

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

政近江利子， 三上浩司， 前田理沙， 大搗泰一郎， 野木

司． 非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤＋ペメトレキセド＋ベ

佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 村上亜紀,

バシズマブ併用化学療法の有効性と安全性に関する検討.

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

第93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2 神戸

司． 非小細胞肺癌に対するプラチナ＋ペメトレキセド＋抗

大搗泰一郎， 福岡和也， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実

VEGF抗体併用化学療法の有効性と安全性に関する検討.

紀， 神谷瞳， 野木佳孝， 三上浩司， 前田理沙， 平山

第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東京

倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀,

山田秀哉， 福岡和也， 政近江利子， 前田理沙， 本田実

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

紀， 大桒久弥， 神谷瞳， 大搗泰一郎， 三上浩司， 野

司． 非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋ペメトレキセド併用

木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あす

化学療法の外来化学療法における有効性と安全性の検討.

か， 村上亜紀， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中

第93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2 神戸

野孝司， 坪田紀明． 悪性胸膜中皮腫における重複癌症例

大桒久弥， 田村邦宣， 福岡和也， 神谷瞳， 本田実紀,

の検討． 第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東京

政近江利子， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木

坪田紀明． 中皮腫に対する外科療法−EPPかP/Dか−． 第

佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか,

28回日本呼吸器外科学会 2011.5 別府

村上亜紀， 山田秀哉， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

前田理沙， 田端千春， 平山倫子， 政近江利子， 神谷瞳,

司， 辻村亨， 塚本吉胤， 廣田誠一． 脳室内転移を認め

本田実紀， 大桒久弥， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜

た悪性胸膜中皮腫の一例． 第93回日本肺癌学会関西支部

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 金村晋吾， 柴田英輔， 中

会 2011.2 神戸

野孝司， 福岡和也． 血清チオレドキシン-1は悪性胸膜中皮

野木佳孝， 福岡和也， 政近江利子， 大桒久弥， 本田実

腫において臨床的に有用なマーカーであるか．（ワークショッ

紀， 神谷瞳， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 平

プ）第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
平山倫子， 田端千春， 前田理沙， 田村邦宣， 山田秀哉,

山倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜
紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 栗林康造， 中

村上亜紀， 岡田あすか， 寺田貴普， 大桒久弥， 政近江

野孝司． 当科におけるNK1受容体拮抗薬の使用経験． 第

利子， 本田実紀， 神谷瞳， 金村晋吾， 柴田英輔， 福

93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2 神戸

岡和也， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫の予後因子としての

本田実紀， 安光亮洋， 福岡和也， 政近江利子， 神谷瞳,

胸水VEGFについて． 第52回日本肺癌学会総会 2011.11

大桒久弥， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳

大阪

孝， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀,

岡田あすか， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾， 神谷瞳,

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝

大桒久弥， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田

司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 心筋を含む多発筋転移を来し

理沙， 寺田貴普， 平山倫子， 村上亜紀， 山田秀哉,

た肺扁平上皮癌の1例． 第93回日本肺癌学会関西支部会

田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 長谷川誠紀， 塚本吉
胤， 辻村亨． 当科における悪性胸膜中皮腫長期生存例の
検討． 第52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
［地方会等］

2011.2 神戸
柴田英輔， 田村邦宣， 金村晋吾， 政近江利子， 神谷瞳,
本田実紀， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫
子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

金村晋吾， 寺田貴普， 大搗泰一郎， 政近江利子， 本田実

田端千春， 中野孝司， 福岡和也， 坪田紀明． ペメトレキ

紀， 神谷瞳， 大桒久弥， 三上浩司， 前田理沙， 野木

セドを含まない初回化学療法が奏効し約4年6ヵ月の無増悪生

佳孝， 安光亮洋， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀,

存が得られた悪性胸膜中皮腫の1例． 第94回日本肺癌学会

山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 福岡和

関西支部会 2011.7 大阪

也， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 眼窩内転移を来

大桒久弥， 田村邦宣， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾,

した肺癌の2例． 第93回日本肺癌学会関西支部会 2011.2

神谷瞳， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田理

神戸

沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀,

三上浩司， 大桒久弥， 政近江利子， 神谷瞳， 本田実紀,

山田秀哉， 田端千春， 中野孝司， 鳥井郁子， 西上隆

大搗泰一郎， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴

之， 辻村亨， 夏秋優， 山西清文． 広汎な皮下浸潤を来

普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

した肺 腺 癌 の1例． 第94回日本 肺 癌 学 会 関 西 支 部 会

田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 福岡和也， 中野孝

2011.7 大阪

司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 上部消化管への転移が診断

本田実紀， 政近江利子， 山田秀哉， 金村晋吾， 柴田英

の契機となった原発性肺癌の1例． 第93回日本肺癌学会関

輔， 大桒久弥， 神谷瞳， 前田理沙， 大搗泰一郎， 寺

西支部会 2011.2 神戸

田貴普， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀， 田村邦

岡田あすか， 福岡和也， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀,

宣， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司， 西口修平， 塚

政近江利子， 三上浩司， 前田理沙， 大搗泰一郎， 野木

本吉胤， 廣田誠一． 肺静脈から左心房への浸潤を認めた
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肝細胞癌による転移性肺腫瘍の一例． 第77回日本呼吸器
学会近畿地方会 2011.7 大阪
神谷瞳， 岡田あすか， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英輔,
大桒久弥， 本田実紀， 政近江利子， 前田理沙， 大搗泰
一郎， 平山倫子， 寺田貴普， 村上亜紀， 山田秀哉,
田村邦宣， 中野孝司， 田端千春， 塚本吉胤， 廣田誠
一． 胸痛を契機に発見された膿胸関連リンパ腫の1例． 第
77回日本呼吸器学会近畿地方会 2011.7 大阪
堀尾大介， 山田秀哉， 田端千春， 前田理沙， 寺田貴普,
平山倫子， 柴田英輔， 金村晋吾， 大桒久弥， 神谷瞳,
本田実紀， 大搗泰一郎， 岡田あすか， 村上亜紀， 田村
邦宣， 中野孝司， 福岡和也， 長谷川誠紀， 塚本吉胤,
廣田誠一． ペメトレキセドによる二次化学療法を長期投与し
た肺 腺 癌の1例． 第78回日本 呼 吸 器 学 会 近 畿 地 方 会
2011.12 大阪
神谷瞳， 岡田あすか， 福岡和也， 柴田英輔， 金村晋吾,
本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 大搗泰一郎， 寺田貴
普， 平山倫子， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田
端千春， 中野孝司． カルボプラチン＋ペメトレキセドによる化
学療法施行中に骨髄転移が顕在化した肺腺癌の1例． 第
78回日本呼吸器学会近畿地方会 2011.12 大阪
大桒久弥， 柴田英輔， 金村晋吾， 神谷瞳， 本田実紀,
大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あ
すか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和也,
田端千春， 中野孝司， 鳥井郁子， 辻村亨， 塚本吉胤,
廣田誠一． 胸腔内悪性黒色腫の稀な1例． 第78回日本呼
吸器学会近畿地方会 2011.12 大阪
寺田貴普， 前田理沙， 金村晋吾， 柴田英輔， 本田実紀,
神谷瞳， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 三上浩司， 野木佳
孝， 平山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,
田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 福岡和也， 塚本吉
胤， 廣田誠一． 肺炎様の浸潤影を呈した非結核性抗酸菌
症の一例． 第108回日本結核病学会近畿地方会 2011.12
大阪
［研究会・講演会等］
神谷瞳， 大搗泰一郎， 岡田あすか， 福岡和也， 大桒久
弥， 本田実紀， 政近江利子， 野木佳孝， 前田理沙,
三上浩司， 寺田貴普， 平山倫子， 安光亮洋， 村上亜
紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 栗林康造， 塚
本吉胤， 廣田誠一， 中野孝司． 血液透析患者に発症し
た肺腺癌に対してCarboplatin+Paclitaxel+Bevacizumab
併用療法が有効であった1例． 第108回兵庫県肺癌懇話会
2011.3 神戸
大搗泰一郎， 福岡和也， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実
紀， 神谷瞳， 野木佳孝， 三上浩司， 前田理沙， 平山
倫子， 寺田貴普， 安光亮洋， 岡田あすか， 村上亜紀,
山田秀哉， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中野孝
司． 非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋ペメトレキセド併用
化学療法の外来化学療法における有効性と安全性の検討.
阪神肺癌治療エキスパート・ミーティング 2011.3 大阪
坪田紀明． 胸膜中皮腫． 外科治療の経験と今後の展望.

第1回中皮腫セミナー 2011.6 京都
坪田紀明． 胸膜中皮腫−この厄介な病気をどうするか−． 第
29回呉胸部疾患カンファレンス 2011.12 呉
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Ohda Y， Takeda N， Yoshida K， Iimuro M,

Endowment Lecture

Kikuyama R， Kato K， Nagase K， Nakamura S,

腸管病態解析学

volume for the efficacy and safety of

Intestinal Inflammation Research
■著書■

Miwa H， Matsumoto T． Optimal apheresis treatment
leukocytapheresis with Cellsorba in patients with
active ulcerative colitis． J Clin Apher 2011;26:326-31
［症例報告］

堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． ヘリコバクターピロリ感染と

Watari J， Morita T， Sakurai J， Yamasaki T， Okugawa

FDの関連はどう解釈しますか？． 本郷道夫 編． FD診療.

T， Toyoshima F， Kondo T， Tanaka J， Tomita T,

東京:日本医事新報社， 2011:20-4

Kim Y， Oshima T， Fukui H， Hori K， Moriichi K,

■学術論文■
［総説］

Tanabe H， Fujiya M， Kohgo Y， Oku J， Matsumoto
T， Miwa H． Endoscopically treated Cronkhite-

渡二郎， 富田寿彦， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也，

Canada syndrome associated with minute

豊島史彦， 近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 金

intramucosal gastric cancer：an analysis of molecular

鏞民， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三

pathology． Dig Endosc 2011;23:319-23

輪洋人． 食道炎の内視鏡診断， 逆流性食道炎（NERD
を含む）
． 胃と腸 2011;46:1194-201
堀和敏， 松本譽之． 好酸球性胃腸疾患と好酸球性食道炎.
Annual Review 消化器2011 2011:79-93
［原著］

■学会発表■
［国際学会］
Fukunaga K， Hida N， Ohda Y， Takeda N， Iimuro M,
Yoshida K， Yokoyama Y， Kamikozuru K， Kikuyama
R， Kato K， Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T.

Hori K， Miwa H， Matsumoto T． Efficacy of 2-week,

A prospective randomised double blind placebo

second-line Helicobacter pylori eradication therapy

controlled trial to assess the efficacy of a Chinese

using rabeprazole， amoxicillin， and metronidazole

ferbal medicine “Xilei San” as remission induction and

for the Japanese Population． Helicobacter

maintenance therapy in patients with refractory

2011;16:234-40

ulcerative proctitis． Digestive Disease Week 2011

Toyoshima F， Oshima T， Nakajima S， Sakurai J,

（DDW2011）2011.5 Chicago

Tanaka J， Tomita T， Hori K， Matsumoto T， Miwa H.

Tomita T， Kim Y， Yamasaki T， Okugawa T， Yokoyama

Serotonin transporter gene polymorphism maybe

S， Kondo T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J,

associated with functional dyspepsia in a Japanese

Morita T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Watari J,

population． BMC Medical Genetics 2011;12:88

Matsumoto T， Miwa H． A prospective randomized

Kikuyama R， Fukunaga K， Kawai M， Yokoyama Y,

trial to compare the abilities of omeprazole and

K a m i k o z u r u K， H i d a N， O h d a Y， T a k e d a N ,

famotidine to prevent delayed bleeding after

Yoshida K， Iimuro M， Kato K， Kono T， Nogami

endoscopic submucosal Dissection． Digestive Disease

K， Nagase K， Nakamura S， Takei Y， Miwa H,

Week 2011（DDW2011）2011.5 Chicago

Matsumoto T． Relevance of the processed blood

Fukui H， Fujimori T， Yamasaki T， Kondo T， Sakurai

volume per granulocyte and monocyte apheresis

J， Morita T， Tanaka J， Tomita T， Oshima T， Hori

session to its clinical efficacy in patients with

K， Watari J， Matsumoto T， Miwa H． Involvement

ulcerative colitis． Ther Apher Dial 2011;15:360-6

of IL-22/STAT3 signaling in the expression of

Nagase K， Fukunaga K， Kashiwamura S， Kono T,

antimicrobial molecules in gastrointestinal epithelial

Kamikozuru K， Yokoyama Y， Hida N， Ohda Y,

cells． Digestive Disease Week 2011（DDW2011）

Takeda N， Yoshida K， Iimuro M， Kikuyama R,

2011.5 Chicago

Kato K， Miwa H， Matsumoto T． Immunoregulatory

Takeda N， Fukunaga K， Morinaga T， Tamaoki T， Hida

effects of adsorptive granulocyte and monocyte

N， Ohda Y， Yokoyama Y， Yoshida K， Kamikozuru

apheresis in patients with drug refractory Crohn's

K， Iimuro M， Kikuyama R， Kato K， Hori K,

disease． Ther Apher Dial 2011;15:367-73

Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T． The 4G/5G

横山陽子， 福永健， 上小鶴孝二， 武田直久， 菊山梨紗,

polymorphism of the type-1 plasminogen activator

加藤恭一， 長瀬和子， 三輪洋人， 松本譽之． 炎症性腸

inhibitor（PAI-1）gene does not influence the

疾患治療の分子標的を探る 免疫調節剤ナイーブ発症早期ク

penetrating behavior in patients with Crohn’s disease

ローン病患者におけるInfliximab（レミケード）が末梢免疫

in the Japanese population． 15th International

制御性T細胞に与える影響． 消化器と免疫 2011;47:26-9

Congress of Mucosal Immunology（ICMI2011）2011.7

Fukunaga K， Kamikozuru K， Yokoyama Y， Hida N,

Paris

160

兵庫医大業績録（2011）

Fukunaga K， Hida N， Ohda Y， Iimuro M， Yokoyama

本 人クローン患 者 で のPAI-1（plasminogen activator

Y， Kamikozuru K， Takeda N， Yoshida K， Kikuyama

inhibitor type 1）遺伝子のプロモニター領域の4G/5Gの遺

R， Kono T， Kawai M， Nagase K， Nakamura S，
Miwa H， Matsumoto T． Chinese harbal medicine

伝 子 多 型 の 検 討． 第 5 3 回日本 消 化 器 病 学 会 大 会
（JDDW2011）2011.10 福岡

“XILEI SAN”as remission induction and maintenance

小川智広， 應田義雄， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

therapy for patients with refractory ulcerative

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

proctitis：A prospective randamised double blind

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

placebo controlled trial． 19th United European

郎， 三輪洋人， 松本譽之． 炎症性腸疾患に対するオリン

Gastroenteroligy Week（UEGW2011）20 1 1 . 1 0

パス社製超細径高伝達受動湾曲スコープ（PDF-PQ260プロ

Stockhorm
Iimuro M， Nakamura S， Sato T， Ogawa T， Kawai M,

ト） の 有 用 性． 第 8 2 回日本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会
（JDDW2011）2011.10 福岡

Nogami K， Kono T， Yokoyama Y， Yoshida K， Ohda

櫻井淳， 渡二郎， 富田寿彦， 豊島史彦， 原謙， 田村彰

Y， Takeda N， Hida N， Fukunaga K， Hori K， Miwa

朗， 池尾光一， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅

H， Matsumoto T． Long term outcome of top-down

野晴紀， 近藤隆， 田中淳二， 大島忠之， 福井広一，

t h e r a p y i n C r o h n ’ s d i s e a s e：A s i n g l e - c e n t e r

堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． CT検査で発見される胃

experience． 2011 Advances in Inflammatory Bowel

ESD後のmicro-perforationの臨床的検討． 第82回日本消

Diseases（CCFA2011）2011.12 Hollywood

化器内視鏡学会総会（JDDW2011）2011.10 福岡

［国内学会］

山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 田村彰朗， 原謙， 池

山崎尊久， 渡二郎， 奥川卓也， 豊島史彦， 近藤隆， 櫻

尾光一， 浅野晴紀， 横山聡子， 奥川卓也， 近藤隆，

井淳， 田中淳二， 富田寿彦， 森田毅， 金鏞民， 大島

豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 福井広一， 堀和敏，

忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． 直

渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸および伸展刺激に対す

腸絨毛腺癌によるMcKittrick-Wheelock症候群と早期胃癌

る食道知覚閾値の年齢による変化． 第13回日本神経消化

を合併したCronkhite-Canada症候群の一例． 第7回日本消

器病学会 2011.11 宇都宮

化管学会総会学術集会 2011.2 京都

樋田信幸， 堀和敏， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における

富田寿彦， 奥川卓也， 豊島史彦， 山崎尊久， 横山聡子，

surveillance colonoscopy：適正な検査間隔の設定へ向け

近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福

て．（パネルディスカッション）第66回日本大腸肛門病学会学

井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 柏木徹， 三輪
洋人．クエン酸タンドスピロン単回投与の胃連動機能に対す
る影響−プラセボ対照二重盲検比較試験−． 第7回日本消
化管学会総会学術集会 2011.2 京都

術集会 2011.11 東京
［地方会等］
小川智広， 戸澤勝之， 橋本学， 岡秀男， 上小鶴孝二，
横山陽子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 福永健，

横山陽子， 福永健， 柏村信一郎， 上小鶴孝二， 菊山梨

樋田信幸， 堀和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之.

紗， 吉田幸治， 武田直久， 飯室正樹， 應田義雄， 樋

選 択 的セロトニン再 取り込 み 阻 害 剤により惹 起された

田信幸， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 免疫制御性

collagenous colitisの1例．日本消化器病学会近畿支部第

T細胞に着目した急性期・寛解期および外科手術後潰瘍性
大腸炎の免疫学的病態の検討．（シンポジウム）第48回日本
消化器免疫学会総会 2001.7 金沢

94回例会 2011.2 大阪
横山聡子， 豊島史彦， 櫻井淳， 富田寿彦， 山崎尊久，
奥川卓也， 近藤隆， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之，

野上晃司， 應田義雄， 飯室正樹， 小川智広， 河合幹夫，

福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

河野友彰， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

成人発症好酸球性食道炎の2例． 第86回日本消化器内視

治， 武田直久， 樋田信幸， 福永健， 渡二郎， 中村志

鏡学会近畿地方会 2011.3 京都

郎， 西上隆之， 三輪洋人， 松本譽之． 直腸炎型の潰瘍

佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，

性大腸炎にcolitic cancerを合併した1例． 第81回日本消化

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

器内視鏡学会総会 2011.8 名古屋

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

福永健， 横山陽子， 上小鶴孝二， 武田直久， 菊山梨紗，

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之， 西上隆之． 小型

河野友彰， 長瀬和子， 松本譽之． 顆粒球・単級吸着療

のIs型SM高度浸潤癌を含む， 大腸同時性多発SM癌の1

法による難治性潰瘍性大腸炎患者の維持治療：シャムカラム

例．（ヤングエンドスコピストセッション）第87回日本消化器内

を用いた無作為割り付け二重盲検試験による検討．（シンポ

視鏡学会近畿地方会 2011.10 神戸

ジウム）第32回日本アフェレシス学会学術大会 2011.9 東京

田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅

武田直久， 福永健， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富

河野友彰， 菊山梨紗， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松

子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 堀

本 譽 之， 三 輪 洋 人． 遡 及 的 に 経 過を 追 えた 大 腸

和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 玉置知子， 松本譽之．日

Dieulafoy潰瘍の一例． 第87回日本消化器内視鏡学会近

兵庫医大業績録（2011）
畿地方会 2011.10 神戸
［科学研究費等班会議］
上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 菊山梨紗， 吉田幸治，
中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 野上晃司， 飯室正
樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本
譽之， 内野基， 池内浩基． 難治性クローン病患者に対す
るGMAの臨床的・免疫学的効果． 厚生労働科学研究 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22年度第2回総会 2011.1 東京
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浜口朋也． インスリン抵抗性， 耐糖能異常． カレントテラピー
2011;29:584-8
浜口朋也， 勝野朋幸， 難波光義． 1型糖尿病の最新治療
戦略と実際のアプローチ． Medicinal 2011:1;88-97
楠宜樹， 浜口朋也， 難波光義． CSII療法． 月刊糖尿病
2011;3:76-84
［原著］
Katsuno T， Watanabe N， Nagai E， Okazaki K,
Yokoyama A， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M.

吉田幸治， 福永健， 中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰，

Comparison of efficacy of concomitant administration

野上晃司， 上小鶴孝二， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正

of mitiglinide with voglibose and double dose of

樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

mitiglinide in patients with type 2 diabetes mellitus.

譽之， 内野基， 池内浩基． 術後クローン病患者の早期再

J Diabetes Invest 2011;2:204–9

燃予測因子． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事

Nagai E， Katsuno T， Miyagawa J， Konishi K， Miuchi

業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年

M， Ochi F， Kusunoki Y， Tokuda M， Murai K,

度第2回総会 2011.1 東京
福永健， 應田義雄， 樋田信幸， 飯室正樹， 吉田幸治，
横山陽子， 上小鶴孝二， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃

Hamaguchi T， Namba M． Incretin responses to oral
glucose load in Japanese non-obese healthy subjects.
Diabetes Ther 2011;2:20-8

司， 菊山梨紗， 長瀬和子， 堀和敏， 武田直久， 中村

Nagai E， Katsuno T， Miyagawa J， Konishi K， Miuchi

志郎， 松本譽之． 難治性直腸炎型潰瘍性大腸炎患者に

M， Ochi F， Kusunoki Y， Tokuda M， Murai K,

対する漢方薬坐薬の有効性：前向き無作為割り付け二重盲

Hamaguchi T， Namba M． Effects of miglitol in

検試験による検討（多施設共同研究に向けて）
． 厚生労働

combination with intensive insulin therapy on blood

科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

glucose control with special reference to incretin

障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東

responses in type 1 diabetes mellitus． Endocr J

京

2011;58:869-77

［研究会・講演会等］
堀和敏． 機能性消化管障害のマネジメント． 橿原地区医師会
学術講演会 2011.5 王寺
堀和敏． 新しい病気・好酸球性食道炎の診断学． 第299回
兵庫県消化管研究会 2011.10 神戸
［兼任］

■学会発表■
［国際学会］
Hamaguchi T， Namba M， Takahashi S， Miyamori I,
Morikawa H， Morikawa H， Miyagawa J． Efficacy
of NET-SMBG， a communication system for daily
SMBG data between diabetic patients and the health

松本譽之（内科学下部消化管科 参照）

care professionals． 16th Japan-Korea Symposium on
Diabetes Mellitus 2011.10 Tokyo

先進糖尿病治療学

Innovative Diabetes Treatment

［国内学会］
浜口朋也． 高血糖昏睡の診断と治療．（レクチャー）第45回
糖尿病学の進歩 2011.2 福岡
浜口朋也， 勝野朋幸， 玉田大介， 紅林昌吾， 村井潤,

■著書■

斉藤博， 古賀正史， 宮川潤一郎， 難波光義． グリコア

浜口朋也， 難波光義． 8インスリン療法−1 インスリン製剤の

ルブミンを用いたシタグリプチンの効果予測． 第54回日本

種類と特徴． 門脇孝 総編． 糖尿病治療ガイド． 東京：南
山堂， 2011:243-51
浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光義． 持続皮下インスリン

糖尿病学会年次学術集会 2011.5 札幌
［地方会等］
村井一樹， 勝野朋幸， 角田拓， 井川貴資， 越智史浩,

注入（CSII）療法． 荒木栄一 編集主幹． スマートな糖尿

徳田八大， 楠宜樹， 美内雅之， 濱口朋也， 宮川潤一

病診断と治療の進め方． 東京：中山書店， 2011:273-81

郎， 難波光義． 反応性低血糖の病態形成におけるインク

■学術論文■
［総説］
浜口朋也， 難波光義． 血糖コントロールのための注射薬療法.
動脈硬化予防 2011:10;24-30
浜口朋也， 勝野朋幸， 難波光義． 高血糖昏睡の診断と治
療． 糖尿病の進歩 2011:45;48-55
浜口朋也．インスリン療法． 糖尿病ケア 2011;8:1126

レチン分 泌 反 応． 第12回日本 内 分 泌 学 会 近 畿 地 方 会
2011.10 神戸
井川貴資， 楠宜樹， 角田拓， 越智史浩， 徳田八大， 村
井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光
義． 誤ったインスリン手技で腹部皮下血腫を生じた劇症 1
型 糖 尿 病 症 例． 第48回日本 糖 尿 病 学 会 近 畿 地 方 会
2011.10 大阪
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［研究会・講演会等］

Kodani T， Mine T， Kishima H， Masuyama T.

井川貴資， 安部真希子， 角田拓， 越智史浩， 徳田八大，

Characteristics of patients with spontaneous axillary-

美内雅之， 村井一樹， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一

subclavian venous occlusion before antiarrhythmic

郎， 難波光義． 2 型糖尿病における混合型インスリン製剤2

device implantation． 4th Asia Pacific Heart Rhythm

回注射からリラグルチドへの切替え． 第122回近畿糖尿病談

Society Scientific Session（APHRS2011）2011.9

話会 2011.12 大阪

Fukuoka

藤井直彦， 浜口朋也， 長谷川幸代． 慢性腎臓病を警戒せ

Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T.

よ．（パネルディスカッション）兵庫腎臓病シンポジウム‘11

Characteristics of patients with left atrial appendage

2011.12 西宮

thrombus detected by transesophageal

■その他■

echocardiography． 4th Asia Pacific Heart Rhythm

浜口朋也． 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（第2版）
．

Society Scientific Session（APHRS2011）2011.9

Medicament News 2011;2060:23-4

Fukuoka
Hamaoka M， Mine T， Kodani T， Kishima H， Masuyama

心疾患先端治療学

Advanced Cardiac Therapeutics

T． Characteristics of patients with asymptomatic
atrial tachyarrhythmia detected as atrial high rate
episodes by pacemaker． 4th Asia Pacific Heart
Rhythm Society Scientific Session（APHRS2011）

■学術論文■
［総説］

2011.9 Fukuoka
［国内学会］

峰隆直． 最近の不整脈治療−カテーテルアブレーション治療の

K o d a n i T， M i n e T， H a m a o k a M， O h y a n a g i M ,

進歩とその適応−． 西宮市医師会医学雑誌 2011;16:29-32

Masuyama T． Atrial fibrillation and the onset of

［原著］
Nakamura H， Mine T， Kanemori T， Ohyanagi M,

morphologic changes in the left atrium． 第75回日本循
環器学会総会・学術集会 2011.8 横浜

Masuyama T． Effect of right ventricular pacing site

K o d a n i T， M i n e T， H a m a o k a M， O h y a n a g i M ,

on QRS Width． Asian Cardiovasc Thorac Ann

Masuyama T． Pacemaker detection of asymptomatic

2011;19:339-45

atrial tachyarrhythmia via measurement of atrial high

［症例報告］
Mine T， Kodani T， Hamaoka M， Masuyama T． An

rate episodes． 第75回日本循環器学会総会・学術集会
2011.8 横浜

asymptomatic case of Wolff-Parkinson-White

佐藤幾生， 川口幸恵， 北野貴子， 田代理枝， 松山貴司，

Syndrome with right-sided free-wall accessory

金宮義哲， 瀧本光代， 峰隆直． ペースメーカー植込後に

pathway and left ventricular dysfunctio n ． J

発症した無症候性たこつぼ型心筋症に血栓を伴った1例．日

Arrhythmia 2011;27:145-9
貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 大柳光正， 増山理． 中心

本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京
佐藤幾生， 松山貴司， 瀧本光代， 三宅裕治， 峰隆直，

臓静脈内での通電により根治しえた心外膜側に副伝導路を有

増山理． 左室収縮能異常を認めたくも膜下出血患者5症例

したW P W 症 候 群の1 例． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 雑 誌

の検討． 第59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

2011;36:115-9
■学会発表■
［国際学会］
Mine T， Kodani T， Masuyama T． Late potentials from

峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理， 佐藤幾生．くも膜
下出血発症時の心電図による発症1ヶ月後の予後予測． 第
59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸
［地方会等］

signal-averaged electrocardiogram may provide long-

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 濱岡守， 川端正明， 増山

term additional risk stratification in patients with

理． 左側アプローチで房室接合部アブレーションに成功した1

previous myocardial infarction and preserved ejection
fraction． European Heart Rhythm Association
Europace 2011（EHRA2011）2011.6 Madrid
Mine T， Kodani T， Kishima H， Masuyama T． Late
potentials from signal-averaged electrocardiogram

例． 第111回日本循環器学会近畿地方会 2011.6 神戸
栗並昇， 貴島秀行， 小谷健， 峰隆直， 増山理， 大柳光
正． 右室瘤が心室頻拍の起源となっていた不整脈源性右
室 心 筋 症の１例． 第 1 9 5 回日本内科学会近畿地方会
2011.9 大阪

may provide long-term additional risk stratification in

岡村恵里子， 髙田珠希， 合田亜希子， 小谷健， 峰隆直，

patients with previous myocardial infarction and

正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 廣谷信一， 増山理，

preserved ejection fraction． 4th Asia Pacific Heart

羽尾裕之， 良本政章， 宮本裕治． 脳梗塞発症後の血栓

Rhythm Society Scientific Session（APHRS2011）

溶解療法により仮性心室瘤の発生を認めた1例． 第112回日

2011.9 Fukuoka

本循環器学会近畿地方会 2011.11 京都

兵庫医大業績録（2011）
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貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． 大動脈右冠尖起源

T， Iwasaku T， Akahori H， Masutani M， Lee-

の特発性心室性期外収縮の1例． 第112回日本循環器学会

Kawabata M， Ohyanagi M， Masuyama T． Diagnostic

近畿地方会 2011.11 京都

value of index of microcirculatory resistance for

［研究会・講演会等］

detection of microcirculatory damage early after

濱 岡 守， 峰 隆 直， 小 谷 健， 増 山 理． 長 時 間 持 続した

anterior versus non-anterior myocardial infarction.

Accelerated Idioventricular Rhythmに対してカテーテル

American College of Cardiology 60th Annual Scientific

アブレーションが有効であった1例． 第23回臨床不整脈研究

Session 2011（ACC2011）2011.4 New Orleans
Kawasaki D． IVUS-guided renal stenting with distal

会 2011.1 東京
濱岡守， 峰隆直， 小谷健， 川端正明， 増山理． 術後4日

protection by using carbon dioxide angiography for

目に埋め込み型除細動器リード穿孔をきたした1例． 第3回植

the patient with solitary functionally kidney.

込みデバイス関連冬季大会 2011.2 東京

Angioplasty Summit Transcatheter Cardiovascular

峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理． 大動脈右冠尖から

Therapeutics Asia Pacific（TCTAP2011）2011.4 Seoul

の通電が有効であった特発性心室性期外収縮の1例． 第23

Kawasaki D， Fujii K， Fukunaga M， Masutani M,

回カテーテル・アブレーション委員会公開研究会 2011.10 横

Masuyama T． Safety and efficacy of endovascular

浜

therapy with simple homemade carbon dioxide

小谷健， 峰隆直， 貴島秀行， 増山理， 大柳光正． 不整
脈源性右室心筋症に対してカテーテル・アブレーションが奏功
した1例． 第23回カテーテル・アブレーション委員会公開研究
会 2011.10 横浜

delivery system． European Society of Cardiology
Congress 2011（ESC2011）2011.8 Paris
Nakata T， Fujii K， Sawada H， Fukunaga M， Iwasaku
T， Kawasaki D， Masutani M， Lee-Kawabata M,
Ohyanagi M， Masuyama T． The impact of the serum

先進血管治療学

Advanced Vascular Therapeutics

eicosapentaenoic acid to arachidonic acid ratio on
periprocedural microcirculatory damage in patients
undergoing percutaneous coronary intervention.
European Society of Cardiology Congress 2011

■著書■
川﨑大三． IVUS活用法． 横井宏佳 編． 格段にうまくいく
EVTの基本とコツ． 東京：羊土社， 2011:176-80
■学術論文■
［原著］

（ESC2011）2011.8 Paris
Nakata T， Fujii K， Fukunaga M， Kawasaki D， LeeKawabata M， Masutani M， Ohyanagi M， Masuyama T.
The impact of plaque characterization assessed by
intravascular ultrasound on myocardial perfusion

Fujii K， Kawasaki D， Oka K， Akahori H， Fukunaga

after primary angioplasty in patients with ST-segment

M， Sawada H， Masutani M， Lee-Kawabata M ,

elevation myocardial infarction． European Society of

Tsujino T， Ohyanagi M， Masuyama T． Endothelium-

Cardiology Congress 2011（ESC2011）2011.8 Paris

dependent coronary vasomotor response and

F u k u n a g a M， F u j i i K， N a k a t a T， K a w a s a k i D ,

neointimal coverage of zotarolimus-eluting stents 3

Masutani M， Ohyanagi M， Masuyama T． Multiple

months after implantation． Heart 2011;97:977-82

complex coronary atherosclerosis in diabetic patients

Fujii K， Kawasaki D， Oka K， Akahori H， Iwasaku T,

with acute myocardial infarction：a three-vessel

Fukunaga M， Eguchi A， Sawada H， Masutani M,

optical coherence tomography study． European

Lee-Kawabata M， Tsujino T， Ohyanagi M， Masuyama

Society of Cardiology Congress 2011（ESC2011）

T． The impact of pravastatin pre-treatment on

2011.8 Paris

periprocedural microcirculatory damage in patients

F u k u n a g a M， F u j i i K， K a w a s a k i D， S a w a d a H ,

undergoing percutaneous coronary intervention.

Iwasaku T， Nakata T， Akahori H， Masutani M,

JACC Cardiovasc Interv 2011;4:513-20

Ohyanagi M， Masuyama T． Prognostic value of index

Nakata T， Fujii K， Fukunaga M， Kawasaki D， Lee-

of microcirculatory resistance for predicting

Kawabata M， Masutani M， Ohyanagi M， Masuyama T.

microcirculatory damage and myocardial viability

The impact of plaque characterization assessed by

after anterior versus non-anterior myocardial

intravascular ultrasound on myocardial perfusion

infarction． European Society of Cardiology Congress

after primary angioplasty in patients with ST-segment

2011（ESC2011）2011.8 Paris

elevation myocardial infarction． Circ J 2011;75:2642-7
■学会発表■
［国際学会］
Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Sawada H， Nakata

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Sawada H， Miki
K， Nakata T， Iwasaku T， Shibuya M， Akahori H,
Masutani M， Ohyanagi M， Masuyama T． The impact
of thermodilution-derived coronary blood flow pattern
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on severity of microcirculatory damage and mid-term

T， Iwasaku T， Akahori H， Masutani M， Lee-

clinical outcomes in patients with ST-segment

Kawabata M， Ohyanagi M， Masuyama T． Diagnostic

elevation myocardial infarction． American Heart

value of index of microcirculatory resistance for

Association Scientific Sessions 2011（AHA2011）

detection of microcirculatory damage early after

2011.11 Orlando

anterior versus non-anterior myocardial infarction.

Fujii K， Hao H， Fukunaga M， Nakata T， Sawada H,

第75回日本循環器学会総会・学術集会 2011.8 横浜

Shibuya M， Miki K， Kawasaki D， Masutani M,

Kawasaki D， Fujii K， Fukunaga M， Masutani M， Lee-

O h y a n a g i M， M a s u y a m a T． H i s t o p a t h o l o g i c a l

Kawabata M，Ohyanagi M，Masuyama T.

validation of optical coherence tomography analysis

Endovascular treatment of peripheral artery disease

for lipid-rich plaque and thin-cap fibroatheroma.

with CO2 DSA for the patients with risks of contrast-

American Heart Association Scientific Sessions 2011

induced nephropathy and allergic reactions． 第75回日

（AHA2011）2011.11 Orlando
［国内学会］

本循環器学会総会・学術集会 2011.8 横浜
Nakata T， Fujii K， Sawada H， Fukunaga M， Iwasaku

川﨑大三． 症例から学ぶ基本手技：Femoropopliteal．（教

T， Akahori H， Kawasaki D， Masutani M， Lee-

育セッション）第20回日本心血管インターベンション治療学会

Kawabata M，Ohyanagi M，Masuyama T.

（CVIT2011）2011.7 大阪

Relationship between the serum eicosapentaenoic acid

中野雅嗣， 平野敬典， 飯田修， 曽我芳光， 川﨑大三， 鈴

to arachidonic acid ratio with periprocedural

木健之， 宮下裕介， 横井宏佳， 村松俊哉， 南都伸介.

microcirculatory damage in patients undergoing

膝下単独病変に対しバルーン拡張術を施行した重症下肢虚

percutaneous coronary intervention． 第75回日本循環

血を有する維持透析患者の予後J-BEAT registryからの検

器学会総会・学術集会 2011.8 横浜

討．（特別企画）第20回日本心血管インターベンション治療
学会（CVIT2011）2011.7 大阪

F u k u n a g a M， F u j i i K， K a w a s a k i D， N a k a t a T ,
Akahori H， Masutani M， Lee-Kawabata M， Ohyanagi

川﨑大三． IVUS guided EVT for Ilio-femoral CTO．（シ

M， Masuyama T． The impact of balloon inflation

ンポジウム）第20回日本心血管インターベンション治療学会

time on expansion and apposition of zotarolimus-

（CVIT2011）2011.7 大阪
飯田修， 曽我芳光， 平野敬典， 中野雅嗣， 鈴木健之， 川
﨑大三， 宮下裕介． ルーリッシュ症候群に対する血管内治
療成績．（シンポジウム）第20回日本心血管インターベンショ
ン治療学会（CVIT2011）2011.7 大阪

eluting stent． 第75回日本循環器学会総会・学術集会
2011.8 横浜
［地方会等］
西山真知子， 川﨑大三， 福永匡史， 藤井健一， 舛谷元
丸， 川端正明， 大柳光正， 増山理． 腎動脈狭窄による

川﨑大三． IVUS guided EVT for Iliac-CTO．（シンポジウ

慢性心不全の増悪に対し炭酸ガス造影を用いた血管内治療

ム ）第20回日本 心 血 管インター ベンション治 療 学 会

を行い， 心不全が軽快した1例． 第16回日本心血管インタ

（CVIT2011）2011.7 大阪
飯田修， 曽我芳光， 平野敬典， 中野雅嗣， 鈴木健之， 川
﨑大三， 宮下裕介． 膝下動脈単独による重症虚血肢に対

ーベンション治療学会近畿地方会 2011.2 大阪
住吉晃典， 岡克己， 竹中雄也， 糸原佳名子， 中尾伸二，
赤堀宏州， 川﨑大三． CLIに対するEVTを行い， SFAの

する血管内治療の治療期成績．（シンポジウム）第20回日本

残存解離が急性動脈閉塞の原因となった症例． 第16回日

心血管インターベンション治療学会（CVIT2011）2011.7 大

本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2011.2 豊

阪

中

Kawasaki D， Fujii K， Fukunaga M， Masutani M,

福永匡史， 川﨑大三， 藤井健一， 名方剛， 増山理， 舛

Masuyama T． Safety and efficacy of endovascular

谷 元 丸， 大 柳 光 正． 深 部 静 脈 血 栓 症 に 対 す る

therapy with simple homemade carbon dioxide

Endovascular treatment の治療効果． 第111回日本循環

delivery system． 第20回日本心血管インターベンション治

器学会近畿地方会 2011.6 神戸

療学会（CVIT2011）2011.7 大阪
Nakata T， Fujii K， Sawada H， Fukunaga M， Iwasaku

東晃平， 名方剛， 藤井健一， 澁谷真彦， 福永匡史， 河
合健志， 三木孝次郎， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸，

T， Akahori H， Kawasaki D， Masutani M， Lee-

大柳光正． 薬剤溶出ステントが遠隔期の冠動脈内皮機能に

Kawabata M， Ohyanagi M， Masuyama T． Optical

与える影響についての検討． 第112回日本循環器学会近畿

coherence tomography and intravascular ultrasound

地方会 2011.11 京都

analysis of vascular response 3-month after
zotarolimus-eluting stent in patients with versus
without diabetes-mellitus． 第75回日本 循 環 器 学 会 総
会・学術集会 2011.8 横浜
Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Sawada H， Nakata

兵庫医大業績録（2011）

プーアル茶と健康医学

Pu'ercha and Medical Science
［兼任］
筒井ひろ子（病原微生物学 参照）

実践医学コミュニケーション学

Department of Human Communications and
Medical Information System Development
■学術論文■
［研究報告］
森藤ちひろ． 医療機関ホームページの消費者の態度に与える
影響：実験サイトにおける消費者のログデータ分析．（準吉
田秀雄賞受賞）公益財団法人吉田秀雄記念事業財団第9
回助成研究吉田秀雄賞受賞研究集 2011;53-75
■学会発表■
［国内学会］
森藤ちひろ． サービスにおける提供者と消費者の相互作用：
期待と相互作用による患者分類．（ロングセッション）第43回
日本消費者行動研究コンファレンス 2011.11 高槻
■その他■
森藤ちひろ． サービスの選好と自己効力感． 関西学院大学
審査 博士学位論文 2011
森藤ちひろ． あなたらしさを接遇に生かす：自分を知り相手を
理解するコミュニケーションのすすめ． 兵庫県保険医協会加
古川・高砂支部接遇研修会 2011.9 加古川

地域救急医療学

Emergency and Community Medicine
238ページ参照

機能再生医療学

Functional Restorative Medicine
239ページ参照
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兵庫医大業績録（2011）

〔臨床医学系学科目〕
Clinical Medicine Subjects

救急・災害医学／救命救急センター

Emergency and Critical Care Medicine, Disaster Medicine/
Medical Center for Emergency and Critical Care
■著書■

［症例報告］
寺嶋真理子， 小谷穣治， 平田淳一， 山田太平， 宮脇淳
志． 症例報告 積極的な経腸栄養を行い良好な肉芽形成を
みた外傷後壊死軟部組織感染症の一症例．日本外科感染
症学会雑誌 2011;8:375-81
■学会発表■
［国際学会］
Morimura N， Kai T， Sugimoto K， Katsumi A,

小濱圭祐． Q94 集中治療を要する重症疾患におけるPEGの

Kitagawa Y， Nakao H， Nishino M， Hayashi Y,

有用性は？． 東口髙志 編． ナーシングケアQ&A第37号

Kuboyama K， Noguchi H． Literature revies of

徹底ガイド胃ろう（PEG）管理Q&A． 東京：総合医学社,

patient load date of mass gathering events in Japan.

2011:226-7

The 10th Asia Pacific Conference on Disaster

小谷穣治． 催眠・鎮静薬中毒（ベンゾジアゼピン， ブロモバレ

Medicine 2010.8 Sapporo

リル尿素）hypnotics and sedarives poisoning． 山口徹,

Kuboyama K， Kotani J， Hashimoto A， Yamada T,

北原光夫， 福井次矢 編． 今日の治療指針2011年版． 東

Yoshinaga K， Adachi M． Medical activities and

京：医学書院， 2011:129-30

preparedness in professional baseball stadiums in

寺嶋真理子， 小谷穣治． 第7章栄養管理 周術期における栄

Japan. A survey of a mass gathering setting． The

養管理の実際． 外科・救急集中治療における感染症対策

10th Asia Pacific Conference on Disaster Meicine

武居義男 編． 今すぐ実践したい周術期管理と抗菌薬適正
使用． 東京：医薬ジャーナル社， 2011:232-40
■学術論文■
［総説］
小濱圭祐， 小谷穣治． ショックにおける経腸栄養． 救急医学
2011.35:411-6
上田敬博， 井上朋子， 小谷穣治． 総論2 栄養評価． 月刊
レジデント 2011;4:5-22
久保山一敏， 小谷穣治， 岩野仁香． 蘇生後の転帰予測.
救急・集中治療 2011;3:1327-31
尾迫貴章， 小谷穣治． ショックでの鑑別判断・対応 ショックの
認識が遅れると， あなたもショックに・・・．レジデントノート
2011;13:1782-88
上田敬博， 小谷穣治， 橋本篤徳， 寺嶋真理子． 外傷と代
謝栄養管理．日本外科感染症学会雑誌 2011;8:307-15
小濱圭祐， 小谷穣治． 各論：こんなときどうする？重症感染症
患者の栄養管理．レジデントノート 2011;13:2213-7

2010.8 Sapporo
Hashimoto A， Kotani J， Yamada T， Ueda T， Fuse C,
Inoue T， Kwai M， Kohama K， Osako T， Miyawaki
A． The novel method for bedside postpyloric feeding
tube placement using nasal endoscopy． SCCM's 40th
Critical Care Congress 2011.1 San Diego
H a s h i m o t o A， U e d a T， H i r a t a J， K u b o y a m a K ,
Yamada T， Kotani J．The differences between triage
and start that are applied to traom derailment． 17th
World Congress on Disaster and Emergency
Medicine & 14th Conference of the Chinese Society for
Emergency Medicine 2011.5 Beijing
Ueda T， Aoyama M， Kotani J， Miyoshi M， Usami M.
The number of neutrophils in the blood is associated
with the mortality rates of ICU patients． 34th
Annual Conference on Shock 2011.6 Norfolk
Kozaki M， Aoyama M， Inoue T， Takahama M,

久保山一敏， 小谷穣治， 大家宗彦， 尾迫貴章， 布施知佐

Ymauchi C， Maeshige N， Miyoshi M， Ueda T,

香． 各種重症度評価指数を用いた病院到着時の重症度評

Usami M， Kotani J． The effect of IL-18 and the

価． 救急医療ジャーナル 2011;12:25-30
［原著］
源貴裕， 坂本清， 安政勝己， 橋本篤徳， 久保山一敏,

gender difference on the inducible no synthase
（iNOS）in jejunum during endotoxemia． 34th Annual
Conference on Shock 2011.6 Norfolk

吉永和正， 小谷穣治．トリアージナンバとバーコードを利用

Kotani J， Hashimoto A， Yamada T， Fuse C， Inoue T,

した多数傷病者受入時のPACS運用システムの考案−放射

Kohama K， Ueda T， Yamada I． Management of

線部門における多数傷病者受け入れ時の対応−． 日本集

immene system in surgical and critical care patients.

団災害医学会誌 2011;16:35-42

International Surgical Week（ISW2011）2011.8

小 濱 圭 祐． 栄 養 療 法による生 体 反 応 調 節． 救 急 医 学
2011;35:843-7

Yokohama
Terashima M， Kotani J， Hagi A， Aoyama M， Kohama

久保山一敏， 小谷穣治， 橋本篤徳， 山田太平， 吉永和

K， Nakayama M． The effect of parenteral nutrition

正． 平成22年度 地域における疾病および医療等に関する

with n-3 PFAs-enriched lipids on neutrophil apopstosis

研究調査（2）本邦における日常的マスギャザリング医療体制

in the PB and BM during endotoxin-induced systemic

の研究（最終報告）−Jリーグスタジアムにおける救急・集団
災害医療体制の実態調査−． 神緑会学術誌 2011;27:11-3

Inflammation． International Surgical Week
（ISW2011）2011.8 Yokohama

兵庫医大業績録（2011）
I n o u e T，K o t a n i J，U s a m i M，M i y a w a k i A，K a w a i
M, Osako T， Ohya M， Kuboyama K． Utilization of
endogenous fat and exogenous administered long chain
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小谷穣治． Sepsis患者における抗凝固療法～ SSCGの問題
点～．（ランチョンセミナー）第85回日本感染症学会総会・
学術講演会 2011.4 東京

fatty acid（LCFA）and middle-chain fatty acid（MCFA）

河合光徳， 宮脇淳志， 福西成男， 福井智一， 寺嶋真理

during the early phase after surgery. International

子， 小濱圭祐， 吉矢晋一， 小谷穣治． 全人工股関節置

Surgical Week（ISW2011）2011.8 Yokohama

換を行った寛骨臼骨折の5例． 第25回日本外傷学会総会・

Yamauchi C， Aoyama M， Takahara M， Kozaki M,

学術集会 2011.5 堺

Oka N， Maeshige N， Miyoshi M， Okimura Y,

岩野仁香， 上田敬博， 寺嶋真理子， 井上朋子， 山田太

Hamada Y， Kotani J， Usami M． Gender differences

平， 橋本篤徳， 小濱圭祐， 尾迫貴章， 宮脇淳志， 大

in neutorophils apoptosis, blood corticosterone,

家宗彦， 小谷穣治． 広範囲重症熱傷における自家培養皮

insulin and glucose levels during endotoxemia of mice.

膚（ジェイスR）の使用方法と課題． 第37回日本熱傷学会

The 33rd ESPEN Congress 2011.9 Gothenburg

総会・学術集会 2011.6 東京

Kotani J． Strategy for nutritional management in

久保山一敏， 吉永和正， 山﨑達枝， 秋冨慎司， 長崎靖,

critical care patients．（Invited speaker）2011

村上典子． 災害急性期からの遺族支援のための多職連携

Southern International Symposium of Parenteral &

～日本ＤＭＯＲＴ研究会の活動から～．（ワークショップ）第14

Enteral Nutrition（SISPEN）2011.11 Guangzhou
［国内学会］
久保山一敏， 小谷穣治， 上田敬博， 橋本篤徳， 山田太

回日本臨床救急医学会総会・学術集会 2011.6 札幌
久保山一敏， 小谷穣治， 橋本篤徳， 吉永和正， 清水真
幸， 千島佳也子． アクションカードを主軸とした院内多数傷

平， 清水真幸， 千島佳也子， 源貴裕． アクションカードを

病者受入訓練の経験． 第14回日本臨床救急医学会総会・

主軸とした多数傷病者受け入れ体制の構築−兵庫医科大

学術集会 2011.6 札幌

学病院の取り組み−． 第16回日本集団災害医学会総会・
学術集会 2011.2 大阪

小谷穣治， 相引眞幸， 池田寿昭， 今泉均， 遠藤重厚,
落合亮一， 志馬伸朗， 西田修， 野口隆之， 平澤博之,

小谷穣治． Surviving Sepsis Campaign Guideline と抗凝

松 田 直 之， 織 田 成 人． 日本 集 中 治 療 医 学 会 Sepsis

固療法～本邦と海外の違い～．（教育セミナー）第38回日本

Registry を加味した日本版敗血症治療ガイドライン作成の進

集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜

捗状況報告．（ワークショップ）第36回日本外科系連合学会

小谷穣治， 織田成人， 相引眞幸， 池田寿昭， 今泉均， 遠

学術集会 2011.6 浦安

藤 重 厚， 落合亮一， 志 馬 伸 朗， 西 田 修， 野口隆 之,

青山倫子，神前雅彦，前重伯壮，三好真琴，濱田康弘，上田

平 澤 博 之， 松 田 直 之． 日本 集 中 治 療 医 学 会 Sepsis

敬博，小谷穣治，宇佐美眞．エンドトキシン血症下における空

Registry に基づく日本版敗血症治療ガイドライン作成の進捗

腸粘膜iNOSmRNA発現の雌雄差とMyD88経路の関係.

状況報告．（シンポジウム）第38回日本集中治療医学会学

日本外科代謝栄養学会第48回学術集会 2011.7 名古屋

術集会 2011.2 横浜
松田直之， 織田成人， 相引眞幸， 池田寿昭， 今泉均， 遠
藤重厚， 落合亮一， 小谷穣治， 志馬伸朗， 西田修,

小谷穣治． 三大栄養素（糖・蛋白・脂質）の特性と代謝経路
（NST医師教育セミナー 講義）
．日本外科代謝栄養学会第
48回学術集会 2011.7 名古屋

野口隆之， 平澤博之． Sepsis Registry 委員会からの第

小谷穣治， 橋本篤徳， 山田太平， 布施知佐香， 井上朋

２回調査報告．（シンポジウム）第38回日本集中治療医学会

子， 本多釈人， 満保直美， 上田敬博， 大家宗彦， 久

学術集会 2011.2 横浜

保山一敏． Surviving Sepsis Campaign Guidelines にお

小谷穣治， 橋本篤徳， 小濱圭祐， 布施知佐香， 井上朋
子， 尾迫貴章， 宮脇淳志， 大家宗彦， 久保山一敏.
急性肝不全時の代謝・栄養管理と生体肝移植に絡む社会
的問題．（シンポジウム）第38回日本集中治療医学会学術
集会 2011.2 横浜
小谷穣治， 橋本篤徳， 寺嶋真理子， 山田太平， 上田敬

ける抗凝固療法の位置づけ．（パネルディスカッション）第47
回日本腹部救急医学会総会 2011.8 福岡
井上朋子， 山田太平， 橋本篤徳， 寺嶋真理子， 小濱圭
祐， 小谷穣治． 重症急性膵炎におけるSDDの効果の検討
（要望演題）
． 第47回日本腹部救急医学会総会 2011.8 福
岡

博， 児島正道， 高橋留佳， 矢吹浩子． 重症患者の代謝

山田勇， 味木徹夫， 上野公彦， 沢秀博， 大坪出， 吉田

と栄養管理のコツ．（看護部門シンポジウム）第38回日本集

優子， 新関亮， 外山博近， 松本逸平， 木戸正浩， 楠

中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
小谷穣治， 寺嶋真理子， 青山倫子， 上田敬博， 萩彰文,
中山満雄， 小濱圭祐， 宇佐美眞． n-3系多価不飽和脂肪

信也， 堀裕一， 福本巧， 具英成． 当科における急性胆
のう炎に対する緊急手術． 第47回日本腹部救急医学会総
会 2011.8 福岡

酸（PUFAｓ）静脈投与による全身炎症下末梢血および骨

小谷穣治． クリティカルケアにおける代謝栄養管理．（ランチョ

髄好中球（PMN）アポトーシス（Ap）抑制解除．（研究

ンセミナー）第34回日本栄養アセスメント研究会 2011.8 京都

助成金受託者セッション）第26回日本静脈経腸栄養学会

小谷穣治． クリティカルケアにおける代謝栄養管理．（特別講

2011.2 名古屋

演）第14回日本注射薬臨床情報学会 2011.9 西宮
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小谷穣治． 救急塾「救急経腸栄養塾」．（セミナー）第39回
日本救急医学会総会・学術集会 2011.10 東京
小谷穣治． 重症患者における栄養管理．（教育セミナー）第
39回日本救急医学会総会・学術集会 2011.10 東京

の１例． 救命救急・神経内科連携座談会 2011.2 西宮
小谷穣治， 寺嶋真理子． 救急領域における嫌気性菌感染の
治療．（教育講演）第41回嫌気性菌感染症研究会 2011.3
西宮

大家宗彦， 公文啓二， 尾鼻康朗， 小谷穣治， 尾迫貴章,

宮脇淳志， 寺嶋真理子， 河合光徳， 橋本篤徳， 山田太

平田淳一． マウス敗血症モデルにおける心筋細胞のミ
トコンド

平， 小谷穣治． ISS75の多発外傷の治療経験． 第17回

リア遺伝子と， 体細胞遺伝子の障害の検討． 第39回日本

救急整形外傷シンポジウム 2011.3 虻田

救急医学会総会・学術集会 2011.10 東京
久保山一敏， 小谷穣治， 橋本篤徳， 山田太平， 井上朋

小谷穣治． 阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故−本邦２
大災害の医療を経験して思うこと−．（特別講演）第116回

子， 山田勇， 中島有香， 岩野仁香， 満保直美， 吉永

平成22年度第1回日本医師会生涯教育講座 2011.5 山口

和正， 布施知佐香． Jリーグスタジアムにおける救急・集団

秦真紀子， 橋本篤徳， 小谷穣治． DIC治療におけるDPCシ

災害医療体制の現況． 第39回日本救急医学会総会・学術

ミュレーションの検討． 第3回リコモジュリンフォーカスミーティン

集会 2011.10 東京
橋本篤徳， 小谷穣治， 山田太平， 久保山一敏， 井上朋
子， 満保直美， 岩野仁香， 由利幸久， 中島有香． 臨
床的脳死診断後に自発呼吸が再開し， Perfusion CTで脳
幹血流が確認された１例． 第39回日本救急医学会総会・学
術集会 2011.10 東京
平田淳一， 生田真一， 吉江秀範， 飯田洋也， 岡本亮,
別府直仁， 友松宗史， 前田晃宏， 後野礼， 小谷穣治,
山中若樹． 急性虫垂炎における手術適応マーカーの検討.
第39回日本救急医学会総会・学術集会 2011.10 東京
小谷穣治． 阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故．（ランチ
ョンセミナー）第22回日本 急 性 血 液 浄 化 学 会 学 術 集 会
2011.10 久留米
［地方会等］
小谷穣治． HUBとしてのICU−栄養管理−重症度別， 疾患
別．（シンポジウム）第19回日本集中治療医学会東海北陸
地方会 2011.6 名古屋
井上朋子， 小谷穣治， 舛谷元丸， 丸山美津子， 村井陽
一， 中山雅裕， 松本智之． 東日本大震災避難所での食
事栄養に関するアンケート調査． 第104回近畿救急医学研
究会（日本救急医学会近畿地方会）2011.7 大阪

グ 2011.5 神戸
小谷穣治． 救急集中治療における栄養管理の理論と実践.
（特別講演）第11回山梨NST研究会 2011.6 山梨
小谷穣治． 急性期重症患者に対する栄養管理の工夫． 八王
子集中治療セミナー 2011.7 八王子
小谷穣治． 重症感染症の代謝・免疫・栄養管理～最近のトピ
ックスと我々の工夫～． 伊丹市医師会学術講演会 2011.7
伊丹
小谷穣治．日々の救急医療とたまの大災害医療−経験に基づ
く考察と未来への提言−．（特別講演）尼崎市学術座談会
2011.8 神戸
尾迫貴章．（報告）法的脳死判定2回目に中止となった症例を
検討して． 第12回兵庫県臓器提供懇話会 2011.9 神戸
小谷穣治． 敗血症と抗凝固療法～本邦と海外の違い～ ATⅢ
とAPCの関係～．（特別講演）第5回鹿児島DIC/SIRS/
MOFセミナー 2011.9 鹿児島
小谷穣治． 初期輸液治療における低侵襲モニタリングの有用
性． 急性期循環管理セミナー～初期蘇生における循環管理
～ 2011.9 岐阜
尾迫貴章． 法的脳死判定2回目に中止となった症例を経験し
て．（報告）第12回兵庫県臓器提供懇話会 2011.9 神戸

小谷穣治． 免疫修飾栄養素を用いた重症患者の栄養管理−

小谷穣治． 重症病態における代謝・栄養管理の理論と実践

最近のトピックスと我々の工夫−．（ランチョンセミナー）第23

～免疫修飾栄養素を含めて～． 姫路市病院栄養士研究会

回日本熱傷学会甲信地方会学術集会 2010.9 甲府

2011.9 姫路

小谷穣治． ICUにおける栄養管理．（ランチョンセミナー）第3
回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会 2011.10 西宮
［研究会・講演会等］
小谷穣治． 兵庫医科大学病院急性医療総合センターの概要
説明と兵庫県救急安心センター事業への期待．（シンポジウ
ム）第13回兵庫県救急医療フォーラム 2011.1 神戸
小谷穣治． 侵襲下臓器障害発症の病態と治療−Bench to
Bed−．（特別講演）第15回外科難治症例検討会 2011.1
姫路
小谷穣治． セプシス， DIC治療における免疫グロブリン製剤の
役割． 第3回東北セプシスセミナー 2011.1 岩手
小谷穣治． 重症感染とかけて経腸栄養と解く そのココロは？.
（特別講演）第7回日本小児消化管感染症研究会 2011.2 大
阪
徳田良． Perfusion CTが治療に有用であった急性期脳梗塞

久保山一敏． DMAT・消防との連携． 第4回DMORT養成
研修会 2011.9 愛知
小谷穣治． Surviving Sepsis Canpaign Guidelines におけ
る抗凝固療法の位置づけ．（特別講演）敗血症治療を考え
る会 2011.9 神戸
小谷穣治． Surviving sepsis campaign guidelinesと抗凝固
療法．（特別講演）福島県救急フォーラム 2011.10 郡山
小谷穣治． クリティカルケアにおける栄養管理． 平成23年度
NST勉強会 2011.11 神戸
寺嶋真理子． 重症皮膚軟部組織感染症（ガス壊疽とフルニ
エ壊疽の治療方針）
． 適正抗菌科学療法研究会in関西
2011.11 大阪
■その他■
小谷穣治． 急性期における栄養管理． ネスレニュートリションカ
ンパニー2011年キックオフ 2011.1 沖縄
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小谷穣治． Surviving sepsis campaign guidelinesと抗凝固
療法．（特別講演）北九州DICセミナー 2011.2 北九州
久保山一敏． 脳死・法的脳死判定． 2010年度西日本支部

山田太平． Shock & Trauma ～救急医療は現場から始まる
～． 阪神地区消防長会救急隊員研修会 症例検討会
2011.12 西宮

府県コーディネーター会議 2011.2 西宮
小谷穣治． 重症敗血症・DICとリコモジュリン製剤の使用経

病院病理部門／病院病理部

験．（特別講演）DIC研究会 2011.3 長岡

Division of Surgical Pathology/
Surgical Pathology

小谷穣治． 阪神淡路大震災とJR福地山脱線列車事故−本
邦2大災害医療の経験から学んだこと． 第6回准講会セミナ
ー 2011.3 宇部
小谷穣治． 阪神間の救急医療の現状と問題点．（記念講
演）第１回県立尼崎病院＆県立塚口病院合同地域医療懇
話会 2011.3 尼崎

■著書■
羽尾裕之． プラーク破綻の病理． 児玉和久 編． 心臓血管
画像MOOK4． 東京：産業開発機構， 2011:54-8

小谷穣治． 阪神淡路大震災・JR福知山線脱線事故 本邦２

羽尾裕之． 正常大動脈弁の解剖， 正常僧帽弁の解剖． 中

大災害医療を経験して思うこと+東日本巨大地震災害医療報

谷敏・吉川純一 編． 新・心臓病診断プラクティス大動脈

告． 味の素製薬株式会社社内レクチャー 2011.4 神戸

弁・僧帽弁疾患を心エコー図で診る・活かす． 東京：文光

上田敬博． ①当センターにおける抗不整脈薬， 抗血小板薬
の使用法について， ②カンボジア医療指導報告． サノフィ・

堂， 2011:2-4,124-6
■学術論文■
［総説］

アベンティス株式会社社内研修 2011.4 神戸
小谷穣治．「知って得する救急・災害医療の知識−阪神淡路

Hao H， Ishibashi-Ueda H， Tsujimoto M， Ueda Y,

大震災とJR福知山線脱線事故の治療経験から市民の皆様

Shite J， Gabbiani G， Fujii K， Hirota S． Drug-

に伝えたい事−」． 平成23年度インターカレッジ西宮医学レク

Eluting Stent: Importance of clinic-pathological

チャー 2011.4 西宮

correlations． Circ J 2011;75:1548-58

上田敬博． 東日本大震災とDMATについて．（教育講演）
阪神地区消防長会救急隊員研修会 2011.6 西宮

異検索の意義． 消化器外科 2011;34:151-7

久保山一敏． 救急と蘇生 最近の話題． 平成23年度福岡歯
科大学同窓会兵庫県支部学術講演会 2011.6 神戸
小谷穣治．（緊急企画）被災地医療支援レポート−東日本大
震災被災地医療に見る医療提言−． 第14回兵庫NST研
究会学術講演会 2011.6 神戸
disaster medical system． Institute of Health Science
of Royal Cambodia Army Force,

Phnom

Kingdom of Cambodia 2011.7 Phnom Penh

小谷穣治． 集中治療における感染症および感染対策教育につ
いての検討会． ザイボックスアドバイス会議 2011.7 東京
上田敬博． 東日本大震災・大規模災害について． 平成23年
7月救急隊員指導医研修 2011.7 芦屋
小谷穣治． 大災害時に私たちができること． 甲子園短期大学
総合教養講座 2011.7 西宮
宮脇淳志． 骨盤骨折・脊椎外傷． 阪神地区消防長会救急
隊員研修会 症例検討会 2011.9 西宮
小谷穣治． 災害と医療． 勝谷誠彦さんと考える「災害と医
療」～できること， できないこと～．（シンポジウム）尼崎市
民フォーラム 2011.9 尼崎
小谷穣治． 大災害時救助活動−一般市民の方々が知っておく
べきこと−． 兵庫医科大学第40回醫聖祭医療シンポジウム
2011.11 西宮
久保山一敏． DMATの活動． 兵庫医科大学第40回醫聖祭
医療シンポジウム 2011.11 西宮
小谷穣治． 褥瘡と栄養管理． 関西労災病院褥瘡対策研修
会 2011.11 尼崎

廣田誠一． 病理診断に役立つ分子生物学 第2部 病理診断
医になじみのある疾患関連分子 KIT（解説編）
． 病理と臨
床 2011;29（臨時増刊）:169-73
廣田誠一． 病理診断に役立つ分子生物学 第2部 病理診断
医になじみのある疾患関連分子 KIT（診断編）
． 病理と臨

小 谷 穣 治． Current status of Japanese emergency and

Penh,

廣田誠一， 磯崎耕次， 羽尾裕之． GISTにおける遺伝子変

床 2011;29（臨時増刊）:174-80
羽尾裕之， 飯原弘二， 塚本吉胤， 廣田誠一， 植田初江.
頸動脈狭窄， CEAの標本から． 病理と臨床 2011;29:23741
羽尾裕之， 廣田誠一， 植田初江． DESの病理． 病理と臨
床 2011;29:221-5
羽尾裕之． BMS留置後の病理． Coronary Intervention
2011;7:9-14
飯島尋子， 田中弘教， 吉田昌弘， 會澤信弘， 西上隆之，
廣田誠一， 西口修平． 慢性肝疾患の非侵襲的線維化
診 断 法． 特 集：肝 炎 診 療 の 新たな展 開． 綜 合 臨 牀
2011;60:43-8
神田達夫， 廣田誠一， 畠山勝義． GISTに対する内科治療.
Medixal Practice 2011;28:341-6
神田達夫， 廣田誠一， 石川卓， 金子博， 畠山勝義． 消化
管間質腫瘍（GIST）
． 臨床外科 2011;66:450-3
田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 森脇英一朗， 岩井孝
史， 高嶋智之， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎
本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 廣田誠一，
西上隆之， 辻村亨， 藤元治朗， 西口修平． Sonazoid造
影超音波検査による肝細胞癌の悪性度分類の有用性.
Rad Fan 2011;9:63-5
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礒崎耕次， 廣田誠一． 形態診断に役立つ組織化学・分子

井出義人， 玉井正光， 廣田誠一， 村田幸平． 術後15年目

生物学 間葉系腫瘍の診断 GISTの遺伝子解析と悪性度診

に腹腔内巨大腫瘤で発生した再発小腸GISTの1例． 癌と

断． 胃と腸 2011;46:1411-6
［原著］
Hao H， Iihara K， Ishibashi-Ueda H， Saito F， Hirota
S． Correlation of thin fibrous cap possessing

化学療法 2011;38:2208-10
原田律子， 榎本利香， 糸山雅子， 岡村義弘， 織田みほ，
鳥居良貴， 山本格士， 廣田誠一． 胞巣状軟部肉腫２例
の捺印細胞像．日本臨床細胞学会雑誌 2011;50:35-9

adipophilin-positive macrophages and intraplaque

中尾篤， 山田祐介， 東郷容和， 古倉浩次， 塚本吉胤，

hemorrhage with high clinical risk for carotid

廣田誠一． 術後6年目に骨盤内再発をきたした精索脂肪肉

endarterectomy． J Neurosurg 2011;114:1080-7

腫． 臨床泌尿器科 2011;65:235-7

Akahori H， Tsujino T， Naito Y， Matsumoto M， Lee-

坂根理矢， 鍔本浩志， 池田ゆうき， 井上佳代， 金沢理一

Kawabata M， Ohyanagi M， Mitsuno M, Miyamoto Y,

郎， 小森慎二， 羽尾裕之， 廣田誠一． 妊孕能温存治療

Daimon T， Hao H， Hirota S， Masuyama T.

後に再発を認めた低悪性度子宮内膜間質肉腫の 2 症例.

Intraleaflet haemorrhage is associated with rapid
progression of degenerative aortic valve stenosis.
Eur Heart J 2011;32:888-96
Sakao S， Hao H， Tanabe N， Kasahara Y， Kurosu K,
Tatsumi K． Endothelial-like cells in chronic
thromboembolic pulmonary hypertension: crosstalk
with myofibroblast-like cells． Respir Res 2011;12:109
［症例報告］
Hao H， Itoyama M， Tsubamoto H， Tsujimoto M,

産婦人科の進歩 2011;63:99-105
井上佳代， 鍔本浩志， 金澤理一郎， 堀内功， 小森慎二,
田端千春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 腹水細胞
診にて診断した大網原発悪性中皮腫の１例． 産婦人科の
進歩 2011;63:106-11
丸山琢雄， 山田祐介， 上田康生， 樋口喜英， 野島道生,
山本新吾， 造住誠孝， 廣田誠一， 橋本貴彦， 土井裕,
藪元秀典， 吉田隆夫． MVAC動注化学療法が著効した
前立腺尿路上皮癌の1例． 泌尿器科紀要 2011;57:255-9

Hirota S． Large cell neuroendocrine carcinoma of the

山田裕介， 上田康生， 樋口喜英， 鈴木透， 丸山琢雄,

cervix associated with intestinal variant invasive

近藤宣幸， 野島道生， 山本新吾， 野田雅史， 冨田尚

mucinous adenocarcinoma． Pathol Int 2011;61:55-7

裕， 造住誠孝， 廣田誠一． 遺伝性非ポリポーシス大腸癌

Hamada S， Masago K， Mio T， Hirota S， Mishima

に異時性両側上部尿路癌と膀胱癌を合併した1例． 泌尿器

M． Good clinical response to imatinib mesylate in
atypical thymic carcinoid with KIT overexpression.
J Clin Oncol 2011;29:9-10.
T a t s u d a K， K a n d a T， I s h i k a w a T， H i r o t a S ,
Nishikura K， Yajima K， Kosugi S， Hatakeyama K.

科紀要 2011;57:559-63
平野博嗣， 吉田智美， 竹長真紀， 福岡正人， 吉村久,
橘史朗， 廣田誠一， 造住誠孝， 中正恵二， 寺田信行.
骨盤内の小腸原発Gastrointestinal stromal tumorの1切
除例． 診断病理 2011;28:207-10

Secondary resistance to imatinib mesylate 70 months

佐藤誠， 黒川正人， 柳沢曜， 中山玲伊子， 桂良輔， 塚本

after initiation of therapy in a patient with a

吉胤， 三村みどり． 側頭部と殿部に有棘細胞癌を発症した

metastatic gastric gastrointestinal stromal tumor.

異時性重複癌の１例.

Clin J Gastroenterol 2011;4:218-22
Kuroda N， Tanida N， Hirota S， Daum O， Hes O,
Michal M， Lee GH． Familial gastrointestinal

Skin Cancer 2011;26:161-4

［研究報告］
中村純子， 上岡英樹， 川嶋雅也， 東誠二， 峯由美子，
山下展弘， 川村道広， 長岡克也． 病理検査・細胞検査

stromal tumor with germ line mutation of the

サーベイ報告．（社）兵庫県臨床検査技師会 平成22年度

juxtamembrane domain of the KIT gene observed in

（第30回）兵臨技精度管理調査（コントロールサーベイ）解

r e l a t i v e l y y o u n g w o m e n． A n n D i a g n P a t h o l
2011;15:358-61
Iimuro Y， Asano Y， Suzumura K， Yada A， Hirano

析資料集 2011:201-32
■学会発表■
［国内学会］

T， Iijima H， Nishiguchi S， Hirota S， Fujimoto J.

羽尾裕之， 植田初江， 斯波真理子， 廣田誠一． 循環器疾

Primary Squamous cell carcinoma of the liver: an

患の制圧に向けて：心血管病理病態研究の新展開 スタチン

uncommon finding in contrast-enhanced

時代の心血管病変（ワークショップ）第100回日本病理学会

ultrasonography imaging． Case Rep Gastroenterol
2011;5:628-35
Fujioka H， Futani H， Fukunaga S， Okuno H， Kano
M， Tsukamoto Y， Tanaka J， Yoshiya S: Posterior

総会 2011.4 横浜
塚本吉胤， 中井真由美， 廣田誠一． 大腸癌類似の組織像
を呈した肺腺癌の一例． 第100回日本病理学会総会 2011.4
横浜

interosseous nerve palsy caused by synovial

前田環， 塚本吉胤， 伊藤敬， 廣田誠一． 喉頭に発生した

chondromatosis arising in the annular periradial

異型カルチノイドの例． 第100回日本病理学会総会 2011.4

recesses of the elbow． Mod Rheumatol 2011;21:192-6

横浜
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松田育雄， 塚本吉胤， 造住誠孝， 廣田誠一． 表層で軽度
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美， 羽尾裕之， 塚本吉胤， 廣田誠一， 辻村亨． 肉腫

異型， 深層で高度異型を呈した皮膚平滑筋肉腫の提示.

型悪性胸膜中皮腫の細胞学的検討． 第50回日本臨床細胞

第100回日本病理学会 2011.4 東京

学会秋期大会 2011.10 東京

造住誠孝， 中井真由美， 伊藤敬， 松田育雄， 大橋明子,

中村純子， 鳥居良貴， 岡村義弘， 糸山雅子， 織田みほ，

羽尾裕之， 塚本吉胤， 廣田誠一． 膀胱原発carcinoid

山本格士， 伊藤敬， 松田育雄， 羽尾裕之， 廣田誠一.

tumorの1例． 第100回日本病理学会 2011.4 東京

子宮頚部細胞診におけるAGCの細胞像と病理組織診断の

伊藤敬， 廣田誠一， 羽尾裕之， 塚本吉胤, 松田育雄， 中
井真由美， 造住誠孝， 大橋明子． 著明な神経周囲腔侵
襲を伴い皮膚転移を来たした浸潤性乳管癌の一例． 第100
回日本病理学会 2011.4 東京
羽尾裕之． ACSの病理と冠動脈イメージング．（Web発表）
（ランチョンセミナー）第70回日本 医 学 放 射 線 学 会 総 会
2011.5 東京

比較検討． 第50回日本臨床細胞学会秋期大会 2011.10 東
京
羽尾裕之． 冠動脈の動脈硬化・血栓形成の病理．（Meet
the Expert）第25回日本冠疾患学会学術集会 2011.12 大
阪
［地方会等］
山本格士， 鳥居良貴， 岡村義弘， 糸山雅子， 榎本利香,

山本格士， 鳥居良貴， 岡村義弘， 織田みほ， 中村純子，

織田みほ， 中村純子， 石田誠実， 塚本吉胤， 廣田誠

石田誠実， 塚本吉胤， 廣田誠一． 腹水中に出現した非

一， 辻村亨． 心膜に発生した低分化型悪性中皮腫の１

腹膜原発の中皮腫の2例． 第52回日本臨床細胞学会総会

例． 日本 臨 床 細 胞 学 会 大 阪 府 支 部 第36回 学 術 集 会

春期大会 2011.5 福岡

2011.3 大阪

荒木孝一郎， 廣田智美， 藤原数美， 西川滋人， 千葉渉,

石田誠実， 鳥居良貴， 岡村義弘， 糸山雅子， 榎本利香,

渡邉千尋， 山本格士， 辻村亨． 胸水細胞診で悪性胸膜

織田みほ， 中村純子， 山本格士， 塚本吉胤， 廣田誠

中皮腫の診断に至った一症例． 第52回日本臨床細胞学会

一． 気管支鏡下擦過細胞診に腫瘍細胞が出現した悪性胸

総会春期大会 2011.5 福岡

膜中皮腫の一例．日本臨床細胞学会大阪府支部第36回学

松田育雄， 廣田誠一． グローバルなヒストン修飾パターンは正
常のリンパ組織と悪性リンパ腫の間で保存されている． 第51
回日本リンパ網内系学会総会 2011.7 福岡

術集会 2011.3 大阪
神谷瞳， 大搗泰一郎， 岡田あすか， 福岡和也， 中野孝
司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 血液透析患者に発症した肺

滝野寿， 梅宮敏文， 迫欣二， 徳永英博， 小川勝成， 菅

腺癌に対してCarboplatin+Paclitaxel+Bevacizumab併用

原勲， 東恭悟， 鳥居良貴．日臨技 免疫組織化学染色の

療法が有効であった１例． 第194回日本内科学会近畿地方

精度管理調査報告． 第60回日本医学検査学会 2011.6 東
京

会例会 2011.6 奈良
佐々木亨， 紺屋浩之， 小嶋和絵， 竹原樹里， 福岡準人,

Hao H， Fujii K， Hirota S． 動脈硬化の画像と病理像の対

渋谷孝裕， 金山良男， 鹿口千秋， 伊藤敬， 羽尾裕之.

比 What we are observing through vascular imaging-

重症肺炎に膿胸を併発し急激な転帰を辿った糖尿病の1剖

From a viewpoint of pathologist．（シンポジウム）第43

検例． 第22回日本老年医学会近畿地方会 2011.11 西宮

回日本動脈硬化学会学術総会 2011.7 札幌

田岡利宜也， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容

今村美智子， 村瀬慶子， 西藤勝， 宮川義仁， 王孔志,

和， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

藤元治朗， 冨田尚裕， 伊藤敬， 一井重利， 畑田卓也,

生， 山本新吾， 吉岡優， 造住誠孝， 廣田誠一．６年間

三好康雄．リンパ節転移巣におけるER， PR， ki-67発現

経過観察されていた後腹膜Castleman病の１例． 第217回

の検討． 第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台

日本泌尿器科学会関西地方会 2011.12 大阪

藤井健一， 羽尾裕之， 徳永匡史， 澤田悠， 名方剛， 渋

村上亜紀， 柴田英輔， 金村晋吾， 本田実紀， 神谷瞳,

谷真彦， 大柳光正， 増山理． 血管内イメージングの最前

大桒久弥， 前田理沙， 大搗泰一郎， 平山倫子， 岡田あ

線Histological validation of optical coherence

すか， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中野孝司,

tomography detected lipid-rich．（シンポジウム） 第59

福岡和也， 塚本吉胤， 廣田誠一． 気管支鏡下生検で腫

回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

瘍壊死部分に多数のアスペルギルス菌糸を認めた肺腺癌の

柳井亜矢子， 伊藤敬， 廣田誠一， 片桐豊雅， 笹三徳,
冨田尚裕， 三好康雄． 閉経前乳がんにおけるエストロゲ
ン受容体のダウンレギュレーションについての検討． 第70
回日本癌学会学術総会 2011.10 名古屋

一例． 第90回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2011.12
大阪
大搗泰一郎， 福岡和也， 平山倫子， 金村晋吾， 柴田英
輔， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 寺田

中村純子， 鳥居良貴， 岡村義弘， 糸山雅子， 織田みほ,

貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣,

山本格士， 伊藤敬， 松田育雄， 羽尾裕之， 廣田誠一.

田端千春， 中野孝司， 坪田紀明， 木田有利， 中西健,

子宮頸部細胞診におけるAGCの細胞像と病理組織診断の

塚本吉胤， 廣田誠一．〝Miliary Mesothelioma″
の１例.

比 較 検 討． 第50回日本 臨 床 細 胞 生 物 学 会 秋 期 大 会

第90回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2011.12 大阪

2011.10 東京
鳥居良貴， 石田誠実， 山本格士， 造住誠孝， 中井真由

米山知寿， 山田秀哉， 田端千春， 村上亜紀， 岡田あす
か， 田村邦宣， 中野孝司， 福岡和也， 塚本吉胤， 廣
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田誠一． シスプラチンとペメトレキセドの併用化学療法に
て完全奏効が得られた悪性腹膜中皮腫の1例． 第196回日
本内科学会近畿地方会 2011.12 京都
柴田英輔， 田村邦宣， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀
哉， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣
田誠一． 臍転移（Sister Mary Joseph's nodule）を来し
た悪性腹膜中皮腫の１例． 第196回日本内科学会近畿地方
会 2011.12 大阪
［研究会・講演会等］
山本格士． 悪性胸膜中皮腫の一症例． 第5回中皮腫細胞診
セミナー＆第10回瀬戸内細胞診セミナー 2011.1 岡山
岡村義弘． 尿細胞診の症例． 第10回泌尿器細胞診カンファ
レンス 2011.2 大阪
羽尾裕之． PCI専門医が知っておくべき病理の知識．（特別
講演）第4回近畿OCT勉強会 2011.4 神戸
羽尾裕之． DESの病理．（特別講演）第29回富山PTCA研
究会 2011.5 富山
山本格士． 中皮腫の細胞像について． 第2回病理・細胞検
査分野研修会 2011.7 大津

戸田好信， 畠山重春， 廣井禎之， 鳥居良貴． 初級病理
技術講習会テキスト． 東京：日本臨床検査同学院， 2011.6
鳥居良貴． 唾液腺細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 細胞検
査士養成課程 2011.6 神戸
山本格士． 中皮腫の細胞像鏡検実習． 第2回病理・細胞検
査分野研修会 2011.7 大津
内藤善哉， 青木裕志， 安部仁， 岩井宗男， 江口光徳，
片山博徳， 川島徹， 小松京子， 末吉徳芳， 田口勝二，
戸田好信， 畠山重春， 廣井禎之， 鳥居良貴． 初級病理
技術講習会テキスト． 大阪：日本臨床検査同学院， 2011.7
山本格士． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度細
胞検査士認定試験対策講座 細胞検査士認定試験セミナー
2011.8 大阪
中村純子． 細胞診ジュニアコース 一次模擬試験（筆記模試
①）
．（社）兵庫県臨床検査技師会 細胞検査定期講習会
2011.9 神戸
山本格士． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度細
胞検査士認定試験対策講座 細胞検査士認定試験セミナー
2011.10 大阪

羽尾裕之． 心臓CTによる冠動脈プラーク診断：心臓病診療に

中村純子． 細胞診ジュニアコース 一次模擬試験（筆記模試

おける位置づけを巡って病理学見地からみたさまざまな冠動

②）
．（社）兵庫県臨床検査技師会 細胞検査定期講習会

脈プラーク－．（シンポジウム）第5回SCCT研究会 2011.9
東京
■その他■
山本格士． 細胞診実習．（ワークショップ症例）第5回中皮腫
細胞診セミナー＆第10回瀬戸内細胞診セミナー 2011.1 岡山
山本格士． 婦人科細胞診 子宮（頸部）の構造と組織像・細
胞診． 平成23年度細胞検査士認定試験対策講座 細胞検
査士認定試験セミナー 2011.4 大阪
鳥居良貴． 婦人科細胞診実習・頚部腺癌Ⅰ（スライド・顕微
鏡）
． 細胞検査士養成課程 2011.5 神戸

2011.10 神戸
鳥居良貴． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2011.11 神戸
山本格士． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度細
胞検査士認定試験対策講座 細胞検査士認定試験セミナー
2011.11 大阪
鳥居良貴． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 細胞検査士養
成課程 2011.12 神戸
中村純子． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2011.12 神戸

鳥居良貴． 婦人科細胞診実習・頚部腺癌Ⅱ（スライド・顕微
鏡）
． 細胞検査士養成課程 2011.5 神戸
山本格士． 婦人科細胞診 子宮（体部）の構造と組織像・細
胞診． 平成23年度細胞検査士認定試験対策講座 細胞検

輸血学／輸血部

Blood Transfusion/Blood Transfusion

査士認定試験セミナー 2011.5 大阪
山本格士． 婦人科細胞診 卵巣の構造と疾患・組織像・細胞
診． 平成23年度細胞検査士認定試験対策講座 細胞検査
士認定試験セミナー 2011.5 大阪
山本格士． 婦人科細胞診実習・内 膜（スライド・顕微鏡）
．
細胞検査士養成課程 2011.5 神戸
山本格士． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度細
胞検査士認定試験対策講座 細胞検査士認定試験セミナー
2011.5 大阪
山本格士． 婦人科細胞診実習・卵 巣（スライド・顕微鏡）
.
細胞検査士養成課程 2011.6 神戸
山本格士． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成23年度細
胞検査士認定試験対策講座 細胞検査士認定試験セミナー
2011.6 大阪

■学術論文■
［原著］
Bouike Y， Imoto S， Mabuchi O， Kokubunji A， Kai
S， Okada M， Taniguchi R， Momose S， Uchida S,
Nishio H． Infectivity of HBV DNA positive donations
identified in look-back studies in Hyogo-Prefecture,
Japan． Transfus Med 2011;21:107-15
Eguchi R， Fujimori Y， Takeda H， Tabata C， Ohta T,
Kuribayashi K， Fukuoka K， Nakano T． Arsenic
trioxide induces apoptosis through JNK and ERK in
human mesothelioma cells． J Cell Physiol
2011;226:762-8
Naito Y， Tsujino T， Fujimori Y， Sawada H， Akahori

内藤善哉， 青木裕志， 安部仁， 岩井宗男， 江口光徳，

H， Hirotani S， Ohyanagi M， Masuyama T． Impaired

片山博徳， 川島徹， 小松京子， 末吉徳芳， 田口勝二，

expression of duodenal iron transporters in Dahl salt-

兵庫医大業績録（2011）
sensitive heart failure rats． J Hypertens 2011;29:7418
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2011.11 Taipei
［国内学会］

Maeda R， Tabata C， Tabata R， Eguchi R， Fujimori Y,

池本純子，藤田典子，国分寺晃，甲斐俊朗，中野智彦,

Nakano T． Is serum thioredoxin-1 a useful clinical

中田文，冨加見教男，三崎真生子，中島有香，小野淳一

marker for malignant pleural mesothelioma?.

郎，岡本恭明，大塚欣敏，谷澤隆邦，谷口享子，吉原

Antioxid Redox Signal 2011;15:685-9

哲，海田勝仁，藤岡龍哉，岡田昌也，池亀和博， 小川

Kunimasa K， Ahn MR， Kobayashi T， Eguchi R,
Kumazawa S， Fujimori Y， Nakano T， Nakayama T,

啓恭．顆粒球の動員および採取効率の検討．（ポスターセッ
ション）第33回日本造血細胞移植学会総会 2011.3 松山

Kaji K， Ohta T． Brazilian propolis suppresses

小林珠実， 伊藤史織， 川岸万佑子， 谷原知香， 入江玲

angiogenesis by inducing apoptosis in tube-forming

子， 村田理恵， 甲斐俊朗． 兵庫さい帯血バンクにおける

endothelial cells through inactivation of survival

臍帯血申込後の移植中止症例の解析． 第33回日本造血細

signal ERK1/2． Evid Based Complement Alternat

胞移植学会総会 2011.3 松山

Med． 2011;ID870753:1-8
Okada M， Satake A， Kaida K， Taniguchi K,
Yoshihara S， Ikegame K， Tamaki H， Soma T,

国分寺晃． 不規則抗体検査の重要性について．（誌上開催）
（ 共 催セミナー） 第59回日本 輸 血･細 胞 治 療 学 会 総 会
2011.4 東京

Fujimori Y， Ogawa H． Successful treatment with

入江玲子， 川岸万佑子， 伊藤史織， 谷原知香， 小林珠

nilotinib after imatinib failure in a CML patient with a

実， 藤田典子， 村田理恵， 池本純子， 前田和宏， 松

four-way Ph chromosome translocation and point

下恵子， 郡谷哲男， 国分寺晃， 甲斐俊朗． 臍帯血移植

mutations in BCR/ABL gene． Int J Hematol

における出庫前解凍検査と生着について．（誌上開催）第

2011;93:243-6

59回日本輸血･細胞治療学会総会 2011.4 東京

K a t o K ， Y o s h i m i A， I t o E ， O k i K ， H a r a J ,

池本純子， 藤田典子， 入江玲子， 郡谷哲男， 国分寺晃,

Nagatoshi Y， Kikuchi A， Kobayashi R， Nagamura-

甲斐俊朗． 成分採血装置を用いた顆粒球採取成績と輸注

Inoue T， Kai S， Azuma H， Takanashi M,

後の評価．（誌上開催）第59回日本輸血･細胞治療学会総

I s o y a m a K， K a t o S；J a p a n C o r d B l o o d B a n k
Network． Cord blood transplantation from unrelated

会 2011.4 東京
池本純子， 入江玲子， 藤田典子， 村田理恵， 前田和宏,

donors for children with acute lymphoblastic leukemia

松下恵子， 郡谷哲男， 国分寺晃． ABO血液型オモテ・

in Japan：the impact of methotrexate on clinical

ウラ不一致症例の解析 血液疾患患者における赤血球抗原

outcomes． Biol Blood Marrow Transplant

異常症例の移植前後の追跡検査． 第60回日本医学検査学

2011;17:1814-21

会 2011.6 東京

Tada N， Hinotsu S， Urushihara H， Kita F， Kai S,

竹田理恵， 金森洋子， 池本純子， 前田眞紀子， 桒垣美

Takahashi TA， Kato S， Takanashi M， Ito K,

雪， 藤井誠二， 小柴賢洋． XE5000およびXE2100による

Sawai H， Maekawa T， Kosugi S， Kawakami K.

HPC測定の検討． 第12回日本検査血液学会学術集会

The current status of umbilical cord blood collection

2011.7 倉敷

in Japanese medical centers：survey of obstetricians.
Transfus Apher Sci 2011;44:263-8
福岡和也， 栗林康造， 藤盛好啓， 中野孝司． 当院におけ
る外来化学療法の現況−悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキ
セド＋シスプラチン併用療法の外来化学療法における安全性
の検討−． 肺癌 2011:51:109-112
国分寺晃． 輸血療法における輸血用血液製剤の使用状況と
輸血管理料について． 医療と検査機器・試薬 2011;34:27985
国分寺晃． 検査法・判定基準における精度管理． Medical
Technology 2011;39:1480-86
■学会発表■
［国際学会］

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 中野孝司， 小川啓
恭． Fynの欠損が悪性中皮腫におけるSrc family kinase
阻害剤によるアポトーシスに必須である． 第84回日本生化
学会大会 2011.9 京都
江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 小川啓恭． 悪性中皮腫
においてfynの欠損がSrc family kinase 阻害によるアポトー
シスに必須である． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10
名古屋
Okada M， Takatsuka H， Samejima H， Ifuku H,
Adach Y， Okuda K， Kurata M， Mizuno I,
Maruyama T， Nagano S， Tabata S， Tamakane A,
Uchida M， Takahashi T， Hashimoto H,
Matsumoto K， Morita K， Fujioka T， Misawa M,

Kokubunji A， Takenouchi H， Murata R， Kajiki Y,

Fujimori Y， Ogawa H． Nilotinib serum levels are

Sakamoto A， Ikemoto J， Kubuki Y， Fujimori Y,

associated with clinical response in patients with

Simoda K， Kai S． Evaluation of eight-column gel

CML． 第73回日本血液学会学術集会 2011.10 名古屋

card based on the column agglutination technique（DG
GELL®）
． The 22nd Regional Congress of the ISBT

［地方会等］
国分寺晃， 郡谷哲男， 藤田典子， 入江玲子， 藤本珠何,
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村田理恵， 池本純子， 前田和宏， 松下恵子， 藤盛好

2011;31:500

啓， 甲斐俊朗， 植木隆介， 下出典子， 多田羅恒雄,

道免和久． 片 麻 痺 上 肢 への革新的治療法 C I 療法の理論

太城力良． 胸部大動脈人工血管置換術症例におけるクリオ

と実 際． The Japanese Journal of Rehabilitation

プレシピテートの有用性について． 第55回日本輸血・細胞治

Medicine 2011;48:184-8

療学会近畿支部総会 2011.11 西宮
池本純子， 藤田典子， 入江玲子， 藤本珠何， 村田理恵,
川岸万佑子， 谷原知香， 小林珠実， 前田和宏， 松下恵
子， 郡谷哲男， 国分寺晃， 藤盛好啓， 甲斐俊朗． 院

丸本浩平， 道免和久． 脳卒中急性期に活用可能な評価スケ
ール（第3回）下肢機能・移動能力． 総合リハビリテーシ
ョン 2011;39:665-70
吉矢晋一， 中山寛， 水野貴文， 道免和久． スポーツ整形

内における血液細胞処理「採取から細胞調整・凍結保存・

外科 術後リハビリテーション・プログラム（第13回）下肢のス

出庫」．（アフタヌーンセミナー）第55回日本輸血・細胞治療

ポーツ損傷 膝MCL損傷． 臨床スポーツ医学 2011;28:1017-

学会近畿支部総会 2011.11 西宮
［科学研究費等班会議］
甲斐俊朗． 複数臍帯血移植臨床第II相試験． 厚生労働科
研加藤班班会議 2011.1 東京
［研究会・講演会等］
甲斐俊朗． 末梢血幹細胞移植−幹細胞の品質管理−． はり
ま造血幹細胞移植講演会 2011.1 姫路
川岸万佑子． 日本さい帯血バンクネットワークよりの報告．さい
帯血バンク採取従事者・ボランティア合同研修会 2011.2 神
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島田憲二， 道免和久． 診療の秘訣 嚥下障害を見逃さない
誤嚥性肺炎になる前に． Modern Physician 2011;31:889
竹林崇， 花田恵介， 細見雅史， 児玉典彦， 道免和久.
当院におけるConstraint-induced movement therapy（CI
療法）の実践と効果． 作業療法ジャーナル 2011;45:812-8
山崎允． ポジショニング・モビライゼーション． Expert Nurse
2011;27:30-5
［原著］
Koyama T， Domen K， Yokoe M， Sakoda S， Kandori

戸
澤田暁宏， 池本純子， 徳川多津子， 岡田昌也， 日笠聡,

A． Psychometrics of Dominant Right Hand During

小川啓恭． 原発性マクログロブリン血症に合併したI g M 抗

the 9-Hole Peg Test：Differences Between Peg

体による自己免疫性血小板減少症． 第18回近畿 I T P 研究

Placement and Removal． PM & R 2011:3;40-4

会 2011.3 大阪
川岸万佑子． 兵庫さい帯血バンク現況報告． 第19回近畿臍
帯血幹細胞移植研究会 2011.5 大阪
入江玲子， 川岸万佑子， 伊藤史織， 谷原知香， 小林珠
実， 村田理恵， 国分寺晃， 甲斐俊朗． 臍帯血移植にお

Koyama T， Sako Y， Konta M， Domen K． Poststroke
discharge destination：functional independence and
sociodemographic factors in urban Japan． J Stroke
Cerebrovasc Dis 2011;20:202-7
花田恵介， 竹林崇， 細見雅史， 髻谷満， 児玉典彦， 道

ける出庫前解凍検査と生着の検討． 第19回近畿臍帯血幹

免和久． 外来診療におけるCI療法の実践報告． 総合リハ

細胞移植研究会 2011.5 大阪

ビリテーション 2011;39:367-72

国分寺晃． ABO不適合輸血のメカニズム． 平成23年度日臨
技近畿地区輸血研修会 2011.9 和歌山

福岡達之， 杉田由美， 川阪尚子， 吉川直子， 野﨑園子,
寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 呼気抵抗負荷トレー
ニングによる舌骨上筋群の筋力強化に関する検討．日本摂

リハビリテーション医学／リハビリテーション部
Rehabilitation Science/
Physical Medicine & Rehabilitation

食・嚥下リハビリテーション学会雑誌 2011;15:174-82
橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 間瀬教史， 高嶋幸恵,
和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久.
3次元動作解析装置を用いて測定した背臥位と側臥位におけ
る胸 郭 形 状 の 違 い に つ い て． 臨 床 理 学 療 法 研 究

■著書■

2011;28:67-72

生須義久， 鈴木真弓， 竹林崇， 黒塚幸恵． 作業療法マニ

岡前暁生， 和田智弘， 岡田誠， 松下和弘， 眞渕敏， 山

ュアル44巻． 心大血管の作業療法マニュアル． 日本作業

本憲康， 福田能啓， 道免和久． 要支援高齢者の身体機

療法士協会 編， 東京：日本作業療法士協会， 2011:49-51

能について 閉じこもり群と非閉じこもり群との比較． 臨床理学

Koganemaru S， Mima T， Fukuyama H， Domen K.

療法研究 2011;28:27-9

Improvement of spastic stroke hemiparesis using

村岸亜伊子， 村上茂史， 木原一晃， 間瀬教史， 和田智

rTMS combined with motor training． In：Kansaku K,

弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 側臥

Cohen LG eds． Systems Neuroscience and

位における安静呼吸時の肺気量位および呼気流量制限の特

Rehabilitation． NewYork：Springer， 2011

徴． 臨床理学療法研究 2011;28:11-5

■学術論文■
［総説］

髙山雄介， 野添匡史， 松下和弘， 橋詰裕美， 間瀬教史,
高嶋幸恵， 和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓,

飯野莉和， 先崎章， 道免和久． 私の処方 リハビリテーション

道免和久． 3次元動作解析装置を用いた背臥位における胸

における脳 卒 中 後うつ 病 の 治 療． Modern Physician

郭 体 積 測 定 の 精 度 に つ いて． 臨 床 理 学 療 法 研 究
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2011;28:5-9
加治佐望， 荻野智之， 新井秀宜， 和田智弘， 高橋哲也,
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荷量の検討． 理学療法学 2011;38:114-2
山内真哉， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.

森沢知之， 有井融， 石河開， 寺山修史， 福田能啓,

亜急性期の筋炎患者に対する筋力トレーニング強度につい

道免和久． 重症閉塞性肥大型心筋症に対するリハビリテ

ての検討． 臨床研究 2011;28:91-3

ーションの経験． 心臓リハビリテーション 2011;16:222-7
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘,

■学会発表■
［国際学会］

眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞性

Takahashi K， Domen K， Hachisuka K， Sakamoto T,

肺疾患患者における動的肺過膨張の程度と呼吸機能・換気

Toshima M， Otaka Y， Seto M， Irie K， Haga B,

様式との関係． 理学療法学 2011;38:74-83

Takebayashi T， Kimura T． Upper extremity robotic

竹林崇， 花田恵介， 細見雅史， 児玉典彦， 道免和久.

therapy is effective in post-stroke hemiplegia：a

造血幹細胞移植後の症例に対する作業療法の経験． 兵庫

randomized controlled trial． International Stroke

作業療法学会誌 2011;1:14-9

Conference（ISC2011）2011.2 Losangels

竹林崇， 花田恵介， 細見雅史， 児玉典彦， 道免和久.

Mima T， Koganemaru S， Sawamoto N， Domen K,

慢 性 期 脳 損 傷 児に対し， 2 度目のConstraint-induced

Takahashi R， Fukuyama H． Neurorehabilitation

movement therapyを実施した経験． 総合リハビリテーシ

combining repetitive transcranial magnetic stimulation

ョン 2011;39:689-93

and motor training can improve the motor function of

竹林崇， 花田恵介， 細見雅史， 丸本浩平， 児玉典彦，

hemiparetic patients by recruiting the ispilesional

道免和久． 学童期に呈した脳外傷による上肢麻痺の長期経

motor areas． The 63rd American Academy of

過〜複数回のConstraint-inducedmovement therapyを通
して〜． 作業療法ジャーナル 2011;45:1153-57

Neurology Annual Meeting 2011.4 Honolulu
Takebayashi T， Takahashi K， Hanada K， Tabusadani

竹林崇， 花田恵介， 細見雅史， 柏木純子， 髻谷満， 児

M， Marumoto K， HosomiM， Miyakoshi K， Domen

玉典彦， 道免和久． CI療法におけるTransfer Package

K． Efficacy of hybrid constraint-induced movement

の短期的効果． 総合リハビリテーション 2011;39:1193-9

therapy． European Stroke Conference Congress

［症例報告］

（ESC2011）2011.5 Hambrurg

内山侑紀， 児玉典彦， 山内真哉， 大川直子， 宮本純子,

Koganemaru S， Mima T， Domen K， Fukuyama H.

藤原大， 細見雅史， 古河慶子， 佐藤健一， 道免和久.

Long-lasting improvements of stroke hemiparesis by

重度の起立性低血圧を伴うギランバレー症候群の一例.

Hybrid Rehab of rTMS and motor training． 14th

Journal of Clinical Rehabilitation 2011;20:984-8

European Congress on Clinical Neurophysiology and

田﨑智子， 髙原啓嗣， 相良亜木子， 島田憲二， 道免和
久， 福田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例.
リハビリテーション科診療近畿地方会 2011;1:23-6

4th International Conference on Transcranial
Magnetic and Direct Current Stimulation 2011.6 Rome
Morishita S， Setogawa K， Ota T， Nakahara K， Kodama

上谷清隆， 矢吹浩子， 福西成男， 水野貴文， 梶原和久,

N， Kida K， Ogawa H， Domen K． Research on the

瀬戸川啓， 大川直子， 牧口浩二， 西垣和子， 道免和

effect and safety of exercise performed in a clean

久． 当院におけるリハ関連パスの現状と課題．日本クリニ

room for patients who undergo hematopoietic stem-

カルパス学会誌 2011;13:41-3
竹林崇， 髻谷満， 山内真哉， 生須義久， 高橋哲也， 道

cell transplantation． 16th World Confederation
Physical Therapy（WCPT2011）2011.6 Netherlands

免和久． 職業simulation検査（WST）の導入により安全

Morishita S， Setogawa K， Ota T， Nakahara K， Kodama

な復職が可能であった心筋炎の一症例 WSTの効果と実施

N， Kida K， Ogawa H， Domen K． Gender-related

中の循環動態について． 作業療法ジャーナル 2011;45:1246-

differences in the clinical characteristics of and

51

physiological and psychosocial outcomes in Japanese

瀬戸川啓， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.

patients before hematopoietic stem cell

理学療法を実施したChurg-Strauss症候群の1症例． 臨床

transplantation． 16th World Confederation Physical

理学療法研究 2011;28;103-6

Therapy（WCPT2011）2011.6 Netherlands

若杉樹史， 髻谷満， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦,

Morishita S， Kaida K， Yamauchi S， Wakasugi T,

道免和久． Lambert-Eaton筋無力症候群の1症例． 臨床

I k e g a m e K， K o d a m a K， O g a w a H， D o m e n K .

理学療法研究 2010;28:83-5

Gender differences and changes in physiological

［研究報告］
井谷祐介． 開心術後患者の運動耐容能に筋酸素動態が及ぼ
す影響について． 奨励研究 研究実績報告書 2010
山内真哉， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.
亜急性期の皮膚筋炎患者に対する運動療法における運動負

function, nutrition， and fatigue in the early phase in
patients undergoing allogeneic hematopoietic stem-cell
transplantation． 6th Cachexia Conference 2011.12
Milan
Morishita S， Kaida K， Yamauchi S， Wakasugi T,
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Ikegame K， Kodama K， Ogawa H， Domen K． The
incidence of sarcopenia and its effects on body

肢機能改善の関係． 第45回日本作業療法学会 2011.6 さい
たま

composition, physiological function， nutrition， and

細見雅史， 竹林崇， 花田恵介， 髻谷満， 児玉典彦， 道

fatigue in patients before allogeneic hematopoietic

免和久． 当院における外来CI療法（Constraint induced

stem cell transplantation． 6th Cachexia Conference

movement therapy）の長期効果についての検討． 第36

2011.12 Milan

回日本脳卒中学会総会 2011.7 京都

［国内学会］
道免和久． CI療法習得セミナー．（指定講演）第52回日本神
経学会学術大会 2011.5 名古屋
丸本浩平， 小山哲男， 細見雅史， 児玉典彦， 三宅裕治,
道免和久． 脳卒中急性期健側脳半球白質変化と心血管リ
スクファクターの検討（拡散テンソル画像研究）
． 第52回日本
神経学会学術大会 2011.5 名古屋

笹沼直樹， 高橋敬子， 山内真哉， 井谷祐介， 田中隆史,
眞渕敏， 高橋哲也， 児玉典彦， 宮本裕治， 道免和久.
心 臓 外 科 術 前 肺 機 能とShort Physical Performance
Batteryスコアとの関連性についての検討． 第17回日本心臓
リハビリテーション学会 2011.7 大阪
田中隆史， 高橋敬子， 笹沼直樹， 山内真哉， 井谷祐介,
眞渕敏， 児玉典彦， 宮本裕治， 道免和久． バチスタ手

岡村正嗣， 小西聡宏， 島津尚子， 柿沼綾美， 畠中泰司，

術後の身体機能回復遅延について検討した拡張型心筋症の

水落和也． 造血幹細胞移植患者に対する理学療法と身体

一症例． 第17回日本心臓リハビリテーション学会学術集

機能の推移． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎
笹沼直樹， 高橋敬子， 山内真哉， 井谷祐介， 田中隆史,

会 2011.7 大阪
井谷祐介， 笹沼直樹， 山内真哉， 田中隆史， 髻谷満,

眞渕敏， 児玉典彦， 宮本裕治， 道免和久． 心臓外科術

眞渕敏， 高橋敬子， 児玉典彦， 道免和久． 開心術後の

前肺機能と身体機能との関連性の検討． 第46回日本理学

筋酸素動態と運動耐容能は関連するか？． 第19回日本運動

療法学術大会 2011.5 宮崎

生理学会大会 2011.8 徳島

山崎允， 梅田幸嗣， 眞渕敏， 藤原大， 児玉典彦， 道免

小金丸聡子， 美馬達哉， 澤本伸克， 高橋良輔， 道免和

和久． 有機リン中毒により救急入院し人工呼吸器離脱・歩

久， 福山秀直． 慢性期脳卒中患者でのｒTMSと上肢運動

行に至った一症例． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5

訓練によるハイブリッドリハビリ後における運動系の再構成.

宮崎

第13回日本ヒト脳機能マッピング学会 2011.9 京都

瀬戸川啓， 上谷清隆， 水野貴文， 梶原和久， 太田徹,

山内真哉， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.

眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久． 方向変換動作における

内科系疾患患者における下肢伸展挙上反復回数と膝伸展

三次元動作解析と下肢筋活動の特徴． 第46回日本理学療

筋力および歩行自立度との関係． 第29回日本私立医科大学

法学術大会 2011.5 宮崎

理学療法学会 2011.10 金沢

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘,

若杉樹史， 髻谷満， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦,

眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞性

道免和久． 重症筋無力症患者の外科術後の筋力改善に着

肺疾患患者における運動時Flow-Volume Loopの形状と動

目した一症例． 第29回日本私立医科大学理学療法学会

的肺過膨張との関係． 第46回日本理学療法士学会 2011.5
宮崎

2011.10 金沢
瀬戸川啓， 上谷清隆， 水野貴文， 梶原和久， 太田徹,

木原一晃， 村上茂史， 間瀬教史， 岡田誠， 松下和弘,

眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久． 方向変換動作における

村岸亜衣子， 和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能

予測的運動戦略の特徴． 第29回日本私立医科大学理学療

啓， 道免和久． 呼吸介助法が肺気量分画に与える影響.

法学会 2011.10 金沢

第46回日本理学療法士学会 2011.5 宮崎
荻野智之， 間瀬教史， 野添匡史， 村上茂史， 和田智弘,
寺山修史， 福田能啓， 眞渕敏， 道免和久． COPD患者
の運動中の肺気量位， 換気様式の経年的変化を観察した
一症例． 第46回日本理学療法士学会 2011.5 宮崎
橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 松下和弘， 間瀬教史,

梶原和久， 上谷清隆， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.
表面置換型人工股関節全置換術後の股関節外転筋力の推
移． 第38回日本股関節学会 2011.10 鹿児島
石野真輔， 松本憲二， 坂本知三郎， 飯野莉和， 斉藤淳,
道免和久． ボツリヌス療法ののちCI療法を施行した一例.
第48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11 千葉

高嶋幸恵， 和田智弘， 寺山修史， 福田能啓， 眞渕敏,

内山侑紀， 勝谷将史， 太田利夫， 道免和久． 慢性期脳卒

道免和久． 背臥位と側臥位における胸郭運動の違いについ

中患者に対するA型ボツリヌス毒素療法と入院リハビリテーショ

て． 第46回日本理学療法士学会 2011.5 宮崎

ンの併用の効果の検討． 第48回日本リハビリテーション医学

竹 林 崇， 花 田 恵 介， 髻 谷 満， 細 見 雅 史， 道 免 和 久.

会学術集会 2011.11 千葉

Constraint-induced movement therapy における

蜂須賀研二， 道免和久， 高橋香代子， 坂本知三郎， 戸島

Transfer Packageの短期的効果． 第45回日本作業療法

雅彦， 大高洋平， 瀬戸牧子， 入江克実， 芳賀敏， 木

学会 2011.6 さいたま

村哲彦． 回復期脳卒中片麻痺上肢に対するロボット支援訓

花 田 恵 介， 竹 林 崇， 髻 谷 満， 細 見 雅 史， 道 免 和 久.
constraint-induced movement therapyにおける痙縮と上

練の多施設前向き無作為オープン結果遮蔽試験（第1報）
.
第48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11 千葉
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道免和久， 竹林崇， 蜂須賀研二， 木村哲彦． 回復期脳卒
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2011.11 松本

中片麻痺上肢に対するロボット支援訓練の多施設前向き無作

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘,

為オープン結果遮蔽試験（第2報）
． 第48回日本リハビリテ

眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞性

ーション医学会学術集会 2011.11 千葉

肺疾患患者と間質性肺炎患者における安静時・運動時

小金丸聡子， 美馬達哉， 一角朋子， 島田憲二， 兼松まど
か， 相良亜木子， 高橋和子， 福山秀直， 道免和久.
脳卒中患者における磁気刺激と運動訓練の併用による上肢

Flow-Volume Loop形状の違い． 第21回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会学術集会 2011.11 松本
田中隆史， 高橋敬子， 笹沼直樹， 山内真哉， 井谷祐介,

機能の回復（第2報）
． 第48回日本リハビリテーション医学会

眞渕敏， 児玉典彦， 宮本裕治， 道免和久． スピーチカニ

学術集会 2011.11 千葉

ューレ使用により人工呼吸器離脱に成功した心臓外科術後の

小金丸聡子， 美馬達哉， 一角朋子， 島田憲二， 兼松まど
か， 相良亜木子， 高橋和子， 福山秀直， 道免和久.
脳卒中患者における磁気刺激と運動訓練の併用による上肢
機能の回復（第3報）長期効果の検討． 第48回日本リハビ
リテーション医学会学術集会 2011.11 千葉
相良亜木子， 川上寿一， 新里修一， 中馬孝容， 道免和久.
当院におけるがんの予防的リハビリテーションの試み． 第48
回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11 千葉
松本憲二， 坂本知三郎， 石野真輔， 斉藤淳， 飯野莉和,

1症例． 第21回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集
会 2011.11 松本
［地方会等］
田﨑智子， 髙原啓嗣， 相良亜木子， 島田憲二， 福田能
啓， 道免和久． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例.
第31回日本リハビリテーション医学会近畿地方会 2011.9 大
阪
島田憲二， 田﨑智子， 相良亜木子， 福田能啓， 道免和
久． 長下肢装具により大腿部に皮下血腫をきたした1例． 第

松下誠， 道免和久． 回復期リハビリテーション科病棟の回

31回日本リハビリテーション医学会近畿地方会 2011.9 大阪

復期対象外患者への利用の意義． 第48回日本リハビリテー

田﨑智子， 髙原啓嗣， 小竹淳一朗， 福田修久， 相良亜木

ション医学会学術集会 2011.11 千葉
小山哲男， 道免和久． 拡散テンソル法（DTI）MRI脳画像
と脳出血患者の片麻痺症状の関連． 第48回日本リハビリテ
ーション医学会学術集会 2011.11 千葉
勝谷将史， 大西忠輔， 中山昇平， 太田利夫， 道免和久.

子， 島田憲二， 奥田真珠美， 楊鴻生， 道免和久， 福
田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例．日本プ
ライマリ・ケア連合学会第25回近畿地方会 2011.11 吹田
中原健次， 髻谷満， 古川徹， 森下慎一郎， 眞渕敏， 藤
原大， 児玉典彦， 道免和久． 視神経脊髄炎を呈した症

慢性期脳卒中患者における下肢装具の現状と課題． 第48

例に対し体幹の固定作用に着目した取り組み． 第50回近畿

回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11 千葉

理学療法学術大会 2011.11 和歌山

野﨑園子， 梅田幸嗣， 田村宏， 児玉典彦， 道免和久,

橋本幸久， 竹林崇， 花田恵介， 道免和久． 慢性閉塞性肺

芳川浩男． パーキンソン病患者の単純前向きトレッドミルによ

疾患と心不全合併例に対する作業療法の経験〜入浴動作

る自立訓練の効果（第3報）在宅における長期訓練効果.

に着目して〜． 第31回近畿作業療法士学会 2011.10 奈良

第48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11 千葉

［研究会・講演会等］

細見雅史， 竹林崇， 花田恵介， 丸本浩平， 田崎智子,

柳田亜維， 梶原和久， 眞渕敏， 道免和久． 血友病Aインヒ

古河慶子， 児玉典彦， 道免和久． CI療法の体幹・歩行

ビターにおける全人工股関節置換術後に積極的な理学療法

機能に対する影響． 第48回日本リハビリテーション医学会学

介入を行なった一症例． 平成21年度兵庫県理学療法士会

術集会 2011.11 千葉
丸本浩平， 細見雅史， 竹林崇， 花田恵介， 古河慶子,
児玉典彦， 道免和久， 小山哲男． Constraint-induced

新人発表会 2011.1 西宮
道免和久． 脳卒中リハビリup date． 第12回飯伊脳卒中リハビ
リテーション恵研究会 2011.3 飯田

movement therapy（CI療法）の拡散テンソル画像による

道免和久． 脳卒中リハビリテーション ｕｐｄａ
ｔ
ｅ ～ニューロリハビ

神経基盤研究． 第48回日本リハビリテーション医学会学術集

リテーションを中心に～． 第15回上飯田リハビリテーションセミ

会 2011.11 千葉
小金丸聡子， 野嶌一平， 大賀辰秀， 道免和久， 福山秀
直， 齊藤洋一， 美馬達哉． 両側半球対刺激によるヒト運
動野の可塑性誘導：脳梁病変患者での検討． 第41回日本
臨床神経生理学会・学術大会 2011.11 静岡
道免和久． 運動学習則からみたCI療法の臨床．（シンポジウ
ム）第41回日本臨床神経生理学会・学術大会 2011.11 静
岡

ナー 2011.5
道免和久． 脳卒中のニューロリハビリテーション． 第6回脳卒
中診療ネットワークフォーラム 2011.6 浦安
道免和久． 脳卒中リハビリ医療を変革するCI療法． 脳卒中リ
ハビリテーション講演会 2011.6 札幌
花田恵介． CI療法 症例提示． 脳卒中リハビリテーション講演
会 2011.6 札幌
橋本幸久， 竹林崇， 花田恵介， 道免和久． 慢性閉塞性肺

橋詰裕美， 野添匡史， 高山雄介， 間瀬教史， 高嶋幸恵,

疾患と心不全合併例に対する作業療法の経験〜入浴動作

和田智弘， 島田憲二， 福田能啓， 眞渕敏， 道免和久.

に着目して〜． 兵庫県作業療法士学会阪神ブロック事例検

背臥位・側臥位・座位における胸郭形状と胸郭運動の特徴.
第21回日本 呼 吸ケア・リハビリテーション学 会 学 術 集 会

討会 2011.7 尼崎
道免和久． 新時代のニューロリハビリテーション． 筑後臨
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床整形外科医会学術講演会 2011.8 久留米
道免和久． Neuro-rehabilitationの展開としてのCI療法． 日
本リハビリテーション医学会近畿地方会第44回専門医・認
定臨床医生涯教育研修会 2011.10 神戸

道免和久．リハビリテーション医療の現状と展望． 宝塚市立病
院医局勉強会 2011.10 宝塚
道免和久．リハビリテーション医療と今後の展望． 第2回合志
病院病診連携の会 2011.12 尼崎

柳田亜維， 梶原和久， 眞渕敏， 道免和久． 血友病 Aイン
ヒビターにおける全人工股関節置換術後に積極的な理学療

医療情報学

法介入を行なった症例． 第4回血友病理学療法研究会

Medical Informatics

2011.10 横浜
道免和久． CI療法． 第50回癒しの環境研究会 2011.11 東
京
道免和久． CI療法とリハビリテーション． NPO法人愛知県理
学療法学会名古屋東・南ブロック・研修部合同研修会
2011.12 名古屋
■その他■
眞渕敏． 呼吸理学療法実践セミナー 2011.3 西宮
道免和久． ニューロリハビリテーションから再考するセラピス
トのプロフェッショナリズム． 京都大学運動機能セミナー
2011.4 京都
道免和久． 運動学習の基礎とニューロリハビリテーション.
渓仁会グループ・リハビリ部門研修会 2011.6 札幌
花田恵介． CI療法の実際から運動学習を考える． 渓仁会グ
ループ・リハビリ部門研修会 2011.6 札幌
山内真哉， 笹沼直樹， 井谷祐介， 田中隆史， 眞渕敏,
児玉典彦， 道免和久． 心臓血管外科手術後の人工呼吸
器離脱遅延例の遅延因子と離床についての検討． 第1回コ
ンプリヘンシブ・リハビリテーション懇話会 2011.7 京都
道 免 和 久． 脳 機 能 早わかり． 高 次 脳 機 能 障 害セミナー
2011.9 西宮
児玉典彦． 脳画 像と高次脳． 高次脳機能障害セミナー
2011.9 西宮
道免和久． 機能評価総論・脳卒中総合評価． 脳卒中機能
評価セミナー 2011.9 西宮
髻谷満． 下肢・体幹を中心とした評価ならびに症例提示． 脳
卒中機能評価セミナー 2011.9 西宮
梅田幸嗣． 症例検討． 脳卒中機能評価セミナー 2011.9 西
宮
竹林崇． 症例検討． 脳卒中機能評価セミナー 2011.9 西宮
道免和久．プロローグ～運動制御と学習のオーバービュー． ニ
ューロサイエンスセミナー 2011.10 西宮
道免和久． 運動に関する問題提起の実験． ニューロサイエン
スセミナー 2011.10 西宮
道免和久． 運動制御理論の論争． ニューロサイエンスセミナ
ー 2011.10 西宮

■学術論文■
宮本正喜， 平松治彦． 病院での医療情報システムの災害対
策． 新医療 2011;38:36-9
宮本正喜， 高原周治． 医師会視点でのIT活用による医療連
携の期待と課題． 新医療 2011;38:48-51
■学会発表■
［国内学会］
宮本正喜． ひかりと風 情報を紡ぐ．（シンポジウム）第12回日
本医療情報学会看護学術大会 2011.7 神戸
宮本正喜． 医療薬学を支える医療情報システム．（シンポジウ
ム）第21回日本医療薬学会年会 2011.10 神戸
宮本正喜， 平松治彦． BCPを考慮した情報・設備の扱い−
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて−．（シンポジウム）第
40回日本医療福祉設備学会 2011.11 東京
［科学研究費等班会議］
田中博， 宮本正喜， 他13名． 疾患別連携パス（各個研
究）
． 厚生労働科学研究補助金 地域医療基盤開発推進
研究事業「日本版EHRを目指した地域連携電子化クリティカ
ルパスにおける共通形式と疾患別項目の標準化に向けた研
究」第1回班会議 2011.6 東京
［研究会・講演会等］
宮本正喜． 中小病院における電子カルテの導入～電子カルテ
システム導入の注意点～．（基調講演）JBHC医療総合セミ
ナー2011 in 福岡 2011.4 福岡
宮本正喜． 地域医療連携システムに期待するもの． 伊都郡医
師会 2011.4 和歌山
宮本正喜． 地域医療連携におけるICTネットワーク−医療情報
の共有化を目指して−．（特別講演）第16回兵庫県立尼崎
病院地域医療懇話会 2011.10 尼崎
平松治彦．情報システムのハードウェア資産をきっちり守りたい.
第43回関西医療情報処理懇談会（KMI）2011.10 大阪
■その他■
宮本正喜． 激甚災害での医療減災を日頃から考え， 医療分
野のICT化で復興をめざす． 月刊基金 2011;52:6-11

道免和久． 運動学習，
そして臨床． ニューロサイエンスセミナ
ー 2011.10 西宮
梅田幸嗣． 症例検討． 疾患別リスク管理セミナー 基礎の基
礎 2011.10 西宮

疼痛制御科学／ペインクリニック部
Pain Medicine/Pain Clinic

笹沼直樹． 診療録からの情報収集． 疾患別リスク管理セミナ
ー 基礎の基礎 2011.10 西宮
髻谷満． 一次救命処置（BLS）の基本． 疾患別リスク管理
セミナー 基礎の基礎 2011.10 西宮

■学術論文■
［原著］
村川和重， 森山萬秀， 福永智栄， 神原政仁， 有村佳修，
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恒遠剛示， 中野範， 池田和世， 長尾嘉晃， 柳本富士
雄． 薬物反応性から考えるがん患者の痛みについて−がん
疼痛の病態に関する検討−． ペインクリニック 2011;32:561-7
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 圓尾圭史， 堀之内豊，
井上真一， 吉矢晋一， 森山萬秀， 村川和重． 脊椎手術
後の難治性疼痛を有する患者に対する脊椎刺激療法の適
応． Journal of Spine Research 2011;2:1188-91
川島眞， 鈴木和重， 本田まりこ， 村川和重， 安元慎一郎,
比嘉和夫． 帯状庖疹患者の受診時期に影響を与える疾患
認知と受診までの行動． 臨床皮膚科 2011;65:721-8
［症例報告］

第2回兵庫県痛みを考える会 2011.4 神戸
村川和重． 病態からみた痛みの治療． 慢性疼痛学術講演会
2011.8 神戸
池田和世． ファブリー病による難治性上下肢痛に対し脊椎刺
激療法が著効した一症例． 第10回難治性疼痛研究会
2011.10 大阪
村川和重． がんの痛みの治療における薬物療法の役割． が
ん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会
2011.10 高松
神原政仁． 自傷行為を繰り返す化膿性膝関節炎患者の1症例.
第2回関西痛みの診療研究会 2011.12 大阪

恒遠剛示， 森山萬秀， 村川和重， 中野範， 神原政仁，
福永智栄， 池田和世， 棚田大輔． 神経ブロック療法が有

感染制御学／感染制御部

効 であった 線 維 筋 痛 症 の 2 症 例． ペインクリニック

Infection Control and Prevention/
Infection Control and Prevention

2011;32:1695-8
■学会発表■
［国内学会］
福永智栄． がん患者の全身倦怠感に対する補中益気湯の効
果の検討． 第62回日本東洋医学会学術総会 2011.6 札幌
福永智栄， 森山萬秀， 神原政仁， 中野範， 池田和世，
有村佳修， 村川和重． がん性痛．（シンポジウム）日本ペ
インクリニック学会第45回大会 2011.7 愛媛
神原政仁， 森山萬秀， 中野範， 福永智栄， 池田和世，
有村佳修， 長尾嘉晃， 恒遠剛示， 村川和重． 水泳選手
に発症したPaget-Schroetter syndromeの1症例． 日本ペ
インクリニック学会第45回大会 2011.7 愛媛
佐藤和美， 森山萬秀， 中野範， 神原政仁， 福永智栄，
池田和世， 有村佳修， 長尾嘉晃． 心理面接によって認知
変容がみられた慢性疼痛患者の2症例．日本ペインクリニック
学会第45回大会 2011.7 愛媛
恒遠剛示， 森山萬秀， 村川和重， 中野範， 神原政仁，
福永智栄， 池田和世， 棚田大輔． 神経ブロック療法が有
効であった線維筋痛症の2症例．日本ペインクリニック学会第
45回大会 2011.7 愛媛
窪田朋恵， 児玉典彦， 福永智栄， 道免和久． 緩和ケアチ
ームが関わる肺がん患者に対する理学療法介入の経験． 第
16回日本緩和医療学会学術大会 2011.7 札幌
乾貴絵， 村川和重． 院内のエンゼルケア研修会の企画・実
施とその評価～死後の処置を看護の視点から見直すために
～． 第16回日本緩和医療学会学術大会 2011.7 札幌

■著書■
竹末芳生． 術後感染予防抗菌薬の基本． 竹末芳生， 山田
芳嗣 編． 麻酔・集中治療医のための抗菌薬使用と感染対
策． 東京：克誠堂出版， 2011:3-11
竹末芳生． 心臓弁置換術後10日目に高熱をきたした患者．日
本感染症学会 編． 感染症専門医テキスト． 東京；南江堂，
2011:180-4
竹末芳生． 抗菌薬治療の実際 2． 広域抗菌薬の使いどころ
１）第4世代セフェム系， カルバペネム系， ニューキノロン系
薬． 河野茂 編． ガイドラインサポートハンドブック 呼吸器感
染症． 大阪；医薬ジャーナル社， 2011:324-8
中嶋一彦， 竹末芳生． 血管系外科手術におけるバンコマイシ
ン予防投与． 竹末芳生， 山田芳嗣 編． 麻酔・集中治療
医のための抗菌薬使用と感染対策． 東京：克誠堂出版，
2011:29-32
一木薫． 第4章 その他の術後感染予防． 竹末芳生 編． 今
すぐ実践したい周術期管理と抗菌薬適正使用． 大阪；医薬
ジャーナル社， 2011:45-50
中嶋一彦． 外科・集中治療における感染症対策． 竹末芳生
編． 今すぐ実践したい周術期管理と抗菌薬適正使用． 大
阪：医薬ジャーナル社， 2011:270-9
■学術論文■
［総説］

西井理恵， 松永寿人， 福永智栄， 村川和重． シクロスポリ

竹末芳生． 消化器外科医が知っておきたい侵襲性カンジダ症

ン脳症により脳委縮をきたした一症例． 第24回サイコオンコロ

の 診 断・治 療；A C T I O N s B u n d l e ． 消 化 器 外 科

ジー学会総会 2011.9 さいたま
村川和重． 痛みに対する薬物療法．（モーニングセミナー）日
本臨床麻酔学会第31回大会 2011.11 沖縄
［地方会等］
神原政仁， 小林希実子， 野口光一． 末梢神経損傷後の脊
髄に一過性に増加するTNF alpha． 第87回日本解剖学会
近畿支部学術集会 2011.12 西宮
［研究会・講演会等］
棚田大輔． 薬剤抵抗性がん性痛に対して神経ブロック療法.

2011;34:1375-9
竹末芳生． 消化器外科医が知っておきたい多剤耐性グラム陰
性菌． 消化器外科 2011;34:121-5
竹末芳生． 整理しておきたい最新の耐性菌情報と抗菌剤の使
い 方， 外 科 感 染 症 の 現 状 と 展 望． 外 科 治 療
2011;105:114-8
竹末芳生．ダプトマイシンの皮膚・軟部組織感染症に対する有
効性と安全性−海外の知見を中心に−． 化学療法の領域
2011;27:168-75
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一木薫． ICTラウンド−現場へのアプローチ 部署別 ラウンドタ

Nagura O， Yanagihara K， Mikamo H， Fukuchi K,

ーゲットと実 践 手 順 透 析 室． 感 染 対 策 ICTジャーナル

Kaku M， Kohno S， Yanaisawa C， Nakae T,

2011;6:269-75

Yoshida K， Niki Y． Linezolid-resistant

植 田 貴 史， 竹 末 芳 生． 抗MRSA薬 の 使 用 は 適 正 か.
Infection Control 2011;20:708-16
［原著］

staphylococcus aureus isolated from 2006 through
2008 at six hospitals in Japan． J Infect Chemother
2011;17:45-51

Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

U c h i n o M， K e u c h i H， B a n d o T， M a t u o k a H ,

Tsuchida T， Tatsumi S， Ishihara M， Ikeuchi K,

Takesue Y， Takahashi Y， Matsumoto T， Tomita

U c h i n o M． R i s k f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h t h e

N． Long-term efficacy of infliximab maintenance

development of thrombocytopenia in patients who

therapy for perianal Crohn’s disease． World J

received linezolid therapy． J Infect Chemother
2011;17:382-7
Niki Y， Hananki H， Matsumoto T， Yagisawa M,
Kohno S， Aoki N， Watanabe A， Sato J， Hattori
R， Koashi N， Terada M， Kozuki T， Maruo A,
Morita K， Ogasawara K， Takahashi Y， Matsuda
K， Nakanishi K， Sunagawa K， Takeuc h i K ,
Fujimura S， Takeda H， Ikeda H， Sato N,

Gastroenterol 2011;7:17:1174-9
竹末芳生． 感染症の基礎知識2 細菌性腹膜炎． 消化器外
科 2011;34:239-42
竹末芳生． 感染症の基礎知識3 壊死性皮膚軟部組織感染
症． 消化器外科 2011;34:379-82
竹末芳生． 術後の主な合併症とその対策 周術期感染症の予
防と治療． 外科治療 2011;104（増刊）:789-94
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

Niitsuma K， Saito M， Koshiba S， Kaneko M， Miki

冨田尚裕． 炎症性腸疾患の周術期管理と術後合併症.

M， Nakanowatari S， Takahashi H， Utagawa M,

外科治療 2011;57-64

Nishiya H， Kawakami S， Aoki Y， Chonabayashi N,

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 松本譽之,

Sugiura H， Ichioka M， Goto H， Kurai D， Saraya

竹 末 芳 生， 冨 田 尚 裕． Loop ileostomy造 設の工 夫と

T， Okazaki M， Yoshida K， Yoshida T， Tsukada

outlet obstruction予 防 効 果． 日本 大 腸 肛 門 病 会 誌

H， Imai Y， Honma Y， Yamamoto T， Kawai A,
Mikamo H， Takesue Y， Wada Y， Miyara T， Toda

2011;64:73-7
内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,

H， Misuno N， Fujikawa Y， Nakajima H， Kubo S,

冨田尚裕． ステロイド総投与量からみた小児潰瘍性大腸炎

Ohta Y， Mikasa K， kasahara K， Koisumi A， Sano

の適切な手術時期に関する検討． 日本消化器外科学会

R， Yagi S， Takaya M， Kurokawa Y， Kusano N,

誌， 2011;44:109-16

Mihara E， Nose M， Kuwabara M， Fujiue Y,
Ishimaru T， Matsubara N， Kawasaki Y， Tokuyasu
H， Masui K， Kido M， Ota T， Honda J， Kadota J,
Hiramatsu K， Aoki Y， Nagasawa Z， Yanagihara

竹末芳生． 感染症の基本知識４ SSIなどの合併症を予防する
創閉鎖手技． 消化器外科 2011;34:621-3
竹末芳生， 和田恭直． 感染症の基礎知識5 SSIの治療． 消
化器外科 2011;34:1135-9

K， Fujita j， Tateyama M， Totsuka K． Nationwide

竹末芳生．「感染症領域のガイドライン：日米欧の特徴」③成

surveillance of bacterial respiratory pathogens

人， 小児における腹腔内感染症の診断と治療：外科感染症

conducted by the Japanise Society of Chmotherapy in

学会とアメリカ感染症学会によるガイドライン2010． 感染症

2008:general view of the pathogens’ antibacterial

2011;41:113-7

susceptibility． J Infect Chemother 2011:17:510-23
Kobayashi M， Takesue Y， Kitagawa Y， Kusunoki M,

竹末芳生． 米 国 で の S S I 防 止 の た め の プ ロジェクト.
Infection Control 2011;20:60-4

Sumiyama Y． Antimicrobial Prophylaxis and colon

内野基， 池内浩基， 佐々木寛文， 坂東俊宏， 松岡宏樹,

preparation for colorectal surgery：results of a

竹末芳生， 冨田尚裕． 誘因なく発症した小児Fournier’s

questionnaire survey of 721 certified institutions in

gangreneの１例．日本大腸肛門病学会雑誌 2011;64:471-6

Japan． Surg Today 2011:41:1363-9
Takesue Y， Nakajima K， Takahashi Y， Ichiki K,
Ishihara M， Wada Y， Tsuchida T， Uchi n o M ,
Ikeuchi H． Clinical characteristics of vancomycin

竹末芳生． 外 科 感 染 症の現 状と展 望． 外 科 治 療 2011;
105:114-8
竹末芳生． Clostridium difficile関連腸炎の院内感染症とし
ての重要性． 消化器外科 2011;34:1525-7

minimum inhibitory concentration of 2 μ g/ml

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃宏，

methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains

竹末芳生， 冨田尚裕， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎に対す

isolated from patients with bacteremia． J Infect

る外科治療の進歩と現状． 日本大腸肛門病学会雑誌

Chemother 2011:17:52-7

2011;64:829-33

Ikeda-Dantsuji Y， Hanaki H， Sakai F， Omono K,

和田恭直， 竹末芳生， 吉本浩子， 山田久美子， 中嶋一

Takesue Y， Honda J， Nonomiya Y， Suwabe A,

彦， 高橋佳子， 小柴賢洋． non-albicans Candidaの検

兵庫医大業績録（2011）
出状況と薬剤感受性成績：外科系と血液内科の比較．日本
外科感染症学会雑誌 2011;8:285-90
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃宏，
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Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago
Ide T， Nishi S， Takahashi K， Takesue Y， Ikawa K,

竹末芳生， 冨田尚裕， 松本譽之． 外科手術のタイミングと

Morikawa N． Pharmacokinetics of linesolid in

術 後 の 留 意 点 潰 瘍 性 大 腸 炎 の 治 療． Progress in

patients undergoing low-flow Continuous Veno-Venous

Medicine 2011;31:2397-400
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 平田晃宏， 坂東俊宏，
竹末芳生， 冨田尚裕． 痔廔癌の治療 腫瘍． 臨床外科
2011;11:1518-22

Hemodiafiltration（CVVHDF）． 51st Interscience
Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago
Uchino M， Ikeuchi H， Matusok T， Bando K， Nakajima

高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直，

K， ichiki K， Takahashi Y， Takesue Y， Tomita N.

石原美佳， 辰己純代， 木村健． 重症， 難治性MRSA感

Surgical site infection in emergent/urgent surgery for

染症に関するlinezolidの短期投与を目的とした投与計画の

ulcerative colitis and validity of staged surgical

検討．日本化学療法学会雑誌 2011;6:580-4

p r o f e d u r e． 5 1 s t I n t e r s c i e n c e C o n f e r e n c e o n

三鴨廣繁， 門田淳一， 竹末芳生， 栁原克紀． スルバクタム
/アンピシリンの１日用量に関するアンケート結果．日本化学療
法学会雑誌 2011;59:634-41

Antimicrobial Agents and Chemotherapy
（ICAAC2011）2011.9 Chicago
Aikawa N， Kusachi S， Mikamo H， Takesue Y,

竹末芳生， 中嶋一彦， 池内浩基． 外科周術期感染制御

Watanabe S， Yoshinari T． Efficacy of daptomycin

標 準 的な外 科 周 術 期 感 染 対 策． 日本 外 科 学 会 雑 誌

in Japanese patients with MRSA infection on relation

2012:113:33-8

to the susceptibility of baseline lsolates in a

中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 高橋佳子， 和田恭直,
石原美佳． 結核病床を有さない病院でのインターフェロン-γリ
リースアッセイを用いた結核感染対策．日本環境感染学会誌
2011;26:215-21

randomized study． 51st Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemotherapy
（ICAAC2011）2011.9 Chicago
Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史． 感染症には監

Tatsumi S， Ueda T， Tsuchida T， Kimura T． Rapid

視培養は必要か？．日本外科感染症学会雑誌 2011;8:705-8

screening tests for MRSA in patients undergoing

■学会発表■
［国際学会］
Takesue Y， Nakajima K， Takahashi Y， Ueda T,

major surgery of the digestive organs． 51st
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago

Tasumi S， Ichiki K， Ishihara M， Wada Y， Tsuchida

Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Tsuchida Y,

T． Linezolid MIC increase in MRSA isolated from

Ichiki K， Ishihara M， Kimura T． Timing of initial

blood between 2005 and 2009 with its introduction of

Therapeutic Drug Monitoring（TDM）in patients

the clinical use in japan in 2006． 51st Interscience

treated with Vancomycin（VCM）
：Trough level just

Conference on Antimicrobial Agents and

before the 4th-5th dose was not a steady–state

Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago

concentration． 51st Interscience Conference on

Takesue Y， Watanabe A， Kusachi S， Matsumoto T,
Iwamoto A， Totsuka K， Yagisawa M， Sato J,

Antimicrobial Agents and Chemotherapy
（ICAAC2011）2011.9 Chicago

Sunakawa K， Hanaki H． Nationwide surveillance of

Ueda T， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K， Takahashi

antimicrobial susceptibility patterns of pathogens

Y， Tatsumi S， Ishihara M． Optimal loading dose

isolated from Surgical Sige Infections（SSI）in Japan.

regimen of Teicoplanin（TEIC）to achieve revised

51st Interscience Conference on Antimicrobial Agents

Higher therapeutic trough level（Cmin）in patients

and Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago

with complicated MRSA（c-MRSA）Infections． 51st

Nakajima K， Takesue Y， Ichiki K， Ueda T， Takahashi
Y， Tsuchida T， Ishihara M． Clinical outcome of
inplant retention with debridement and antibiotics
（IRDA）and two-stage revision（2SR）for prosthetic

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago
［国内学会］
竹 末 芳 生． Surcicing Sepsis Campaign Guidelineとその

joint infection（PJI）
． 51st Interscience Conference

後．（ランチョンセミナー）第85回日本 感 染 症 学 会 総 会

on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

2011.4 東京

（ICAAC2011）2011.9 Chicago
Ide T， Nishi S， Takahashi K， Takesue Y， Ikawa K,

中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 高橋佳子， 和田恭直，
土田敏恵．クウォンテイフェロン（QFT）を用いた結核接触

Morikawa N． Renal function affects half-life of

者検診：結核病床を有さない一般病院におけるアルゴリズム

linezolid in Intensive Care Unit（ICU）patients． 51st

による対応． 第85回日本感染症学会総会 2011.4 東京
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一木薫， 竹末芳生， 中嶋一彦， 高橋佳子， 和田恭直，

竹末芳生． 渡辺彰， 草地信也， 松本哲朗， 岩本愛吉，

土田敏恵． 大学病院における全職種を対象とした手指衛生

戸塚恭一， 八木澤守正， 佐藤淳子， 砂川慶介， 花木秀

徹底キャンペーンの取り組み． 第85回日本感染症学会総会

明． 手術部位感染（SSI）分離菌を対象とした抗菌薬感受

2011.4 東京

性全国サーベイランス． 第60回日本感染症学会東日本地方

高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 石原美佳，
木村健． バンコマイシンにおける初回TDM実施のタイミング.
第28回日本TDM学会・学術大会 2011.6 広島

会学術集会・第58回日本化学療法学会東日本支部総会
2011.10 山形
竹末芳生． 手術部位感染とカテーテル関連血流感染の制御.

竹末芳生． 嫌気性菌感染症診断・治療ガイドライン2007改定

（教育講演）第54回日本感染症学会中日本地方会学術集

に向けて；外科感染症．（シンポジウム）第59回日本化学療

会・第59回日本化学療法学会西日本支部総会 2011.11 奈

法学会総会 2011.6 札幌
高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 辰己純代，
植田貴史． 感染制御部におけるMRSA感染症の治療と予
防戦略．（シンポジウム）第59回日本化学療法学会総会
2011.6 札幌

良
竹末芳生． 腹腔内感染症の治療Up to date．（Up to date
セミナー）第54回日本感染症学会中日本地方会学術集会・
第59回日本化学療法学会西日本支部総会 2011.11 奈良
高橋佳子， 竹末芳生． バンコマイシンを中心とした抗MRSA

中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 高橋佳子，

薬 のantibiotic heterogeneitys．（Up to dateセミナ ー）

石原美佳， 和田恭直． 外科 救急領域におけるCandida感

第54回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第59回日

染 症 の 診 断と治 療 抗 真 菌 薬 選 択 の 基 準：ACTIONS

本化学療法学会西日本支部総会 2011.11 奈良

Bundte．（シンポジウム）第59回日本化学療法学会総会
2011.6 札幌
植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 高橋佳子，

植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直，
高橋佳子， 石原美佳， 辰己純代， 木村健． テイコプラニ
ンの新たな目標トラフ値の設定について． 第54回日本感染症

石原美佳， 辰己純代， 木村健． テイコプラニンにおける

学会中日本地方会学術集会・第59回日本化学療法学会西

TDM標準化．（シンポジウム）第59回日本化学療法学会総

日本支部総会 2011.11 奈良

会 2011.6 札幌

谷口正哲， 品川長夫， 鈴木昌， 竹山廣光， 水野章， 石川

竹末芳生． 侵襲性カンジダ症の診断・治療−Bundleによる診

周， 真下啓二， 久保正二， 横山隆， 竹末芳生， 末田

断治療の啓発−．（教育セミナー）第59回日本化学療法学

泰二郎， 及川悟． 外科感染症の分離菌とその薬剤感受性

会総会 2011.6 札幌

の動向． 第54回日本感染症学会中日本地方会学術集会・

井出岳， 竹田健太， 堀直人， 西信一， 高橋佳子， 竹末
芳生， 猪川和朗， 森川則文． 腎機能悪化に伴うリネゾリ

第59回日本化学療法学会西日本支部総会 2011.11 奈良
中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 高橋佳子，

ド血中濃度の推移． 第59回日本化学療法学会総会 2011.6

石原美佳． 結核病床を有さない一般病院におけるインターフ

札幌

ェロンγリリースアッセイ用いた結核接触者検診． 第54回日本

竹末芳生． 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス事業 第2
回三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス（2010年）の成
績報告 手術部位感染（SSI）
．（委員会報告）第59回日本
化学療法学会総会 2011.6 札幌

感染症学会中日本地方会学術集会・第59回日本化学療法
学会西日本支部総会 2011.11 奈良
石川かおり， 一木薫， 土田敏江， 中嶋一彦， 植田貴史，
竹末芳生． 消化器内科病棟における中心静脈カテーテル関

竹末芳生． 整形外科領域における術後感染対策；骨関節感

連血流感染；シャワー浴， 入浴はリスクとなるか． 第54回日

染症を中心に．（イブニングセミナー）第34回日本骨・関節

本感染症学会中日本地方会学術集会・第59回日本化学療

感染症学会 2011.7 淡路島
竹末芳生． 医療関連感染症から手術患者を守るには．（教育
講演）第33回日本手術医学会総会 2011.10 鹿児島

法学会西日本支部総会 2011.11 奈良
山川理恵， 澤村麻美， 尾前美帆， 伊藤祐子， 横井要，
一木薫， 土田敏江， 竹末芳生． 血漿交換におけるカテー

竹末芳生． 多剤耐性菌感染症の感染制御．（シンポジウム）

テル関連血流感染（CLA-BSI）の検討；透析患者と比較し

第43回日本小児感染症学会総会・学術集会 2011.10 岡山

て． 第54回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第59

植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 高橋佳子,
石原美佳， 辰己純代， 木村健． テイコプラニン高用量レジ
メンによる新たな目標トラフ値（15-30μg/mL）達成と安全性
について． 第21回日本医療薬学会 2011.10 神戸
［地方会等］
竹末芳生． 手術部位感染（SSI）分離MRSA株における

回日本化学療法学会西日本支部総会 2011.11 奈良
［研究会・講演会］
中嶋一彦．インフルエンザ感染対策 −周りに広げないためにど
うするか−． 西宮市薬剤師会学術研究会 2011.1 西宮
一木薫． 感染対策～労の先に笑いあり？！～． 宇治・城陽地
区医療講演会 2011.3京都

daptomycin感受性；三学会合同抗菌薬感受性サーベイラン

植田貴史． テイコプラニン高用量レジメンによる新たな目標トラフ

ス分離株の検討． 第60回日本感染症学会東日本地方会学

値（15-30μg/mL）達成と安全性について． 第5回大阪−

術集会・第58回日本化学療法学会東日本支部総会 2011.10

兵庫集中治療・周術期医療懇話会（PINOH）2011.6 大

山形

阪
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臨床検査医学／臨床検査部

中嶋一彦． 食中毒−薬剤師として ｢食中毒｣ 知ろう−． 兵
庫県薬剤師会演 2011.7神戸

Clinical Laboratory Medicine/
Clinical Laboratory

中嶋一彦． 抗菌薬適正使用のｕｐｄａ
ｔ
ｅ． 滋賀耐性菌研究会
2011.10 草津
■その他■

■著書■

一木薫． 医療関連感染防止対策． 学研ナーシングセミナー

正木充， 増山理 編． 2 大動脈弁狭窄症 3）
大動脈弁狭窄症

2011.1 大阪
一木薫． 耐性菌感染対策−ICNとしてどう関与する？−． 広
島ナイトセミナー 2011.2 広島

の病態 ①低駆出率， 低圧較差,高度大動脈弁狭窄症 ②偽
高度大動脈弁狭窄症． 大動脈弁・僧帽弁疾患を心エコー
図で診る． 東京：文光堂，2011:18-9,20-1

一 木 薫． 中心 静 脈カテーテル関 連 血 流 感 染Central-line

和田恭直． 微生物検査の概略． 浅利誠志， 木下承晧， 山

associated bloodstream infection：
（CLA-BSI）予防ガイ

中喜代治 編．実践感染管理．東京：金原出版，2011:166-

ドライン～今後の変更点～． 第10回感染対策指針・実践セ

74

ミナー 2011.3 神戸
一木薫． 感染対策～苦労の先に笑いあり？～． 宇治・城陽地
区医療講演会 2011.6 宇治
中嶋一彦． 身近にいる病原体． 西宮市大学間講義 2011.6
西宮
中 嶋 一 彦． 結 核 病 棟のない病 院でのクォンティフェロン
（QFT）による結核対策． QFTセミナー 2011.6 大阪
植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 高橋佳子,
石原美佳， 辰己純代， 木村健． テイコプラニン高用量レジ
メンによる新たな目標トラフ値（15-30μg/mL）達成と安全性.
第2回MRSAフォーラム 2011.7 東京
一木薫． 透析室の感染対策． 第13回血液浄 化セミナー
2011.8 神戸
一 木 薫． 感 染 予 防 論． なにわ歯 科 衛 生 専 門 学 校 講 義
2011.9 大阪
一木薫． 感染管理①． 平成23年度香川県看護協会看護研
修会 2011.9 高松
一木薫．どうすすめる？ 院内の取り組み． 感染対策セミナー
2011 関西 2011.9 大阪
中嶋一彦． 耐性菌対策−耐性菌を作らない戦略−． 篠山医
療センター院内講演会 2011.10 篠山
中嶋一彦． 抗菌薬適正使用 up date． 川西協立病院院内
講演会 2011.10 川西
一木薫． 耐性菌を作らない戦略/耐性菌を広げない戦略．さ
さやま医療センター平成23年度第1回感染症及び医療安全に
関する管理講習会 2011.10 篠山
一木薫． 排泄援助技術 膀胱留置カテーテルの挿入と管理.
学研ナーシングサポート 2011.10 東京
一木薫． 感染管理指導と相談． 看護研修センター感染管理
認定看護師教育課程 2011.10 山口
中嶋一彦． 抗菌薬適正使用． 新日鐵廣幡病院院内講演会
2011.11 姫路
一木薫． サーベイランス（SURVEILLANCE）事始め． 第3
回日本感染管理ネットワーク教育セミナー 2011.11 大阪

■学術論文■
［総説］
小 柴 賢 洋． アデノシンと関 節リウマ チ． 臨 床リウマ チ
2011;23:246-8
小柴賢洋， 正木充． 注目される新しい検査を中心に リウマ
チ・アレルギー性疾患．日本内科学会雑誌 2011;100:3270-5
正木充， 増山理． 正常と思われる時に考えて欲しいこと 自己
免疫疾患の患者の場合． 心エコー 2011;12:626-32
正木充， 増山理． 収縮機能の保たれた心不全の病態と治
療． 循環器内科 2011;70:98-103
［原著］
O k a d a Y， M a e d a N， T a k a k u r a S， M i y a t a K ,
Koshiba M． Preventive and therapeutic effects of
tacrolimus in an interleukin-10-deficient mouse model
of colitis． Inflamm Res 2011;60:1049-59
O k a d a Y， M a e d a N， T a k a k u r a S， M i y a t a K ,
Koshiba M． Tacrolimus ameliorates dextran sulfate
sodium-induced colitis in mice: implication of
interferon-γ and interleukin-1β suppression． Biol
Pharm Bull 2011;34:1823-7
和田恭直， 竹末芳生， 吉本浩子， 山田久美子， 中嶋一
彦， 高橋佳子， 小柴賢洋． non-albicans Candida の検
出状況と薬剤感受性成績：外科系と血液内科の比較．日本
外科感染症学会雑誌 2011;8:285-90
畠田典子， 黒田美穂， 井垣歩， 藤井誠治， 戌角幸治,
和田恭直， 小柴賢洋． NICUにおける聴性脳幹反応検査
の基準範囲の設定． 臨床病理 2011;59:134-7
奥田哲， 合田亜希子， 正木充， 中坊亜由美， 吉田千佳
子， 廣谷信一， 大柳光正， 辻野健， 増山理． 心・腎保
護の観点からみた降圧治療においてアンジオテンシンⅡ受容
体拮抗薬に利尿薬を追加する意義． 日本心臓病学会誌
2011;6:209-15
幸福知己， 木田兼以， 折田環， 佐藤かおり， 直本拓己，
木下承晧， 中村竜也， 山崎勝利， 豊川真弘， 西功，
宮本祐吾， 中井依砂子， 福田砂織， 西尾久明， 末吉範
行， 茂籠邦彦， 中井依砂子， 小松方， 樋口武史， 末
吉範行， 小野保， 茂籠邦彦， 和田恭直.

近畿地区で分

離された緑膿菌の各種抗菌薬に対する感受性サーベイラン
ス． The Japanese Jorurnal of Antibiotics 2011;64:367-
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81
［症例報告］

術大会 2011.8 大阪
戸水公子， 戌角幸治， 吉田千佳子， 正木充， 高辻加代

宮下千夏， 黒田美穂， 井垣歩， 和田恭直， 戌角幸治，

子， 井垣歩， 内藤泰， 小柴賢洋． オプション検査受診率

小柴賢洋． 胸髄疾患の術後経過評価にCMCVが有効であ

の増加対策とその効果． 第52回日本人間ドック学会学術大

った症例． Kameraden 2011;51:11
［研究報告］
上霜剛， 幸福知己， 足立昌代， 藤原美樹， 奈須聖子，

会 2011.8 大阪
正木充， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 高辻加代子， 井垣
歩， 高田郁子， 阪上直美， 戌角幸治， 増山理， 小柴

鈴木恵似子， 北山茂生， 中上佳美， 中谷英雄， 加納英

賢洋． 喫煙と動脈硬化との関連． 第52回日本人間ドック学

美子， 阪本哲生， 増田朱美， 岡崎友美， 山下順香，

会学術大会 2011.8 大阪

折田環， 直本拓己， 高橋敏夫， 山本剛， 和田恭直，

正木充， 吉田千佳子， 高田郁子， 高辻加代子， 阪上直

吉田弘之， 木下承晧． バイタルメディア羊血液寒天培地

美， 稲村真由美， 長澤佳美， 前田眞紀子， 竹田理恵，

（極東）の発育性についての検討． 医療と検査 機器・試薬

石井里佳， 小西弘江， 村上稔， 桒垣美雪， 狩野春艶，

2011;34:395-403
■学会発表■
［国際学会］

井垣歩， 藤井誠治， 和田恭直， 戌角幸冶， 増山理，
小柴賢洋． 健常者における赤血球分布幅と心血管機能の
関連． 第58回日本臨床検査医学会学術集会 2011.11 岡山

Yoshida C， Hirotani S， Goda A， Masaki M， Otsuka M,

狩野春艶， 石井里佳， 井川由起， 丹下景子， 稲村真由

Nakaboh A， Eguchi A， Lee-Kawabata M， Tsujino T,

美， 小川多美子， 村社恵子， 正木充， 藤井誠治， 和

Masuyama T． The correlation between collagen

田恭直， 戌角幸治， 小柴賢洋． 4種類のＨＩＶスクリーニン

degradation and LV function following induction of

グ検査試薬の比較検討． 第58回日本臨床検査医学会学術

beta-blocker therapy circulation． American Heart

集会 2011.11 岡山

Association Scientific Meeting 2011.11 Orland
［国内学会］

［地方会等］
Masaki M， Hirotani S， Goda A， Yoshida C， Nakaboh

北村典子， 竹末芳生， 和田恭直， 吉本浩子， 山田久美

A， Otsuka M， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Koshiba

子， 高橋佳子， 一木薫， 中嶋一彦， 小柴賢洋． ESBL

M， Yamagishi S， Masuyama T． Advanced glycation

産生グラム陰性桿菌検出増加についての検討． 第26回日本

end products predict left ventricular chamber

環境感染学会総会 2011.2 横浜

stiffness and remodeling in patients with non-diabetic

正木充， 廣谷信一， 合田亜希子， 大江良子， 中坊亜由
美， 吉田千佳子， 川﨑大三， 川端正明， 辻野健， 小
柴賢洋， 増山理． 動脈スティフネスと左室拡張能の関連.
第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

hypertension． 第75回日本循環器学会学術集会 2011.8
横浜
Masaki M， Hirotani S， Goda A， Yoshida C， Nakaboh
A， Otsuka M， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Koshiba

合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

M， Masuyama T． Chaotic nature of myocardial

美， 大江良子， 赤堀宏州， 辻家紀子， 宮本裕治， 増

ultrasonic radio frequency reflect inflammation and

山理． 大動脈弁狭窄症患者の降圧薬による左室肥大抑制

collagen production in patients with hypertension． 第

効果についての検討． 日本超音波医学会第84回学術集会
2011.5 東京

75回日本循環器学会学術集会 2011.8 横浜
赤野香子， 和田恭直， 山田久美子， 吉本浩子， 稲村昌

正木充， 合田亜希子， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

輝， 正 木 充， 小 柴 賢 洋． 当院におけるPseudomonas

美， 大江良子， 増山理． 高血圧患者におけるCAVIと心

aeruginosaの薬剤感受性の動向について． 第54回日本臨

機能の関係． 日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5
東京
大江良子， 吉田千佳子， 廣谷信一， 合田亜希子， 正木
充， 中坊亜由美， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断
薬治療による左室スティフネスの改善はコラーゲン分解の抑制

床検査医学会近畿支部総会 2011.10 滋賀
柴山沙織， 黒田美穂， 本田倫乃， 井垣歩， 戌角幸治，
和田恭直， 小柴賢洋． 健常人に対する腓骨神経F波検査
の検討． 第51回近畿地区医学検査学会 2011.10 滋賀
長澤佳美， 畠田典子， 井垣歩， 黒田美穂， 戌角幸治，

と関連する．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東

和田恭直， 小柴賢洋． 純音聴力検査の3kHz実測値と

京

2k， 4kHz平均値の乖離例についての3kHz測定の有用性

竹田理恵， 金森洋子， 池本純子， 前田眞紀子， 桒垣美

の検討． 第51回近畿地区医学検査学会 2011.10 滋賀

雪， 藤井誠治， 小柴賢洋． XE5000およびXE2100による

石井里佳， 狩野春艶， 藤井誠治， 和田恭直， 戌角幸治，

HPC測定の検討． 第12回日本検査血液学会学術集会

小柴賢洋．μTASWAKO i30による高感度AFP-L3の臨床

2011.7 岡山

的有用性． 第54回日本臨床検査医学会近畿支部総会

高辻加代子， 正木充， 井垣歩， 高田郁子， 阪上直美，

2011.10 滋賀

吉田千佳子， 中坊亜由美， 戌角幸治， 増山理， 小柴賢

狩野春艶， 石井里佳， 山崎敦子， 藤井誠治， 和田恭直，

洋． CAVIと腹囲との関連． 第52回日本人間ドック学会学

戌角幸治， 小柴賢洋． 当院におけるHIV検査運用法から
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医学会学術集会 2011.2 横浜
池田雄一郎， 井手岳， 竹田健太， 西信一． 当院ICUにお

賀
［研究会・講演会等］
森弥佳， 竹末芳生， 和田恭直， 吉本浩子， 山田久美子，
中 嶋 一 彦， 一 木 薫， 高 橋 佳 子， 小 柴 賢 洋． non-

けるトロンボモジュリンアルファの使用例16例の検討−非
使用例との比較． 第38回日本集中治療医学会学術集会
2011.2 横浜

albicans Candida の検出状況と薬剤感受性成績；外科領域

小谷百合子， 竹田健太， 井手岳， 池田雄一郎， 西信一.

と血液内科分離株の比較． 真菌症フォーラム第12回学術集

不明熱に伴う難治性痙攣を呈した小児急性脳症の1例． 第

会 2011.2 東京

38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
木村政義， 冨加見教男， 西信一． 大学病院での活動内容.

■その他■
小柴賢洋． 検査データの読み方講座「インフルエンザ診断〜
データの解釈について〜」 第35回日立自動分析研究会

第38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
堀耕太郎， 竹田健太， 井手岳， 西信一．ピルビン酸代謝
異常症の難治性乳酸アシドーシスに血液浄化が有用であっ

2011.1 大阪
［兼任］

た一例． 第38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2 横

和田恭直（感染制御部 参照）
井垣歩（健診センター 参照）
高辻加代子（健診センター 参照）

浜
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 三馬葵， 井手岳， 佐
藤創， 上農喜朗， 西信一．ラリンジアルマスクSupreme
の1人法BLSにおける有用性の検討． 第38回日本集中治療

集中治療医学／ ICU

Intensive Care Medicine/Intensive Care Unit

医学会学術集会 2011.2 横浜
駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 西信一， 上農善朗． 床
上蘇生におけるエアウェイスコープの有効性についての検
討．日本臨床麻酔学会第31回大会 2011.11 沖縄

■学術論文■
［原著］
Komasawa N， Atagi K， Ueki R， Nishi S， Kaminoh
Y， Tashiro C． Comparison of optic laryngoscope

井手岳， 堀直人， 池田雄一郎， 竹田健太， 西信一． 卵
巣 腫 瘍 の 再 発 を 随 伴 し た 抗 N-methyl-D-aspartate
（NMDA）受容体脳炎の１症例． 日本臨床麻酔学会第31
回大会 2011.11 沖縄

Airtraq（R）and Miller laryngoscope for tracheal

下出典子， 井谷基， 井手岳， 竹田健太， 上農善朗． 超

intubation during infant cardiopulmonary

音波ガイド中心静脈穿刺導入前後の合併症の変化．日本臨

resuscitation． Resucitation 2011;82:736-9

床麻酔学会第31回大会 2011.11 沖縄

井手岳， 竹田健太， 西信一， 高橋桂子， 竹末芳生， 猪
川 和 朗， 森 川 則 文． Continuous hemodiafiltration
（CHDF）施行中にリネゾリド血中濃度が予想以上に上昇
した3症例．日本急性血液浄化学会雑誌 2011;2:127-30
■学会発表■
［国際学会］
Takeda K． High plasma concentration of linezolid in
three patients undergoing continuous venovenous
hemodiafiltration． Combined Scientific Meeting
（CSM2011）2011.5 Hong Kong
［国内学会］

［地方会等］
堀直人． 当院ICUにおける鎮静方法の変遷． 第56回日本集
中治療医学会近畿地方会 2011.7 大阪
池田雄一郎． 診断に難渋しアグレッシブNK細胞白血病と診
断された鼻出血の一例． 第56回日本集中治療医学会近畿
地方会 2011.7 大阪
西信一． 集中治療医の立場より． 第56回日本集中治療医学
会近畿地方会 2011.7 大阪
［研究会・講演会等］
西信一． 呼吸循環管理のためのモニタリングの知識． 第20
回呼吸セミナー 2011.3 西宮

西信一，安藤有子， 竹橋美由紀， 多田昌代， 石川幸司,
石井宣大， 嶋先晃， 洪愛子． 集中ケア認定看護師， 急
性・重症患者看護専門看護師の活躍により何がかわったか,
何が変わらなければならないのか？． 第38回日本集中治療医

臨床核医学／核医学・PET センター
Clinical Nuclear Medicine/
Nuclear Medicine and PET Center

学会学術集会 2011.2 横浜
木村政義， 鈴木尚紀， 大平順之， 冨加見教男， 西信一.
各種ヘモフィルタのライフタイムに関する検討． 第38回日本集

■著書■

中治療医学会学術集会 2011.2 横浜

西口修平， 柏木徹． 抗ウイルス療法 Ｃ型肝硬変． 西口修平

鈴木尚紀， 大平順之， 冨加見教男， 木村政義， 西信一.
各種ヘモフィルタのライフタイムに影響を及ぼす血液因子． 第
38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
竹田健太． 香港の集中治療医の現状． 第38回日本集中治療

編． 肝硬変のマネジメント． 改訂版． 大阪：医薬ジャーナ
ル社， 2011:118-22
■学術論文■
［原著］
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Wolfensberger SP， Maruyama K， van Berckel BN,
L u b b e r i n k M， A i r a k s i n e n A J， B o e l l a a r d R ,

大阪
富田寿彦， 三輪洋人， 柏木徹． 胃シンチグラフィ検査の貯留

L u u r t s e m a G， R e d d i n g i u s W， J a n s s e n s F E ,

能測定の妥当性（胃バロスタット法と比較して）
．（シンポジウ

Veltman DJ， Windhorst AD， Leysen JE,

ム）日本消化器病学会近畿支部第94回例会 2011.2 大阪

Lammertsma AA． Quantification of the neurokinin 1
receptor ligand［11C］R116301． Nucl Med Commun
2011;32:896-902
［症例報告］

［研究会・講演会等］
津田恭， 奥直彦， 丸山薫， 河田修治， 柏木徹．ガリウムシ
ンチグラフィを契機に診断されたニューモシスチス肺炎の1例.
第115回核医学症例検討会 2011.8 尼崎

河田修治， 片岡保朗， 覚野綾子， 丸山薫， 津田恭， 奥
直彦， 柏木徹． Virchowリンパ節転移を契機に発見された

内視鏡センター

FDG集積前立腺癌の1例． 臨床放射線 2011;56:774-8

Endoscope Center

丸山薫， 河田修治， 津田恭， 奥直彦， 柏木徹． 悪性リン
パ腫． PET journal 2011;14:43
［研究報告］
柏木徹． IFN投与による副作用発現のPETおよびSPECTによ
る臨床的検討． 厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服
緊急対策研究事業 血小板低値例へのインターフェロン治療
法の確立を目指した基礎および臨床的研究． 平成22年度総
括・分担研究報告書 2011;42-3
■学会発表■
［国際学会］

■学術論文■
［総説］
樋田信幸． 潰瘍性大腸炎関連腫瘍の内視鏡診断のコツ．日
本消化器内視鏡学会雑誌 2011;53:312-8
樋田信幸， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎， 長期経過観察例の
合併症は？． 臨牀消化器内科 2011;26:1139-44
樋 田 信 幸， 松 本 譽 之． 潰 瘍 性 大 腸 炎 治 療 の 新 展 開.
Medical Science Digest 2011;37:358-61

Maruyama K， Kawata S， Tsuda K， Oku N， Kashiwagi

Oshima T， Toyoshima F， Nakajima S， Fukui H,

T． Influence of blood glucose level for FDG

Watari J， Miwa H． Genetic factors for functional

accumulation of various organs in PET study.
SNM58th Annual Meeting（SNM2011）2011.6 San
Antonio
［国内学会］
富田寿彦， 奥川卓也， 豊島史彦， 山崎尊久， 横山聡子，
近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福

dyspepsia． J Gastroenterol Hepatol 2011;26:53-60
渡二郎， 富田寿彦， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也，
豊島史彦， 近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 金
鏞民， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三
輪洋人． 食道炎の内視鏡診断 逆流性食道炎（NERDを
含む）
． 胃と腸 2011;46:1194-201

井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 柏木徹， 三輪

飯島尋子， 田中弘教， 吉田昌弘， 會澤信弘， 西上隆之，

洋人． クエン酸タンドスピロン単回投与の胃運動機能に対す

廣田誠一， 西口修平． 慢性肝疾患の非侵襲的線維化診

る影響−プラセボ対象二十盲検比較試験−． 第7回日本消
化管学会総会学術集会 2011.2 京都
藤原由規， 柏木徹， 奥直彦， 岩間密， 木谷光太郎， 池
田光憲， 中山剛之， 湯川真生， 井上雅智． 食道扁平上
皮癌に対する術前診断および術前治療に対するPET/CTの
有 用 性 と 予 後． 第53回 日 本 消 化 器 病 学 会 大 会
（JDDW2011）2011.10 福岡
奥直彦， 丸山薫， 河田修治， 津田恭， 柏木徹．［F-18］

断法． 綜合臨床 2011;60:43-8
飯島尋子， 田中弘教， 吉田昌弘， 會澤信弘， 西上隆之，
廣田誠一， 西口修平． 超音波による組織弾性イメージング
肝線維化の画像診断． 肝胆膵画像 2011;13:31-6
岩田恵典， 岩井孝史， 楊和典， 石井昭生， 高嶋智之，
坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 山本晃久， 田中弘
教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯
島尋子， 河野友彰， 神野良男， 中村志郎， 松本譽之，

-FDGの尿中への生理的排泄量． 第51回日本核医学会学

西口修平． 当院における高齢者の胃切除後患者に対する

術総会 2011.10 つくば

胆 膵 内 視 鏡 治 療の現 状． 日本 高 齢 消 化 器 病 学 会 誌

河田修治， 丸山薫， 津田恭， 奥直彦， 柏木徹． 全身
FDG-PET/CTにおける下肢末梢側の病変頻度について.
第51回日本核医学会学術総会 2011.10 つくば
［地方会等］
津田恭， 丸山薫， 奥直彦， 柏木徹． 腹部消化器領域悪性
腫瘍に対する呼吸同期FDG-PET/CTの有用性．（シンポジ

2011;13:77-82
田中弘教， 飯島尋子， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智
之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎
本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平.
超高齢肝癌患者に対するラジオ波熱凝固療法． 日本高齢
消化器病学会誌 2011;13:170-4

ウム）日本消化器病学会近畿支部第94回例会 2011.2 大阪

田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 森脇英一朗， 岩井孝

丸山薫， 津田恭， 奥直彦， 柏木徹， 池田直人， 今西宏

史， 高嶋智之， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

安， 西口修平． 放射性コロイドシンチグラフィによる脾機能

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 廣田誠一,

の評価． 日本消化器病学会近畿支部第94回例会 2011.2

西上隆之， 辻村亨， 藤元治朗， 西口修平． 肝臓の精密
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診断 肉眼型・分化度・進展度診断 Sonazoid造影超音波

菊山梨紗， 横山陽子， 福永健， 池内浩基， 加藤恭一,

検査による肝細胞癌の悪性度分類の有用性． Rad Fan

上小鶴孝二， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信

2011;9:63-5

幸， 中村志郎， 松本譽之． 炎症性腸疾患治療の分子標

會澤信弘， 西口修平．Ｃ型肝炎 Ｃ型慢性肝炎に対する治療
学の進歩 Ｃ型慢性肝炎に対するインターフェロン療法 PEG-

的を探る 周術期潰瘍性大腸炎患者における末梢血T細胞
の動態． 消化器と免疫 2011;47:22-5

IFN・リバビリン併用療法を中心に血小板低値例に対する

Toyoshima F， Oshima T， Nakajima S， Sakurai J,

IFN療 法 脾 摘 術 の 功 罪（ 解 説/特 集 ）
． 日本 臨 床

Tanaka J， Tomita T， Hori K， Matsumoto T， Miwa H.

2011;201-5

Serotonin transporter gene polymorphism may be

會澤信弘， 岩田一也， 榎本平之， 西口修平．Ｃ型慢性肝
炎におけるミ
トコンドリア遺伝子異常とインスリン抵抗性（解説
/特集）
． 消化器内科 2011;314-21

associated with functional dyspepsia in a Japanese
population． BMC Med Genet 2011;12:88
渡二郎， 富田寿彦， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也,
豊島史彦， 近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 金

［原著］
Shimomura S， Ikeda N， Saito M， Ishii A， Takashima

鏞民， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本誉之， 三

T， Sakai Y， Yoshikawa S， Aizawa N， Tanaka H,

輪洋人． 食道炎の内視鏡診断 逆流性食道炎（NERDを

Iwata Y， Enomoto H， Imanishi H， Yamamoto T,

含む）
． 胃と腸 2011;46:1194-201

Jomura H， Nakamura H， Iijima H， Nishiguchi S.

Aizawa N， Nishiguchi S． Splenectomy before antiviral

Long-term interferon therapy after radiofrequency

therapy for patients with chronic hepatitis C with

ablation is effective in treating patients with HCVassociated hepatocellular carcinoma． Hepatol Int
2011;5:559-66

thrombocytopenia． Nihon Rinsho 2011;69:201-5
［症例報告］
Watari J， Sakurai J， Morita T， Yamasaki T， Okugawa

Watanabe T， Ajioka Y， Matsumoto T， Tomotsugu

T， Toyoshima F， Kondo T， Tanaka J， Tomita T,

N， Takebayashi T， Inoue E， Iizuka B， Igarashi

Kim Y， Oshima T， Fukui H， Hori K， Oku J,

M， Iwao Y， Ohtsuka K， Kudo S， Kobayashi K,

Matsumoto T， Miwa H． A case of Cronkhite-Canada

Sada M， Matsumoto T， Hirata I， Murakami K,

syndrome complicated by McKittrick-Wheelock

Nagahori M， Watanabe K， Hida N， Ueno F,

syndrome associated with advanced villous

Tanaka S， Watanabe M， Hibi T． Target biopsy or

adenocarcinoma． Gastrointest Endosc 2011;73:624-6

Optimal surveillance for ulcerative

Watari J， Morita T， Sakurai J， Yamasaki T， Okugawa

colitis：a Japanese nationwide randomized controlled

T， Toyoshima F， Kondo T， Tanaka J， Tomita T,

step biopsy ?

trial． J Gastroenterol 2011;46（Suppl.1）:11-6

Kim Y， Oshima T， Fukui H， Hori K， Moriichi K,

Kato K， Fukunaga K， Kamikozuru K， Kashiwamura

Tanabe H， Fujiya M， Kohgo Y， Oku J， Matsumoto

S， Hida N， Ohda Y， Takeda N， Yoshida K， Iimuro

T， Miwa H． Endoscopically treated cronkhite-canada

M， Yokoyama Y， Kikuyama R， Miwa H， Matsumoto

syndrome associated with minute intramucosal gastric

T． Infliximab Therapy Impacts the Peripheral

cancer：an analysis of molecular pathology． Dig

Immune-system of Immunomodulator and
Corticosteroid Naïve Patients with Crohn's Disease.
Gut Liver 2011;5:37-45

Endosc 2011;23:319-23
■学会発表■
［国際学会］

Kikuyama R， Fukunaga K， Kawai M， Yokoyama Y,

Sakurai J， Oshima T， Koseki J， Yamasaki T， Okugawa

K a m i k o z u r u K， H i d a N， O h d a Y， T a k e d a N ,

T， Yokoyama S， Kondo T， Toyoshima F， Tanaka J,

Yoshida K， Iimuro M， Kato K， Kono T， Nogami

Morita T， Tomita T， Fukui H， Hori K， Watari J,

K， Nagase K， Nakamura S， Takei Y， Miwa H,

Chen X， Matsumoto T， Miwa H． Rikkunshito may

Matsumoto T． Relevance of the processed blood

relieve abnominal symptoms in reflux esophagitis

volume per granulocyte and monocyte apheresis

model rats by attenuating expression of SP and CGRP

session to its clinical efficacy in patients with

in the DRG neurons． The 2nd Biennial Congress of

ulcerative colitis． Ther Apher Dial 2011;15:360-6

the Asian Neurogastroenterology and Motility

Nagase K， Fukunaga K， Kashiwamura S， Kono T,

Association（ANMA2011）2011.3 Beijing

Kamikozuru K， Yokoyama Y， Hida N， Ohda Y,

Tomita T， Yamasaki T， Okugawa T， Yokoyama S,

Takeda N， Yoshida K， Iimuro M， Kikuyama R,

Kondo T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Morita

Kato K， Miwa H， Matsumoto T． Immunoregulatory

T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Watari J,

effects of adsorptive granulocyte and monocyte

Matsumoto T， Miwa H． Clinical symptom and

apheresis in patients with drug refractory Crohn's

HRQOL of elderly patients with reflux esophagitis.

disease． Ther Apher Dial 2011;15:367-73

The 2nd Biennial Congress of the Asian
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Neurogastroenterology and Motility Association
（ANMA2011）2011.3 Beijing

K， Iimuro M， Kikuyama R， Kato K， Hori K,
Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T． The 4G/5G

Toyoshima F， Oshima T， Nakajima S， Togawa M,

polymorphism of the type-1 plasminogen activator

Kamiya N， Yamasaki T， Okugawa T， Yokoyama S,

inhibitor（PAI-1）gene does not influence the

Kondo T， Sakurai J， Tanaka J， Morita T， Tomita T,

penetrating behavior in patients with crohn’s disease

Hori K， Fukui H， Watari J， Chen X， Matsumoto T,

in the Japanese population． 15th International

Miwa H． Genotype association with functional

Congress of Mucosal Immunology（ICMI2011）2011.7

dyspepsia in a Japanese population． The 2nd Biennial
Congress of the Asian Neurogastroenterology and
Motility Association（ANMA2011）2011.3 Beijing

Paris
Tanaka H， Iijima H， Higashiura A， Iwai T， Takashima
T， Sakai Y， Aizawa N， Ikeda N， Iwata Y， Enomoto

Tanaka H， Iijima H， Yoshida M， Takashima T， Sakai

H， Saito M， Imanishi H， Hirota S， Iimuro Y,

Y， Aizawa N， Ikeda N， Iwata Y， Enomoto H， Saito

F u j i m o t o J， N i s h i g u c h i S． P r e d i c t i o n o f t h e

M， S h i m o m u r a S， I m a n i s h i H， N i s h i g a m i T ,

histological degree of HCC by malignant grading

Fujimoto J， Hirota S， Nishiguchi S． Usefulness of

system using “Sonazoid” contrast enhanced

VTTQ（Virtual Touch Tissue Quantification）to

ultrasonography． The 2nd Asia-Pacific Primary

diagnose fibrosis stage and liver tumors． 46th

Liver Cancer Expert Meeting（APPLE）2011.7 Osaka

Annual Meeting of the European Association for the

Tomita T， Okugawa T， Asano H， Toyoshima F， Sakurai

Study of the Liver（EASL2011）2011.3 Berlin

J， Oshima T， Fukui H， Watari J， Miwa H． Effects

Tanaka H， Iijima H， Takashima T， Sakai Y， Aizawa

of full dosing of tandospirone citrate on gastric

N， I k e d a N， I w a t a Y， E n o m o t o H， S a i t o M ,

emptying and accommodation in healthy volunteers.

Shimomura S， Iimuro Y， Fujimoto J， Hirota S,

Asia Pacific Digestive Week 2011（APDW2011）

N i s h i g u c h i S． M a l i g n a n t g r a d i n g s y s t e m f o r

2011.10 Singapore

hepatocelullar carcinoma using the contrast enhanced

Kondo T， Oshima T， Yamasaki T， Okugawa T， Asano

agent for ultrasonography “Sonazoid” ． 46th Annual

H， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Tomita T,

Meeting of the European Association for the Study of

Fukui H， Hori K， Watari J， Matsumoto T， Noguchi

the Liver（EASL2011）2011.3 Berlin

K， Miwa H． Activation of p38 MAPK through

Oshima T， Yamasaki Y， Okugawa T， Toyoshima F,

transient receptor potential A1 mediates gastric

Tomita T， Fujimoto K， Kinoshita Y， Haruma K,

distention-in-duced visceral pain in rats． 19th United

Miwa H． Augmented symptomatic response to acid

European Gastroenterology Week（UEGW2011）

in patients with functional dyspepsia． Digestive
Disease Week 2011（DDW2011）2011.5 Chicago

2011.10 Stockholm
Fukunaga K， Hida N， Ohda Y， Iimuro M， Yokoyama

Fukunaga K， Hida N， Ohda Y， Takeda N， Iimuro M,

Y， Kamikozuru K， Takeda N， Yoshida K， Kikuyama

Yoshida K， Yokoyama Y， Kamikozuru K， Kikuyama

R， Kono T， Kawai M， Nagase K， Nakamura S,

R， Kato K， Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T.

Miwa H， Matsumoto T． Chinese harbal medicine

A prospective randomised double blind placebo

“XILEI SAN” as remission induction and maintenance

controlled trial to assess the efficacy of a chinese

therapy for patients with refractory ulcerative

herbal medicine “Xilei San” as remission induction and

proctitis：A prospective randamised double blind

maintenance therapy in patients with refractory

placebo controlled trial． 19th United European

ulcerative proctitis． Digestive Disease Week 2011

G a s t r o e n t e r o l i g y W e e k（U E G W 2 0 1 1）2 0 1 1 . 1 0

（DDW2011）2011.5 Chicago

Stockhorm

Tomita T， Kim Y， Yamasaki Y， Okugawa T,

Kikuyama R， Nakamura S， Kamikozuru K， Iimuro M,

Yokoyama S， Kondo T， Toyoshima F， Sakurai J,

Ohda Y， Hida N， Fukunaga K， Miwa H， Matsumoto

Tanaka J， Morita T， Oshima T， Fukui H， Hori K,

T． CMV antigenaemia as a marker of targeting

Watari J， Matsumoto T， Miwa H． A Prospective

cytomegalovirus infection in patients with refractory

randmaised trial to compare the abilities of

moderate to severe ulcerative colitis． 19th United

Omeprazole and Famotidine to prevent delayed

European Gastroenteroligy Week（UEGW2011）

bleeding after endoxcopic submucosal dissection.

2011.10 Stockhorm

Digestive Disease Week 2011（DDW2011）2011.5
Chicago

Aizawa N， Enomoto H， Iwai T， Takashima T， Sakai Y,
Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M,

Takeda N， Fukunaga K， Morinaga T， Tamaoki T， Hida

Imanishi H， Iijima H， Iimuro Y， Fujimoto J,

N， Ohda Y， Yokoyama Y， Yoshida K， Kamikozuru

Nishiguchi S． Relationship between the mitochondria
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gene abnormality in liver tissues in patients with

of a bacterial infection in patients with spontaneous

chronic viral hepatitis C and the insulin resistance.

bacterial peritonitis． The 62th Annual Meeting of

The 62th Annual Meeting of the American

the American Association for the Study of Liver

Association for the Study of Liver Diseases

Diseases（AASLD2011）2011.11 San Francisco

（AASLD2011）2011.11 San Francisco

Iimuro M， Nakamura S， Sato T， Ogawa T， Kawai M,

Aizawa N， Enomoto H， Iwai T， Takashima T， Sakai Y,

Nogami K， Kono T， Yokoyama Y， Yoshida K， Ohda

Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M,

Y， Takeda N， Hida N， Fukunaga K， Hori K， Miwa

Imanishi H， Iijima H， Iimuro Y， Fujimoto J,

H， Matsumoto T． Long term outcome of top-down

Nishiguchi S． Sustained pathological alterations in

t h e r a p y i n C r o h n ’ s d i s e a s e：A s i n g l e - c e n t e r

the liver after hepatitis C virus eradication． The

experience． 2011 Advances in Inflammatory Bowel

62th Annual Meeting of the American Association for
the Study of Liver Diseases（AASLD2011）2011.11
San Francisco

Diseases（CCFA2011）2011.12 Hollywood
［国内学会］
大島忠之， 小瀬木順一， 近藤隆， 櫻井淳， 富田寿彦，

Enomoto H， Nakamura H， Imanishi H， Iwai T,

福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 胃適応性弛

Takashima T， Aizawa N， Sakai Y， Iwata K， Ikeda

緩におけるTRPA1の関与．（ワークショップ）第7回日本消化

N， Tanaka H， Iwata Y， Saito M， Iijima H,

管学会総会学術集会 2010.2 京都

Nishiguchi S． Hepatoma-derived growth factor as a

山崎尊久， 渡二郎， 奥川卓也， 豊島史彦， 近藤隆， 櫻

potential target molecule for the treatment of

井淳， 田中淳二， 富田寿彦， 森田毅， 金鏞民， 大島

hepatocellular carcinoma． The 62th Annual Meeting

忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． 直

of the American Association for the Study of Liver

腸絨毛腺癌によるMcKittrick-Wheelock症候群と早期胃癌

Diseases（AASLD2011）2011.11 San Francisco

の合併したChrokhite-Canada症候群の一例：分子病理学

Kuga C， Matsuda F， Torii Y， Enomoto H， Aizawa N,
Tanaka H， Iwata Y， Saito M， Imanishi H,

的解析を含めて． 第7回日本消化管学会総会学術集会
2011.2 京都

Shimomura S， Nakamura H， Tsutsui H， Iijima H,

富田寿彦， 奥川卓也， 豊島史彦， 山崎尊久， 横山聡子，

Tanaka Y， Nishiguchi S． Interferon-β treatment is

近藤隆， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福

effective for chronic hepatitis C patients with anti-

井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 柏木徹， 三輪

interferon-α neutralizing antibodies． The 62th Annual

洋人． クエン酸タンドスピロン単回投与の胃運動機能に対す

Meeting of the American Association for the Study of

る影響−プラセボ対象二十盲検比較試験−． 第7回日本消

Liver Diseases（AASLD2011）2011.11 San Francisco

化管学会総会学術集会 2011.2 京都

Tanaka H， Iijima H， Shibata Y， Iwai T， Takashima T,

豊島史彦， 大島忠之， 中島滋美， 戸川昌代， 神谷紀子，

Sakai Y， Aizawa N， Ikeda N， Iwata K， Iwata Y,

山崎尊久， 奥川卓也， 横山聡子， 近藤隆， 櫻井淳，

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， I i m u r o Y ,

田中淳二， 森田毅， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一，

Fujimoto J， Nishiguchi S． Early response monitoring

堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 機能性ディス

of sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma

ペプシアとセロトニントランスポーター遺伝子多型との関連.

patients using contrast enhanced ultrasonography.

（ワークショップ）第7回日本消化管学会総会学術集会 2011.2

The 62th Annual Meeting of the American
Association for the Study of Liver Diseases
（AASLD2011）2011.11 San Francisco
Iijima H， Tanaka H， Yoshida M， Iwai T， Takashima T,

京都
岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良
行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋
藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y,

当院におけるEUSガイド下膵仮性嚢胞ドレナージ（EUS-CD）

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， I i m u r o Y ,

の現状． 第81回日本消化器内視鏡学会総会 2011.4 青森

Fujimoto J， Nishiguchi S． VTTQ（Virtual Touch

西口修平， 會澤信弘， 齋藤正紀． Peg-IFN/RBV療法無

Tissue Quantification）for evaluation of liver tumors.

効Ｃ型慢性肝炎に対する原因別対策．（シンポジウム）第97

The 62th Annual Meeting of the American

回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

Association for the Study of Liver Diseases
（AASLD2011）2011.11 San Francisco
Enomoto H， Inoue S， Matsuhisa A， Aizawa N,

會澤信弘， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良
行， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋
藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 藤元治朗，

Imanishi H， Saito M， Iwata Y， Tanaka H， Ikeda N,

西口修平． 慢性肝疾患組織におけるミ
トコンドリア遺伝子異

Iwata K， Sakai Y， Takashima T， Iijima H,

常と肝発癌．（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会

Nakamura H， Nishiguchi S． A novel approach by the
in-situ hybridization method to provide early evidence

総会 2011.5 東京
櫻井淳， 富田寿彦， 森田毅， 山崎尊久， 横山聡子， 奥
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川卓也， 豊島史彦， 近藤隆， 田中淳二， 金鏞民， 大

留， 片 岡 竜 貴， 鳥 井 郁 子， 西 上 隆 之， 西 口 修 平.

島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三

AFP値の定期フォローにより発見できたAFP産生胃癌の一

輪洋人．クリニカルパス離脱例から見た胃腫瘍に対するESD

例．（ポスターセッション）第97回日本消化器病学会総会

症例の偶発症の検討．（ミニシンポジウム）第97回日本消化

2011.5 東京

器病学会総会 2011.5 東京

田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 會澤信弘， 廣田誠一,

近藤隆， 大島忠之， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也，

西上隆之， 辻村亨， 飯室勇二， 藤元治朗， 西口修平.

豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 富田寿彦，

Sonazoid造影超音波検査による肝癌悪性度分類の有用性.

福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人．ラ
ット胃伸展刺激によるp38MAPKの活性化とTRPA1の関与.
（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東
京

（ 特 別 演 題 企 画 ）日本 超 音 波 医 学 会 第 8 4 回学 術 集 会
2011.5 東京
吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 青木智子， 會澤信弘,
西上隆之， 廣田誠一， 藤元治朗， 西口修平， 飯島尋

山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 奥川卓也， 近藤隆，

子． VTTQ法による肝線維化診断における炎症の影響.

豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 森田毅， 福井広一，

（ 特 別 演 題 企 画 ）日本 超 音 波 医 学 会 第 8 4 回学 術 集 会

堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸及び伸展刺
激に対する知覚低下を示した無症候性びらん性食道炎の一
例． 第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

2011.5 東京
飯島尋子， 田中弘教， 吉田昌弘， 東浦晶子， 柴田陽子,
山平正浩， 會澤信弘， 池田直人， 藤元治朗， 西口修

齋藤正紀， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

平． 肝癌に対するRFA治療前3次元超音波診断と治療支

行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 田中弘教， 榎

援の試み．（特別演題企画）日本超音波医学会第84回学

本平之， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

術集会 2011.5 東京

BCAA製剤の１日容量に加えたBCAA食品加摂取の有用性

榎本平之， 會澤信弘， 西口修平． C型慢性肝炎組織に生じ

の検討．（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会

るミ
トコンドリア遺伝子異常と発癌に関する検討．（シンポジウ

2011.5 東京
田中弘教， 飯島尋子， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智

ム）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京
榎本平之， 井上慎一， 今西宏安， 齋藤正紀， 岩田恵典，

之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

池田直人， 會澤信弘， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平.

之， 坂井良行， 田中弘教， 下村壯治， 飯島尋子， 松

造影超音波検査による肝と脾の輝度比（LS比）による慢性

久明生， 西口修平． 広域細菌検出のための新規in-situ

肝疾患の線維化進展度および肝予備機能予測．（ミニシンポ

hybridization probeの開発と， 特発性細菌性腹膜炎症例

ジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

における腹腔内感染の直接的証明の試み．（セッション）第

坂井良行， 岩田恵典， 齋藤正紀， 森脇英一朗， 岩井孝

47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京

史， 高嶋智之， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎

榎本平之， 中村秀次， 今西宏安， 齋藤正紀， 岩田恵典，

本平之， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

池田直人， 會澤信弘， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智

食道静脈瘤治療前後の栄養状態に関する肝機能別検討.

之， 坂井良行， 田中弘教， 下村壯治， 飯島尋子， 西

（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東

口 修 平． 肝 癌 細 胞 増 殖 因 子と血 管 新 生 因 子としての

京
西口修平， 會澤信弘， 齋藤正紀． Peg-IFN/RBV療法無
効Ｃ型慢性肝炎に対する原因別対策．（シンポジウム）第97
回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

Hepatoma-derived growth factor：治療標的の可能性に
関する検討．（ワークショップ）第47回日本肝臓学会総会
2011.6 東京
松田二子， 榎本平之， 會澤信弘， 坂井良行， 池田直

岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

人， 田中弘教， 岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安， 下

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

村壯治， 飯島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎における

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

Peg-IFN/RBV療法無効の原因とその対策についての検討.

当院における膵仮性嚢胞に対する内視鏡治療の現状．（ミ

（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京

ニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

齋藤正紀， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

岩井孝史， 岩田恵典， 森脇英一朗， 高嶋智之， 坂井良

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

本平之， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

間接カロリー計を用いた非蛋白呼吸症による慢性肝疾患の病

膵仮性嚢胞による十二指腸狭窄に対して経皮内視鏡的胃瘻

態栄養評価．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会総

造設術（PEG）の腸瘻化（PEG-J）が奏功した一例．（ミ

会 2011.6 東京

ニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

高嶋智之， 會澤信弘， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安，

高嶋智之， 森脇英一朗， 岩井孝史， 坂井良行， 會澤信

下村壯治， 飯島尋子， 金守良， 井本勉， 城村尚登，

弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

奥新浩晃， 菅野雅彦， 二宮俊明， 大岡照二， 瀬戸靖，

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 笹子三津

廣田誠一， 西口修平． Peg-IFN+RBV併用療法後の天
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然型IFNα少量長期投与によるHCV再燃と肝発癌の抑制効

武田直久， 福永健， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

果に関する検討．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会

河野友彰， 菊山梨紗， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽

総会 2011.6 東京

子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 堀

會澤信弘， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 玉置知子， 松本譽之．日

行， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

本 人クローン患 者でのPAI-1（plasminogen activator

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 飯室勇二，

inhibitor type 1）遺伝子のプロモニター領域の4G/5Gの

藤元治朗， 西口修平． C型慢性肝炎組織におけるミ
トコンド

遺 伝 子 多 型 の 検 討． 第53回日本 消 化 器 病 学 会 大 会

リア遺伝子異常とインスリン抵抗性についての検討．（ポスタ
ーセッション）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京

（JDDW2011）2011.10 福岡
小川智広， 應田義雄， 佐藤寿行， 野上晃司， 河合幹夫，

田中弘教， 飯島尋子， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平.

郎， 三輪洋人， 松本譽之． 炎症性腸疾患に対するオリン

造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果予測

パス社製超細径高伝達受動湾曲スコープ（PDF-PQ260プロ

の試み．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会総会

ト） の 有 用 性． 第 8 2 回日本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会

2011.6 東京

（JDDW2011）2011.10 福岡

横山陽子， 福永健， 柏村信一郎， 上小鶴孝二， 菊山梨

會澤信弘， 岩田恵典， 西口修平． C型慢性肝炎組織に生じ

紗， 吉田幸治， 武田直久， 飯室正樹， 應田義雄， 樋

るミ
トコンドリア遺伝子異常と発癌に関する検討． 第82回日本

田信幸， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 免疫制御性

消化器内視鏡学会総会 2011.10 福岡

T細胞に着目した急性期・寛解期および外科手術後潰瘍性

山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 池尾光一， 田村彰朗，

大腸炎の免疫学的病態の検討．（シンポジウム）第48回日本

原謙， 浅野晴紀， 奥川卓也， 横山聡子， 近藤隆， 豊

消化器免疫学会総会 2001.7 金沢

島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 福井広一， 堀和敏， 渡

樋田信幸， 河野友彰， 松本譽之． 色素併用カプセル内視鏡

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸及び伸展刺激に対する

の有用性：術直後クローン病患者を対象とした前向き無作為

食道知覚閾値の年齢による変化． 第53回日本消化器病学

交差試験．（シンポジウム）第81回日本消化器内視鏡学会
総会 2011.8 名古屋
樋田信幸， 堀和敏， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における
surveillance colonoscopy:適正な検査間隔の設定を向けて.
（ワークショップ）第81回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8
名古屋
野上晃司， 應田義雄， 飯室正樹， 小川智広， 河合幹夫，
河野友彰， 加藤恭一， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
櫻井淳， 渡二郎， 富田寿彦， 豊島史彦， 原謙， 田村彰
朗， 池尾光一， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅
野晴紀， 近藤隆， 田中淳二， 大島忠之， 福井広一，
堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人． CT検査で発見される胃
ESD後のmicro-perforationの臨床的検討． 第53回日本消
化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
會澤信弘， 榎本平之， 西口修平． C型肝硬変に対する

治， 武田直久， 樋田信幸， 福永健， 渡二郎， 中村志

PEG-IFN/Ribavirin併用療法の治療成績． 第53回日本消

郎， 西上隆之， 三輪洋人， 松本譽之． 直腸炎型の潰瘍

化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

性大腸炎にcolitic cancerを合併した1例． 第81回日本消化
器内視鏡学会総会 2011.8 名古屋
岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良
行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

會澤信弘， 岩田恵典， 西口修平． C型慢性肝炎組織に生じ
るミ
トコンドリア遺伝子異常と発癌に関する検討． 第53回日本
消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡
岩井孝史， 高田亮， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘,

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

池田直人， 岩田恵典， 田中弘教， 榎本平之， 齋藤正

当院におけるEUSガイド下降仮性嚢胞ドレナージ（EUS-CD）

紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎の

の現状． 第81回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8 名古

インターフェロン治療における抑うつ症状の評価． 第15回日

屋

本肝臓学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

榎本平之， 會澤信弘， 今西宏安， 齋藤正紀， 岩田恵典,

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

田中弘教， 高嶋智之， 岩井孝史， 森脇英一朗， 坂井良

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

行， 池田直人， 下村壯治， 飯島尋子， 中村秀次， 西

当院での胆膵内視鏡治療後合併症に対する予防と対策.
第47回日本胆道学会学術集会 2011.9 宮崎
池田直人， 今西宏安， 會澤信弘， 岩田惠典， 田中弘教,

口修平． C型慢性肝疾患患者における糖化ヘモグロビン
（HbA1c）と糖化アルブミン（GA）の比率の検討． 第15回
日本肝臓学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

榎本平之， 齋藤正紀， 飯島尋子， 西口修平．インターフ

榎本平之， 辻村亨， 今西宏安， 齋藤正紀， 田中弘教,

ェロン（IFN）治療目的に行なわれる部分脾動脈塞栓術

池田直人， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智之， 坂井良

（PSE）や脾摘術の実態調査． 第19回日本門脈圧亢進症

行， 會澤信弘， 岩田恵典， 下村壯治， 飯島尋子， 西

学会総会 2011.9 福岡

口修平．インターフェロン併用によるSorafenibの抗腫瘍効果
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増 強 作 用． 第15回日本 肝 臓 学 会 大 会（JDDW2011）
2011.10 福岡

collagenous colitisの1例． 日本消化器病学会近畿支部第
94回例会 2011.2 大阪

高嶋智之， 岩田恵典， 高田亮， 森脇英一朗， 岩井孝史,

横山聡子， 豊島史彦， 櫻井淳， 富田寿彦， 山崎尊久，

坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘

奥川卓也， 近藤隆， 田中淳二， 森田毅， 大島忠之，

教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯

福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎および肝硬変患者にお

成人発症好酸球性食道炎の二例． 第86回日本消化器内視

けるヘリコバクターピロリ菌除菌療法の有用性の検討． 第53

鏡学会近畿地方会 2011.3 京都

回日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

田中弘教， 飯島尋子， 高田亮， 岩井孝史， 高嶋智之,

森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信

坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵

弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平． 分

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 中島収,

子標的治療薬投与時の造影超音波によるモニタリング法の試

廣田誠一， 西口修平． 肝好酸性肉芽腫の一例． 第53回

み．（シンポジウム）第95回日本消化器病学会近畿支部例

日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

会 2011.8 大阪

福永健， 樋田信幸， 應田義雄， 飯室正樹， 中村志郎，

河中真紀， 櫻井淳， 富田寿彦， 豊島史彦， 田中淳二，

松本譽之． 難治性潰瘍性大腸炎患者への維持治療として

大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

の 顆 粒 球・単 球 吸 着 療 法（granulocyte/monocyte

消化管出血を契機に発見された胃動静脈奇形の１例． 第

adsorption；GMA）の可能性:シャムカラムを用いた無作為

195回日本内科学会近畿地方会例会 2010.9 大阪

割り付け二重盲検試による検討．（シンポジウム）第66回日本
大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 浅
野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富

應田義雄， 樋田信幸， 野上晃司， 河合幹夫， 河野友彰，

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松

飯室正樹， 福永健， 中村志郎， 松本譽之． 炎症を背景

本 譽 之， 三 輪 洋 人． 遡 及 的 に 経 過を 終 えた 大 腸

とする粘膜に発生した大腸平坦型腫瘍に対する内視鏡治療

Dieulafoy潰瘍の一例． 第87回日本消化器内視鏡学会近

の経験．（ビデオシンポジウム）第66回日本大腸肛門病学会

畿地方会 2011.10 神戸

学術集会 2011.11 東京

佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，

樋田信幸， 堀和敏， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における

河野友彰， 菊山梨紗， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

surveillance colonoscopy：適正な検査間隔の設定へ向け

治， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

て．（パネルディスカッション）第66回日本大腸肛門病学会学

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之， 西上隆之． 小型

術集会 2011.11 東京

のIs型SM高度浸潤癌を含む， 大腸同時性多発SM癌の1

山崎尊久， 大島忠之， 富田寿彦， 田村彰朗， 原謙， 池
尾光一， 浅野晴紀， 横山聡子， 奥川卓也， 近藤隆，
豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 福井広一， 堀和敏，

例．（ヤングエンドスコピストセッション）第87回日本消化器内
視鏡学会近畿地方会 2011.10 神戸
青木智子， 飯島尋子， 田中弘教， 會澤信弘， 坂井良行，

渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 酸および伸展刺激に対す

岩田恵典， 池田直人， 榎本平之， 今西宏安， 齋藤正

る食道知覚閾値の年齢による変化． 第13回日本神経消化

紀， 廣田誠一， 岸浩一郎， 藤元治朗， 西口修平． 血

器病学会 2011.11 宇都宮
［地方会等］
田中弘教， 飯島尋子， 吉田昌弘， 森脇英一朗， 岩井孝

小板数から見たNBNC肝細胞癌． 第39回日本肝臓学会西
部会 2011.12 岡山
高嶋智之， 田中弘教， 高田亮， 岩井孝史， 坂井良行，

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治,

之， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

西 上 隆 之， 廣 田 誠 一， 西 口 修 平． Virtual Touch

PET-CTがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であった

Tissue Quantification法を用いた肝硬度診断の有用性.
（シンポジウム）第94回日本消化器病学会近畿支部例会
2011.2 大阪

１例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡山
長谷川国大， 岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 高嶋智之，
坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田一也， 田中弘

奥川卓也， 大島忠之， 山崎尊久， 豊島史彦， 櫻井淳，

教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西

田中淳二， 森田毅， 富田寿彦， 金鏞民， 福井広一，

口修平． ヒストアクリルによる内視鏡的静脈瘤硬化療法

堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． SLEとA型胃
炎に伴う胃カルチノイドを合併した1例．日本消化器病学会近
畿支部第94回例会 2011.2 大阪

（EIS）が有用であった直腸静脈瘤破裂の一例． 第39回日
本肝臓学会西部会 2011.12 岡山
榎本平之， 井上慎一， 松久明生， 高田亮， 岩井孝史，

小川智広， 戸澤勝之， 橋本学， 岡秀男， 上小鶴孝二，

高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

横山陽子， 吉田幸治， 飯室正樹， 應田義雄， 福永健，

人， 岩田恵典， 田中弘教， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯

樋田信幸， 堀和敏， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之.

島尋子， 西口修平． 特発性細菌腹膜炎の診断にin-situ

選 択 的セロトニン再 取り込 み 阻 害 剤により惹 起された

hybridization法が有効であった一例． 第39回日本肝臓学

兵庫医大業績録（2011）
会西部会 2011.12 岡山
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吉田幸治， 福永健， 中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰，

高田亮， 會澤信弘， 齋藤正紀， 岩井孝史， 高嶋智之，

野上晃司， 上小鶴孝二， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正

坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 田中弘

樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

教， 榎 本 平 之， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

譽之， 内野基， 池内浩基． 術後クローン病患者の早期再

PEG-IFN/Ribavirin併用療法中に急性肝不全を来したC型

燃予測因子． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事

肝硬変の1症例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡

業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成22年

山

度第2回総会 2011.1 東京

石井紀子， 會澤信弘， 高田亮， 齋藤正紀， 岩井孝史，

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一郎， 岩井孝

高嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

典， 田中弘教， 榎本平之， 今西宏安， 飯島尋子， 西

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

口修平． アザチオプリンにて重篤な汎血球減少を来したステ

西上隆之， 藤元治朗， 小崎正博， 有井滋樹， 西口修

ロイド抵抗性自己免疫性肝炎の一例． 第39回日本肝臓学会

平． 造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果

西部会 2011.12 岡山

予 測の試み． 第3回日本 肝 がん分 子 標 的 治 療 研 究 会

會澤信弘， 大崎住夫， 西口修平． EG-IFNα-2a/RBV併用

2011.1 下関

療 法におけるResponse-Guided Therapyの有 用 性の検

巌康仁， 會澤信弘， 金守良． 画像診断上， 肝細胞癌と識

討：IL28Bとの関連性を踏まえて． 第39回日本肝臓学会西

別を要する細胞管細胞癌． 第17回肝血流動態イメージ研究

部会 2011.12 岡山

会 2011.1 横浜

［研究会・講演会等］
松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治
療の標準化を目指した潰瘍性大腸炎治療指針の改訂． 厚

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一郎， 岩井孝
史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩
田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

西上隆之， 藤元治朗， 小崎正博， 有井滋樹， 西口修

性腸管障害に関する調査研究」 平成22年度第2回総会

平． 造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果

2011.1 東京

予測の試み． 第121回大阪超音波研究会 2011.3 大阪

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

療の標準化を目指したクローン病治療指針の改訂． 厚生労

療の標準化を目指した潰瘍性大腸炎治療指針の改訂． 厚

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

管障害に関する調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1

性腸管障害に関する調査研究」 平成23年度第1回総会

東京

2011.7.14-15 東京

渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

に対する癌サーベイランス法の確立． 厚生労働科学研究 難

療の標準化を目指したクローン病治療指針の改訂． 厚生労

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

管障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7

中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 上小鶴孝二， 吉田幸

東京

治， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正樹， 應田義雄， 福

渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

永健， 樋田信幸， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎初発例の臨

に対する癌サーベイランス法の確立． 厚生労働科学研究 難

床経過に関する検討−当科に置ける最近4年間の初発例

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

156例の予後から−． 厚生労働科学研究 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22年度第2回総会 2011.1 東京

調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京
福永健， 應田義雄， 樋田信幸， 飯室正樹， 吉田幸治，
横山陽子， 上小鶴孝二， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他8名． 妊娠出産に

司， 菊山梨紗， 長瀬和子， 堀和敏， 武田直久， 中村

関する前向き多施設共同研究の提案−埼玉県下でおこなっ

志郎， 松本譽之． 難治性直腸炎型潰瘍性大腸炎患者に

た患者アンケートをふまえて−． 厚生労働科学研究 難治性

対する漢方薬坐薬の有効性：前向き無作為割り付け二重盲

疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査

検試験による検討（多施設共同研究に向けて）
． 厚生労働

研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 菊山梨紗， 吉田幸治，
中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 野上晃司， 飯室正
樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東
京
三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他9名． 妊娠出産の

譽之， 内野基， 池内浩基． 難治性クローン病患者に対す

転帰と治療内容に関する多施設共同研究の状況． 厚生労

るGMAの臨床的・免疫学的効果． 厚生労働科学研究 難

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

管障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7

調査研究」平成22年度第2回総会 2011.1 東京

東京
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三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他36名． 高齢者炎症
性腸疾患診療の現状把握−過去の入院患者に関する多施

2011.9 福岡
飯島尋子， 吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 青木智子，

設へのアンケート調査から−． 厚生労働科学研究 難治性

會澤信弘， 西上隆之， 廣田誠一， 藤元治朗， 西口修

疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査

平． Virtual Touch Tissue Quantification（VTTQ）法

研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京
飯島尋子， 田中弘教， 西口修平， 會澤信弘， 廣田誠一，
藤元治朗． 造影超音波を用いた早期肝細胞癌の診断.
（シンポジウム）第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡

による肝線維化診断における炎症の影響． 第30回超音波ド
プラ研究会 2011.11 東京
岩井孝史， 橋本眞里子， 高田亮， 高嶋智之， 會澤信弘，
坂井良， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典，
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診断 肉眼型・分化度・進展度診断 Sonazoid造影超音波
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検査による肝細胞癌の悪性度分類の有用性． Rad Fan
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inhibitors is associated with slow progression of mild
aortic stenosis in Japanese patients． Heart Vessels
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コー 2011;12:740-47
［原著］
Shimomura S， Ikeda N， Saito M， Ishii A， Takashima

brain natriuretic peptide levels in untreated
hypertensive patients． J Echocardiogr 2011;9:103-8
奥田哲， 合田亜希子， 正木充， 中坊亜由美， 飯野貴子，
吉田千佳子， 廣谷信一， 大柳光正， 辻野健， 増山理.
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本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

昇症例の症状と心機能との関係：心エコー図所見からみた

大江良子， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 合田亜希子， 正木

特徴． 第75回日本循環器学会総会・学術集会 2011.8 横

充， 廣谷信一， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断薬

浜

導入による左室収縮能改善とコラーゲン代謝との関連． 第

Yoshida C， Hirotani S， Lee-Kawabata M， Goda A,

22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

Masaki M， Otsuka M， Nakaboh A， Eguchi A,

合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

Tsujino T， Masuyama T． Addition of statin therapy

美， 赤堀宏州， 大江良子， 辻家紀子， 江口明世， 澤

to cardiac rehabilitation synergistically improves left

田悠， 廣谷信一， 川端正明， 宮本裕治， 増山理． 大

ventricular diastolic function in patients with chronic

動脈弁狭窄症における左室肥大の決定要因についての検

heart failure． 第75回日本循環器学会総会・学術集会
2011.8 横浜

討． 第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島
正木充， 廣谷信一， 合田亜希子， 大江良子， 中坊亜由

Goda A， Nakaboh A， Masaki M， Otsuka M， Yoshida

美， 吉田千佳子， 川﨑大三， 川端正明， 辻野健， 小

C， Hirotani S， Lee-Kawabata M， Masuyama T.

柴賢洋， 増山理． 三尖弁逆流と動脈スティフネスとの関

Myocardial tissue characterization in humans with a

係． 第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

newly developed real-time tissue elastography． 第75

正木充， 廣谷信一， 合田亜希子， 大江良子， 中坊亜由

回日本循環器学会総会・学術集会 2011.8 横浜
Masaki M， Hirotani S， Goda A， Yoshida C， Nakaboh
A， Ohtsuka M， Lee-Kawabata M， Tsujino T, Koshiba

美， 吉田千佳子， 川﨑大三， 川端正明， 辻野健， 小
柴賢洋， 増山理． 動脈スティフネスと左室拡張能の関連.
第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

M， Yamagishi S， Masuyama T． Advanced glycation

岩田恵典， 森脇英一郎， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

end products predict left ventricular chamber

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

stiffness and remodeling in patients with non-diabetic

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

hypertension． 第75回日本循環器学会総会・学術集会

当院におけるEUSガイド下膵仮性嚢胞ドレナージ（EUS-

2011.8 横浜

CD）の現状． 第81回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8

Masaki M， Goda A， Hirotani S， Yoshida C， Nakaboh

名古屋

A， O h t s u k a M， L e e - K a w a b a t a M， T s u j i n o T ,

齋藤正紀， 森脇英一郎， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

Koshiba M， Yamagishi S， Masuyama T． Chaotic

行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 田中弘教， 榎

nature of myocardial ultrasonic radio frequency

本平之， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

signals reflect inflammation and collagen production

BCAA製剤の1日用量に加えたBCAA食品追加摂取の有用

in patients with hypertension． 第75回日本循環器学会

性の検討．（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総

総会・学術集会 2011.8 横浜

会 2011.5 東京

飯野貴子， 合田亜希子， 中坊亜由美， 伊藤宏， 増山理.

田中弘教， 飯島尋子， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智

（シンポジウム）左 室 流 入 血 流 速 波 形の評 価における

之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

Valsalva法の有用性：高度僧帽弁逆流例における検討.

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平.

第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

造影超音波検査よる肝と脾の輝度比（LS比）による慢性肝
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疾患の線維化進展度および肝予備能予測．（ミニシンポジウ
ム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京
飯島尋子， 田中弘教， 吉田昌弘， 東浦晶子， 柴田陽子,

會澤信弘， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

山平正浩， 會澤信弘， 池田直人， 藤元治朗， 西口修

行， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

平． 肝癌に対するRFA治療前3次元超音波診断と治療支

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 藤元治朗,

援の試み．（特別演題企画）日本超音波医学会第84回学

西口修平． 慢性肝疾患組織におけるミ
トコンドリア遺伝子異
常と肝発癌．（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会
総会 2011.5 東京

術集会 2011.5 東京
東浦晶子， 田中弘教， 山平正浩， 吉田昌弘， 柴田陽子,
橋本眞理子， 藤元治朗， 廣田誠一， 西口修平， 飯島尋

岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

子． 早期肝細胞癌の診断におけるSonazoid造影超音波門

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

脈優位相の意義． 日本超音波医学会第84回学術集会

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.
当院における膵仮性嚢胞に対する内視鏡治療の現状．（ミ

2011.5 東京
吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 青木智子， 齋藤正紀,

ニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

西上隆之， 廣田誠一， 藤本治朗， 西口修平， 飯島尋

岩井孝史， 岩田恵典， 森脇英一朗， 高嶋智之， 坂井良

子． 肝腫瘍性病変の鑑別診断におけるVTTQ法の有用

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

性．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

吉田哲也， 神山直久， 嶺喜隆， 飯島尋子， 森安史典.

膵仮性嚢胞による十二指腸狭窄に対して経皮内視鏡的胃瘻

4D Imagingの穿刺治療応用に関する検討．日本超音波医

造設術（PEG）の腸瘻化（PEG-J）が奏功した一例．（ミ

学会第84回学術集会 2011.5 東京

ニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

柴田陽子， 田中弘教， 松永桃子， 西村純子， 山平正浩,

坂井良行， 岩田恵典， 齋藤正紀， 森脇英一朗， 岩井孝

吉田昌弘， 東浦晶子， 橋本眞里子， 飯島尋子． 肝血管

史， 高嶋智之， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎

腫の超音波診断における「ゆらぎ現象」と造影超音波の有

本平之， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

用性．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京

食道静脈瘤治療前後の栄養状態に関する肝機能別検討.

柴田陽子， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子， 橋本眞里

（ミニシンポジウム）第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東
京
高嶋智之， 森脇英一朗， 岩井孝史， 坂井良行， 會澤信
弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

子， 赤尾憲二， 田中弘教， 飯島尋子． 造影超音波検査
を用いた肝脾実質の輝度比（LS比）によるC型慢性肝疾患
の 進 展 度 予 測． 日本 超 音 波 医 学 会 第84回 学 術 集 会
2011.5 東京

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 笹子三津

合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

留， 片 岡 竜 貴， 鳥 井 郁 子， 西 上 隆 之， 西 口 修 平.

美， 大江良子， 赤堀宏州， 辻家紀子， 宮本裕治， 増

AFP値の定期フォローにより発見できたAFP産生胃癌の1例.

山理． 大動脈弁狭窄症患者の降圧薬による左室肥大抑制

（ポスターセッション）第97回日本消化器病学会総会 2011.5

効果についての検討． 日本超音波医学会第84回学術集会

東京
飯島尋子． 肝線維化診断−SQ， エラスト， VTTQ（理論）

2011.5 東京
大江良子， 吉田千佳子， 廣谷信一， 合田亜希子， 正木

−．日本超音波医学会教育委員会主催第10回教育セッショ

充， 中坊亜由美， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断

ン 2011.5 東京

薬治療による左室スティフネスの改善はコラーゲン分解の抑制

青木智子， 吉田昌弘， 田中弘教， 廣田誠一， 西上隆之,
岸浩一郎， 西口修平， 飯島尋子． VTTQにおける肝硬
度規定因子と肝機能の評価．（特別演題企画）日本超音波
医学会第84回学術集会 2011.5 東京
田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 會澤信弘， 廣田誠一,
西上隆之， 辻村亨， 飯室勇二， 藤元治朗， 西口修平.

と関連する． 日本超音波医学会第84回学術集会2011.5 東
京
飯野貴子， 合田亜希子， 中坊亜由美， 伊藤宏， 増山理.
左室流入血流速波形評価におけるValsalva法併用の有用
性．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京
中坊亜由美， 吉田千佳子， 廣谷信一， 合田亜希子， 正木

Sonazoid造影超音波検査による肝癌悪性度分類の有用性.

充， 大江良子， 江口明世， 川端正明， 増山理． 心臓リ

（ 特 別 演 題 企 画 ）日本 超 音 波 医 学 会 第84回 学 術 集 会

ハビリテーションにスタチン療法を追加することの有用性につい

2011.5 東京

て．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京

吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 青木智子， 會澤信弘,

青木智子， 飯島尋子， 西口修平． NBNC型肝細胞癌の臨

西上隆之， 廣田誠一， 藤本治朗， 西口修平， 飯島尋

床的特徴．（ワークショップ）第47回日本肝臓学会総会

子． VTTQ法による肝線維化診断における炎症の影響.

2011.6 東京

（ 特 別 演 題 企 画 ）日本 超 音 波 医 学 会 第84回 学 術 集 会
2011.5 東京
神山直久， 飯島尋子， 吉田哲也． 肝表面凹凸のリアルタイ
ム解析による肝線維化の定量化の検討．（特別演題企画）

泉並木， 松井修， 佐田通夫， 青柳豊， 森安史典， 角谷
眞澄， 飯島尋子， 有井滋樹． 肝癌画像診断の進歩 非多
血性肝腫瘍性病変の診断および治療アルゴリズムの検討 多
施設共同研究150結節の検討から．（ワークショップ）第47回
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行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 齋

榎本平之， 中村秀次， 今西宏安， 齋藤正紀， 岩田恵典,

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

池田直人， 會澤信弘， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智

当院におけるEUSガイド下降仮性嚢胞ドレナージ（EUS-

之， 坂井良行， 田中弘教， 下村壯治， 飯島尋子， 西

CD）の現状． 第81回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8

口修平． 肝発癌研究の新展開 肝癌細胞増殖因子と血管

名古屋

新生因子としてのHepatoma-derived growth factor治療

岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

標的の可能性に関する検討．（ワークショップ）第47回日本

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 榎本平之， 斎

肝臓学会総会 2011.6 東京
榎本平之， 井上慎一， 今西宏安， 齋藤正紀， 岩田恵典,
池田直人， 會澤信弘， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.
当院での胆膵内視鏡治療後合併症に対する予防と対策.
第47回日本胆道学会学術集会 2011.9 宮崎

之， 坂井良行， 田中弘教， 下村壯治， 飯島尋子， 松

池田直人， 今西宏安， 會澤信弘， 岩田惠典， 田中弘教,

久明生， 西口修平． 広域細菌検出のための新規in-situ

榎本平之， 齋藤正紀， 飯島尋子， 西口修平．インターフ

hybridization probeの開発と， 特発性細菌性腹膜炎症例

ェロン（IFN）治療目的に行なわれる部分脾動脈塞栓術

における腹腔内感染の直接的証明の試み． 第47回日本肝

（PSE）や脾摘術の実態調査． 第19回日本門脈圧亢進症

臓学会総会 2011.6 東京

学会総会 2011.9 福岡

松田二子， 榎本平之， 會澤信弘， 坂井良行， 池田直人,

合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

田中弘教， 岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯

美， 赤堀宏州， 辻家紀子， 江口明世， 澤田悠， 廣谷

治， 飯島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎におけるPeg-

信一， 川端正明， 宮本裕治， 増山理． 大動脈弁狭窄症

IFN/RBV療法無効の原因とその対策についての検討．（ポ

患者の左室肥大を決定する因子についての検討． 第59回日

スターセッション）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京

本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

齋藤正紀， 森脇英一郎， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

吉田千佳子， 廣谷信一， 中坊亜由美， 合田亜希子， 正木

行， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎

充， 川端正明， 辻野健， 増山理． 収縮不全心のβ遮断

本平之， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 西口修平.

薬導入療法はコラーゲン分解を抑制し左室リモデリングを抑

間接カロリー計を用いた非蛋白呼吸商による慢性肝疾患の病
態栄養評価．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会総
会 2011.6 東京
高嶋智之， 會澤信弘， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安,
下村壯治， 飯島尋子， 金守良， 井本勉， 城村尚登,
奥新浩晃， 菅野雅彦， 二宮俊明， 大岡照二， 瀬尾靖,

制する． 第59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸
青木智子， 飯島尋子， 西口修平． NBNC肝硬変の成因別
特色と超音波剪断弾性波（VTTQ）による肝硬度の検討.
（ 特 別 企 画 ）第15回日本 肝 臓 学 会 大 会（JDDW2011）
2011.10 福岡
田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 造影超音波による簡便な

廣田誠一， 西口修平． Peg-IFN+RBV併用療法後の天

分子標的治療薬効果判定法の試み．（ワークショップ）第53

然型IFNα少量長期投与によるHCV再燃と肝発癌の抑制効

回日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

果に関する検討．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会

岩井孝史， 高田亮， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘,

総会 2011.6 東京

池田直人， 岩田恵典， 田中弘教， 榎本平之， 齋藤正

會澤信弘， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎の

行， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

インターフェロン治療における抑うつ症状の評価． 第15回日

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 飯室勇二,

本肝臓学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

藤元治朗， 西口修平． C型慢性肝炎組織におけるミ
トコンド

榎本平之， 會澤信弘， 今西宏安， 齋藤正紀， 岩田恵典,

リア遺伝子異常とインスリン抵抗性についての検討．（ポスタ

田中弘教， 高嶋智之， 岩井孝史， 森脇英一朗， 坂井良

ーセッション）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京

行， 池田直人， 下村壯治， 飯島尋子， 中村秀次， 西

田中弘教， 飯島尋子， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智

口修平． C型慢性肝疾患患者における糖化ヘモグロビン

之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵典， 榎

（HbA1c）と糖化アルブミン（GA）の比率の検討． 第15回

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平.

日本肝臓学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果予測

榎本平之， 辻村亨， 今西宏安， 齋藤正紀， 田中弘教,

の試み．（ポスターセッション）第47回日本肝臓学会総会

池田直人， 岩井孝史， 森脇英一朗， 高嶋智之， 坂井良

2011.6 東京

行， 會澤信弘， 岩田恵典， 下村壯治， 飯島尋子， 西

飯室勇二， 近藤祐一， 宇多優吾， 鈴村和大， 吉田康彦,
宇山直樹， 麻野泰包， 岡田敏弘， 平野公通， 田中弘
教， 飯島尋子， 西口修平， 藤元治朗． 肝癌外科切除に
おける最終確認診断としての術中造影エコーの有用性．（ポ
スターセッション）第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京
岩田恵典， 森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良

口修平．インターフェロン併用によるSorafenibの抗腫瘍効果
増 強 作 用． 第15回日本 肝 臓 学 会 大 会（JDDW2011）
2011.10 福岡
高嶋智之， 岩田恵典， 高田亮， 森脇英一朗， 岩井孝史,
坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘
教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯
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島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎および肝硬変患者にお

榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯島尋

けるヘリコバクターピロリ菌除菌療法の有用性の検討． 第53

子． 超音波を用いた肝腫瘍の硬さ診断で乖離した結果を示

回日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

した肝細胞癌の症例．（新人賞）日本超音波医学会第38回

森脇英一朗， 岩井孝史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信
弘， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

関西地方会学術集会 2011.11 大阪
柴田陽子， 田中弘教， 松永桃子， 山平正浩， 吉田昌弘，

藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 飯島尋子， 中島収,

東浦晶子， 橋本眞里子， 飯島尋子． 肝血管腫の「ゆら

廣田誠一， 西口修平． 肝好酸性肉芽腫の一例． 第53回

ぎ」現象と造影超音波検査の関係． 日本超音波医学会第

日本消化器病学会大会（JDDW2011）2011.10 福岡

38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪

飯島尋子． 今， 超音波画像診断で何がわかるのか ? 肝臓

橋本眞里子， 田中弘教， 西村純子， 山平正浩， 吉田昌

領域の超音波診断．（シンポジウム）第58回日本臨床検査

弘， 東浦晶子， 柴田陽子， 廣田誠一， 西口修平， 飯

医学会 2011.11 岡山
［地方会等］
田中弘教， 飯島尋子， 吉田昌弘， 森脇英一朗， 岩井孝

島尋子． 限局性結節性過形成のソナゾイド造影超音波所
見． 日本 超 音 波 医 学 会 第38回 関 西 地 方 会 学 術 集 会
2011.11 大阪

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

山平正浩， 田中弘教， 吉田昌弘， 柴田陽子， 西村純子，

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治,

東浦晶子， 橋本眞里子， 赤尾憲司， 西口修平， 飯島尋

西 上 隆 之， 廣 田 誠 一， 西 口 修 平． Virtual Touch

子． LS比による食道静脈瘤の進展度予測について． 日本

Tissue Quantification法を用いた肝硬度診断の有用性.

超音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪

（シンポジウム）第94回日本消化器病学会近畿支部例会

最勝寺晶子， 田中弘教， 柴田陽子， 吉田昌弘， 東浦晶

2011.2 大阪
澤田悠， 廣谷信一， 内藤由朗， 中坊亜由美， 合田亜希

子， 橋本眞里子， 大野香織， 坪内博仁， 西口修平，
飯島尋子． Twinkling artifactを認めた出血性肝嚢胞の

子， 山脇弘二， 川端正明， 増山理． 著明な1度房室ブロ

一例． 日本超音波医学会第38回関西地方会学術集会

ックを合併した心室中隔腫瘤の1例． 第194回日本内科学会

2011.11 大阪

近畿地方会 2011.6 奈良
西山真知子， 合田亜希子， 廣谷信一， 正木充， 大塚美

西村純子， 田中弘教， 吉田昌弘， 橋本眞里子， 柴田陽
子， 東浦晶子， 山平正浩， 廣田誠一， 西口修平， 飯

里， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 江口明世， 澤田悠，

島尋子． Virtual Touch Tissue Quantification（VTTQ）

川端正明， 増山理， 辻家紀子， 宮本裕治． 脾動脈瘤破

を用いた脾硬度測定の検討． 日本超音波医学会第38回関

裂で発症した感染性心内膜炎の1例． 第111回日本循環器
学会近畿地方会 2011.6 神戸

西地方会学術集会 2011.11 大阪
田中益水， 合田亜希子， 松永桃子， 松永久美子， 三角千

田中弘教， 飯島尋子， 高田亮， 岩井孝史， 高嶋智之,

香， 牧原佐知子， 中坊亜由美， 吉田千佳子， 飯島尋

坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵

子， 増山理． 心室中隔肥厚を伴った心サルコイドーシスの1

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平． 分

例． 日本 超 音 波 医 学 会 第38回 関 西 地 方 会 学 術 集 会

子標的治療薬投与時の造影超音波によるモニタリング法の試
み．（シンポジウム）第95回日本消化器病学会近畿支部例
会 2011.8 大阪

2011.11 大阪
牧原佐知子， 合田亜希子， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 良
本政章， 羽尾裕之， 川端正明， 飯島尋子， 宮本裕治，

飯島尋子． 超音波組織弾性診断は肝生検に変わりうるか？.

増山理． 感染性脳動脈瘤を合併した心内膜炎の1症例.

日本超音波医学会第47回中国地方会学術集会・第10回中

日本超音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大

国地方会講習会 2011.9 岡山
飯島尋子． 肝臓超音波診断の最新情報．（特別講演）日本
超音波医学会第21回九州地方会学術集会 2011.10 別府
東浦晶子， 田中弘教， 山平正浩， 吉田昌弘， 柴田陽子，
橋本眞里子， 藤元治朗， 廣田誠一， 西口修平， 飯島尋

阪
松永久美子， 中坊亜由美， 合田亜希子， 吉田千佳子， 吉
岡良晃， 羽尾裕之， 川端正明， 飯島尋子， 宮本裕治，
増山理． 左房内に有茎性の腫瘤を認めた1症例． 日本超
音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪

子． 早期肝細胞癌の診断におけるSonazoid造影超音波門

岡村恵里子， 高田珠希， 合田亜希子， 小谷健， 峰隆直，

脈優位相の意義．（パネルディスカッション）日本超音波医学

正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 廣谷信一， 増山理，

会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪

羽尾裕之， 良本政章， 宮本裕治． 脳梗塞発症後の血栓

吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 山平正浩， 東浦晶子，
柴田陽子， 橋本眞里子， 廣田誠一， 西口修平， 飯島尋

溶解療法により仮性心室瘤の発生を認めた1例． 第112回日
本循環器学会近畿地方会 2011.11 京都

子． 慢性肝疾患の線肝線維化診断におけるVirtual Touch

田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 造影超音波検査所見に

Tissue Quantification（VTTQ）の有用性．（ワークショッ

よる肝細胞癌分化度診断．（ワークショップ）第39回日本肝

プ ）日本 超 音 波 医 学 会 第38回 関 西 地 方 会 学 術 集 会

臓学会西部会 2011.12 岡山

2011.11 大阪
岩井孝史， 田中弘教， 吉田昌弘， 斎藤雅博， 岩田恵典，

青木智子， 飯島尋子， 西口修平． VTTQと血清マーカーで
発癌予測に迫る．（ワークショップ）第39回日本肝臓学会西
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部会 2011.12 岡山
高田亮， 會澤信弘， 齋藤正紀， 岩井孝史， 高嶋智之，
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性肝硬変の1例． 第12回臨床消化器病研究会 2011.7 東
京

坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 田中弘

飯島尋子， 田中弘教， 西口修平， 會澤信弘， 廣田誠一，

教， 榎 本 平 之， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

藤元治朗． 造影超音波を用いた早期肝細胞癌の診断.

PEG-IFN/Ribavirin併用療法中に急性肝不全を来したC型
肝硬変の1症例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡
山

（シンポジウム）第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡
飯室勇二， 近藤祐一， 麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦，
鈴村和大， 田中弘教， 飯島尋子， 西口修平， 岡田敏

高嶋智之， 田中弘教， 高田亮， 岩井孝史， 坂井良行，

弘， 黒田暢一， 平野公通， 藤元治朗． 術前画像支援と

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平

術中造影超音波検査のルーチン化による肝切除術の根治性

之， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

向上の試み．（ビデオフォーラム）第47回日本肝癌研究会

PET-CTがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であった
1例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡山

2011.7 静岡
青木智子， 飯島尋子， 田中弘教， 會澤信弘， 坂井良行，

榎本平之， 井上慎一， 松久明生， 高田亮， 岩井孝史，

岩田恵典， 池田直人， 榎本平之， 今西宏安， 齋藤正

高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

紀， 廣 田 誠 一， 岸 浩 一 郎， 藤 元 治 朗， 西 口 修 平.

人， 岩田恵典， 田中弘教， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯

NBNC肝癌の臨床的特徴．（ワークショップ）第47回日本肝

島尋子， 西口修平． 特発性細菌性腹膜炎の診断にin-situ
hybridization法が有効であった一例． 第39回日本肝臓学
会西部会 2011.12 岡山

癌研究会 2011.7 静岡
會澤信弘， 飯島尋子， 田中弘教， 岩田恵典， 榎本平之，
齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 近藤祐一， 飯室勇

長谷川国大， 岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 高嶋智之，

二， 藤元治朗， 廣田省三， 西上隆之， 廣田誠一， 西

坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田一也， 田中弘

口修平． 小型細胆管細胞癌症例の画像， 病理の検討.

教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西

第47回日本肝癌研究会 2011.7 静岡

口修平． ヒストアクリルによる内視鏡的静脈瘤硬化療法

岩井孝史， 田中弘教， 吉田昌弘， 高田亮， 森脇英一朗，

（EIS）が有用であった直腸静脈瘤破裂の一例． 第39回日

高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田恵

本肝臓学会西部会 2011.12 岡山

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯

石井紀子， 會澤信弘， 高田亮， 齋藤正紀， 岩井孝史，

島尋子． 超音波を使用した肝腫瘍の硬さ診断で乖離した結

高嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵

果を示した肝 細 胞 癌の一 例． 第47回日本 肝 癌 研 究 会

典， 田中弘教， 榎本平之， 今西宏安， 飯島尋子， 西

2011.7 静岡

口修平． アザチオプリンにて重篤な汎血球減少を来したステ

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝

ロイド抵抗性自己免疫性肝炎の一例． 第39回日本肝臓学会

史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

西部会 2011.12 岡山
［研究会・講演会等］
田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝
史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩
田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，
藤元治朗， 有井滋樹， 西口修平． Sonazoid造影超音波
検査による分子標的薬早期治療効果予測． 第47回日本肝
癌研究会 2011.7 静岡
高嶋智之， 田中弘教， 吉田昌弘， 森脇英一朗， 岩井孝

西上隆之， 藤元治朗， 小崎正博， 有井滋樹， 西口修

史， 會澤信弘， 坂井良行， 池田直人， 岩田恵典， 榎

平． 造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果

本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修平，

予 測の試み． 第3回日本 肝 がん分 子 標 的 治 療 研 究 会

飯島尋子． 非B非C慢性肝疾患患者の肝発癌予測におけ

2011.1 下関

るVTTQを用いた肝硬度測定の意義． 第47回日本肝癌研

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 森脇英一朗， 岩井孝
史， 高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩

究会 2011.7 静岡
高嶋智之， 田中弘教， 高田亮， 岩井孝史， 坂井良行，

田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治，

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平

西上隆之， 藤元治朗， 小崎正博， 有井滋樹， 西口修

之， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

平． 造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期治療効果

PET-CTがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であった

予測の試み． 第121回大阪超音波研究会 2011.3 大阪

1例． 第46回近畿肝癌談話会 2011.8 大阪

田中弘教， 飯島尋子， 岩井孝史， 高嶋智之， 池田直人，

池田直人， 今西宏安， 會澤信弘， 岩田恵典， 田中弘教，

西口修平， 柴田陽子， 有井滋樹． 造影超音波検査を用

榎本平之， 齋藤正紀， 飯島尋子， 西口修平．インターフ

いた分子標的薬治療の早期効果予測． 第4回日本肝がん

ェロン（IFN）治 療目的に行われる部 分 脾 動 脈 塞 栓 術

分子標的治療研究会 2011.6 東京
岩井孝史， 田中弘教， 橋本眞理子， 東浦晶子， 柴田陽

（PSE）や脾摘出の実態調査． 第13回肝不全治療研究会
2011.9 福岡

子， 斉藤慎一， 西上隆之， 藤元治朗， 西口修平， 飯

飯島尋子， 吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 青木智子，

島尋子． 過形成結節と肝細胞癌を同時に認めたアルコール

會澤信弘， 西上隆之， 廣田誠一， 藤元治朗， 西口修
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平． Virtual Touch Tissue Quantification（VTTQ）法

田中弘教． Virtual Touch Tissue Quantification法を用い

による肝線維化診断における炎症の影響． 第30回超音波ド

た非侵襲的な肝の硬さ診断．（シンポジウム）第10回肝疾患

プラ研究会 2011.10 東京

フォーラム学術集会 2011.9 大阪

岩井孝史， 橋本眞里子， 高田亮， 高嶋智之， 會澤信弘，
坂井良， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典，
榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯島尋
子． 腹部造影超音波が診断に有用であったFNHの一例.
第170回大阪腹部超音波研究会 2011.11 大阪
岩井孝史， 田中弘教， 山平正浩， 西口修平， 飯島尋子.
Sonazoid造影超音波Kuffer相における肝脾実質の輝度比
（LS比）を用いた肝線維化進展度予測． 第25回肝類洞壁
細胞研究会学術集会 2011.12 東京
佐藤公太， 工藤篤， 飯島尋子， 有井滋樹． 肝類洞血流測
定による肝機能評価． 第25回肝類洞壁細胞研究会学術集
会 2011.12 東京
■その他■
森脇英一朗， 飯島尋子， 會澤信弘， 池田直人， 田中弘
教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下
村壯治， 西口修平． 症例検討． 第104回腹部エコー研究
会 2011.2 東京
飯島尋子． 肝臓の超音波を極める−その1． 第41回腹部エコ
ーカンファレンス 2011.2 岡山
田 中 弘 教． 第18回日本 消 化 器 関 連 学 会 週 間（JDDW）
.
The Liver Cancer Journal 2011;3:55-7
飯島尋子． ｢肝がん｣ を早く見つけて治療しよう． 第3回ひょう
ごがんシンポジウム 2011.4 神戸
飯島尋子． 硬さの情報を臨床に活かす−表在から深部まで−
「肝臓」． 日本超音波医学会第84回学術集会お昼の勉強

田中弘教． 肝硬変・肝癌． 保健指導担当者研修会 2011.9
兵庫
田中弘教， 西口修平． 肝細胞癌における背景肝病変の意義
（座談会）The Liver Cancer Journal． 2011;3:261
飯島尋子． 慢性肝炎から肝がんの最新超音波診断． 肝疾患
医療連携を考える会 2011.10 伊丹
飯島尋子． 肝がんの診断と治療． 肝臓学会−肝がん撲滅フ
ォーラム−市民公開講座 2011.10 尼崎
飯島尋子． 慢性肝炎から肝癌の画像診断と進展抑制． 第34
回福岡疾患治療研究会 2011.10 福岡
飯島尋子． 造影超音波による分子標的薬の効果判定と検査の
システム化．（ランチョンセミナー）第15回日本肝臓学会大会
（JDDW2011）2011.10 福岡
田中弘教． 腹部超音波画像診断の進歩． 第4回がん診療連
携フォーラム講演 2011.10 福山
飯島尋子． 肝臓領域における最新の超音波診断について
−GE最 新テクノロジーを用いて症 例を中 心に−． GE
Breakthrough Seminar2011 2011.11 大阪
飯島尋子． 肝細胞癌の最新超音波画像診断−境界病変から
高分化癌まで−． 製鉄記念広畑病院消化器オープンカンフ
ァレンス 2011.11 姫路
飯島尋子． NASH診断に造影超音波検査−病態解明へ厚
労省研究班発足−．神戸新聞 2011.11.12:6
田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 肝臓． 臨床消化器内科
2011;26:1205-12

会7 2011.5 東京
飯島尋子． ARFIで診る， AEFIで測る−新たな超音波アプ

がんセンター

リケージョンを用いた肝組織性状診断−組織性状診断（線

Cancer Center

維化・炎症・脂肪化・腫瘍）の実際．（ランチョンセミナー）
第47回日本肝臓学会総会 2011.6 東京
飯島尋子． 肝臓超音波診断の日常から最先端まで〜慢性肝
炎・肝癌・NASH 〜． 第16回阪神消化器病勉強会 2011.6
西宮
飯島尋子． 慢性肝炎から肝癌の画像診断と進展抑制． 岡山
市中基幹7病院肝疾患研究会（OK7KK）2011.7 岡山

■学術論文■
［総説］
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫の最新治療． 日本医事新報
2011;4546:58-9
福岡和也， 栗林康造， 藤盛好啓， 中野孝司． 当院におけ

田中弘教． 造影超音波を中心とした腹部超音波検査の臨床的

る外来化学療法の現況−悪性胸膜中皮腫に対する+シスプ

トピックス．（ランチョンセミナー）日本超音波医学会第31回中

ラチン併用療法の外来化学療法における安全性の検討−.

部地方会 2011.7 名古屋

肺癌 2011;51:109-12

田中弘教．「USとCT」日本消化器がん検診学会．（教育講
演）近畿支部超音波部会 2011.7 大阪
飯島尋子． 肝臓の超音波を極める−その2． 第44回腹部エコ
ーカンファレンス 2011.8 岡山
最 勝 寺 晶 子， 飯 島 尋 子． 日経メディクイズ 腹 部エコー .
Nikkei Medical． 2011;9:73-4

福岡和也． 肺癌化学療法における制吐剤の進歩． カレントテ
ラピー 2011;29:52-6
内山良介， 今村美智子， 筒井ひろ子． エンドトキシンショック
関連肝障害におけるTRIF-NLRP3依存的なインフラマソーム
形成の重要性． 生体の科学 2011;62:213-20
［原著］

飯島尋子． 超高齢社会ニッポンで静かに進む新たな国民病①

Eguchi R， Fujimori Y， Takeda H， Tabata C， Ohta T,

「肝疾患」−沈黙の臓器 “肝臓” に宿る特有の潜在リスクと

Kuribayshi K， Fukuoka K， Nakano T． Arsenic

最新診療法を徹底解剖−． 第3回ヘルシーマジネーション・

trioxide induces apoptosis through JNK and ERK in

カレッジ 2011.9 東京

human mesothelioma cells． J Cell Physiol 2011:226;

兵庫医大業績録（2011）
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王孔志， 今村美智子， 村瀬慶子， 西藤勝， 三好康雄.

福岡和也， 田中文啓， 辻村亨， 玉置知子， 長谷川誠紀，

再発乳癌に対し長期化学療法中内径静脈留置ポートのカテ

中野孝司． 中皮腫に対する早期診断指標の探索的研究.

ーテル周囲肉芽によりホルネル症候群をきたした一例． 第19

日本衛生学会雑誌 2011;66:553-7

回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台

長谷川誠紀， 田中文啓， 岡田守人， 山中竹春， 上紺屋憲

西藤勝， 伊藤敬， 今村美智子， 村瀬慶子， 宮川義仁,

彦， 副島俊典， 辻村亨， 福岡和也， 中野孝司． 本邦に

王孔志， 畑田卓也， 一井重利， 冨田尚裕， 三好康雄.

おける中皮腫臨床試験の現状と今後の展望． 日本衛生学

術前化学療法の病理学的効果とバイオマーカーの検討． 第

会雑誌 2011;66:558-61
［症例報告］
井上佳代， 鍔本浩志， 金澤理一郎， 堀内巧， 小森慎二，

19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台
宇佐美範恭， 横井香平， 福岡和也， 副島俊典， 田中文啓,
山中竹春， 岡田守人， 長谷川誠紀， 中野孝司．切除可

田端千春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 腹水細胞

能悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセドを含む集学的治療

診にて診断した大網原発悪性中皮腫の1例． 産婦人科の進

に関する安全性確認多施設共同試験．（ワークショップ）第

歩 2011;63: 106-11
山田秀哉， 福岡和也， 田端千春， 安光亮洋， 政近江利

52回日本肺癌学会総会 2011.11 大阪
［科学研究費等班会議］

子， 前田理沙， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀， 大搗

福岡和也． 早期診断指標（内科）
． 平成21年度科学技術振

泰一郎， 三上浩司， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普,

興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班運

岡田あすか， 村上亜紀， 田村邦宣， 栗林康造， 中野孝

営委員会 2011.1 東京

司． 呼吸器内視鏡検査が胸膜・肺転移の診断に有用であ

福岡和也． 臨床試験の概要， 急送および通常報告を要した

った術後15年目の再発乳癌の1例．気管支学 2011;33:250-5

有害事象報告． 第6回中皮腫臨床試験全体会議 2011.2

［研究報告］

大阪

大槻剛巳， 中野孝司， 長谷川誠紀， 岡田守人， 辻村亨，

福岡和也， 上紺屋憲彦， 長谷川誠紀， 中野孝司． 平成22

関戸好孝， 豊國伸哉， 西本寛， 福岡和也， 田中文啓，

年度文部科学省6大学連携オンコロジーチーム養成プラン活

熊谷直子， 前田恵， 松﨑秀紀， 李順姫， 西村泰光.

動報告． 第3回プロジェクト審査委員会 2011.3 大阪

科学技術振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り
組み」班研究：成果報告−班研究の概要と登録事業， 中
皮腫細胞特性ならびにアスベストの免疫影響について−．日
本衛生学会雑誌 2011;66:543-52
■学会発表■
［国際学会］

福岡和也． 中皮腫早期診断指標の探索的研究． 厚生労働
科学研究（がん臨床研究）研修会 2011.12 西宮
［研究会・講演会等］
柴田英輔， 田村邦宣， 福岡和也， 金村晋吾， 政近江利
子， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前
田理沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜

Fukuoka K， Otsuki T， Kamiya H， Honda M， Okuwa

紀， 山田秀哉， 田端千春， 坪田紀明， 中野孝司． ペメ

H， Okada A， Yamada S， Tamura K， Tabata C,

トレキセドを含まない初回化学療法が奏効し約4年6カ月の無

Nakano T． Performance of a combination of serum

増悪生存が得られた悪性胸膜中皮腫の1例． 第1回Japan

biomarkers， including soluble mesothelin-related

Mesothelioma Interest Group（JMIG） 研 究 会 2011.6

peptide， in diagnosing malignant mesothelioma.
16th Congress of the Asian Pacific Society of
Respirology 2011.11 Shanghai

京都
大搗泰一郎， 福岡和也， 田村邦宣， 金村晋吾， 政近江利
子， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 平山

Otsuki T， Fukuoka K， Kanemura S， Shibata E,

倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

Kamiya H， Honda M， Okuwa H， Maeda R， Okada

田 端 千 春， 坪 田 紀 明， 中 野 孝 司． Desmoplastic

A， Tabata C， Hashimoto M， Hasegawa S， Tukamoto

mesotheliomaの 局 麻 下 胸 腔 鏡 所 見． 第1回Japan

Y， Hirota S， Nakano T． The diagnostic value of

Mesothelioma Interest Group（JMIG）研 究 会 2011.6

endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle

京都

aspiration for suspected sarcoidosis． 16th Congress

前田理沙， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司． 悪性胸膜中

of the Asian Pacific Society of Respirology 2011.11

皮 腫における血 清Thioredoxin-1の 測 定 意 義． 第1回

Shanghai

Japan Mesothelioma Interest Group（JMIG） 研 究 会

［国内学会］
福岡和也． 悪性胸膜中皮腫早期診断法の確立．（誌上開
催）第81回日本衛生学会学術総会 2011.3 東京

2011.6 京都
多久和輝尚， 福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 松本成
司， 近藤展行， 長谷川誠紀， 辻村亨， 鳥井郁子， 福

今村美智子， 村瀬慶子， 西藤勝， 宮川義仁， 王孔志,

岡和也， 中野孝司． 早期中皮腫の臨床所見と病理所見.

藤元治朗， 冨田尚裕， 伊藤敬， 一井重利， 畑田卓也,

第1回Japan Mesothelioma Interest Group（JMIG） 研

三好康雄．リンパ節転移巣におけるER， PR， Ki67発現
の検討． 第19回日本乳癌学会学術総会 2011.9 仙台

究会 2011.6 京都
福岡和也． 悪性胸膜中皮腫の診断と内科治療． 第115回関
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西Cancer Therapistの会 2011.9 大阪
大搗泰一郎， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英輔， 神谷瞳,

合における治療計画用CT画像のスライス厚の検討． 医学
物理 2011;31:2-11

本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi

普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣,

K， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Shikata T,

田端千春， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 松本成

Tsujimura T， Hirota S． Efficacy of Polaprezinc for

司， 近藤展行， 長谷川誠紀， 坪田紀明， 塚本吉胤,

Acute Radiation Proctitis in a Rat Model． J Radiat

廣田誠一， 中野孝司． “Miliary Mesothelioma” の1例.

Oncol Biol Phys 2011;80:877-84

第110回兵庫県肺癌懇話会 2011.11 神戸
福岡和也． 気管支鏡検査が必要な疾患． 第6回日本呼吸器
内視鏡学会近畿支部会気管支鏡セミナー 2011.12 大阪

■学会発表■
［国際学会］
Tanooka M， Sakai T， Inoue H， Doi H， Takada Y,

■その他■

Fujiwara M， Nakagawa H， Oda M， Yasumasa K,

中野孝司． 中皮腫で病膏肓．（巻頭言）気管支学 2011;33:

Sakamoto K， Kamikonya N， Hirota S． Novel spiral
phantom for volumetric modulated arc therapy

223-4
福岡和也． 施設紹介「兵庫医科大学呼吸器内科」． 気管
支学 2011;33:147-8
福岡和也． がんとともに生きる 患者さんと家族のケア．（パネル
ディスカッション）医療シンポジウム「がんを知り， がんとともに
生きる VOL．2」 2011.3 大阪

d e l i v e r y v e r i f i c a t i o n． 1 1 t h B i e n n i a l E S T R O
Conference on Physics and Radiation technology for
Clinical Radiotherapy 2011.5 London
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi
K， Miura H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T,

福岡和也． “肺がん” のがん地域診療連携について～全体の

Shikata T， Tsujimura T， Hirota S． Late rectal

流れと兵庫医大の取り組み～． 第1回阪神肺がん診療連携

toxicity following irradiation in rats． 11th Biennial

研究会 2011.4 尼崎

ESTRO Conference on Physics and Radiation

福岡和也． 肺がん． 第1回阪神圏域がん地域連携パス合同
説明会 2011.7 西宮
福岡和也． 肺がん． 第1回ひょうご県民がんフォーラム「チー
ムで支えるがんの地域連携」 2011.10 神戸
福岡和也． 5大がん地域連携パスについて～全体の流れ～ .
第1回院内がん地域連携パス説明会 2011.10 西宮
福岡和也． 各種がん地域連携パスについて「肺がん」． 第2
回阪神圏域がん地域連携パス合同説明会 2011.9 伊丹
福岡和也． 肺がん． 兵庫県医師会「がん地域連携パス説明
会」 2011.11 神戸

technology for Clinical Radiotherapy 2011.5 London
Inoue H， Tanooka M， Miura H， Doi H， Takada Y，
Fujiwara M， Yasumasa K， Sakamoto K， Kamikonya
N， Hirota S． Impact of choice of algorithm and clip
box position on the automatic image registration for
prostate cancer．（Poster presentation）European
Multidisciplinary Cancer Congress（EMCC2011）
2011.9 Stockholm
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura
H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura T,

［兼任］

Hirota S． Radiation-induced rectal toxicity in rats on

中野孝司（内科学呼吸器・RCU科 参照）

low-dose aspirin therapy． The 2011 European
Multidisciplinary Cancer Congress（ESMO2011）

中央放射線部

Central Radiology

2011.9 Stockholm
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura
H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T,
Hirota S． Radiation-induced microangiopathy in the

■学術論文■
［原著］
琴浦規子， 坂本清， 福田有子， 石藏礼一， 榎卓也， 山

rectum using an animal experimental model． The
2011 European Multidisciplinary Cancer Congress,
Stockholm（ESMO2011）2011.9 Stockholm

下達也， 中江保夫． SPIO造影剤投与後の骨髄における

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

MR信号を捉えるための評価法．日本放射線技術学会雑誌

H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T,

2011;67:212-20

Hirota S． Late rectal injury and microangiopathy

源貴裕， 坂本清， 安政勝己， 橋本篤徳， 久保山一敏，

after irradiation：a time sequential study in rats.

吉永和正， 小谷穣治．トリアージナンバとバーコードを利用

ASTRO's 53rd Annual Meeting（ASTRO2011）

した多数傷病者受け入れ時のPACS運用システムの考案.

2011.10 Miami Beach

日本集団災害医学会誌 2011;16:35-42

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

井上裕之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 土井啓至， 中川英

H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura T,

雄， 酒井敏行， 小田雅彦， 安政勝己， 坂本清， 上紺

Hirota S． The impact of low-dose aspirin on radiation

屋憲彦， 廣田省三． Cone-beam CTを用いた自動位置照

proctitis in rats． ASTRO's 53rd Annual Meeting

兵庫医大業績録（2011）
（ASTRO2011）2011.10 Miami Beach
Inoue H， Tanooka M， Doi H， Miura H， Takada Y，
Fujiwara M， Yasumasa K， Sakamoto K， Kamikonya
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廣田省三． 当院における前立腺癌放射線治療後に生じた
直腸障害に関する考察．日本放射線腫瘍学会第24回学術
大会 2011.11 神戸

N， Hirota S． Impact of choice of algorithm and clip

土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 三浦英

box position on the automatic image registration for

治， 井上裕之， 田ノ岡征雄， 中村豪志， 廣田省三.

prostate cancer treatment．（Poster presentation）

低容量アスピリンの放射線直腸炎への影響−動物実験モデ

ASTRO's 53rd Annual Meeting（ASTRO2011）

ルにおける検討−． 日本放射線腫瘍学会第24回学術大会

2011.10 Miami Beach
■学会発表■
［国内学会］

2011.11 神戸
［地方会等］
池内陽子， 鎌倉敏子， 尾崎隆男， 堀眞規， 上東隼， 若

源貴裕， 安政勝己， 久保山一敏， 吉永和正， 小谷穣治，

山司， 柴山弘寛， 寺西敏美， 坂本清． 腹臥位式ステレ

廣田省三． ネットワーク上で運用する多数傷病者受入時にお

オマンモトーム生検におけるストロークマージンに関する検討.

ける放射線技師の勤務配置システムの考案． 第16回日本集
団災害医学会総会 2011.2 大阪

第23回兵庫県放射線技師会学術大会 2010.11 西宮
加藤千晴， 琴浦規子， 榎卓也， 中野友也， 梅原孝好，

土井啓至， 井上裕之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 上紺屋憲

中江保夫， 坂本清． MRI検査における脳動脈瘤塞栓様コ

彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 中村豪志， 辻村亨， 廣

イルの 影 響． 第23回 兵 庫 県 放 射 線 技 師 会 学 術 大 会

田省三． 直腸への選択的放射線照射ラットの長期自然経過

2010.11 西宮

とその病理組織学的検討． 第70回日本医学放射線学会総

■その他■

会 2011.5 横浜

松 本 一 真． 冠 状 動 脈 の 基 礎 解 剖． The 3rd Kinki

土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 井上裕
之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 中村豪志， 志方敏幸，

TransRadial Study Group For Co-Medical 2011.3 大阪
源貴裕． 岩手・花巻空港における広域医療搬送を経験して.

木村健， 辻村亨， 廣田省三． 低用量アスピリンは放射線

平成23年近畿地方災害医療ロジスティックス報告会 2011.5

粘膜障害を増悪するか ? −動物実験モデルでの検討−.

神戸

第298回日本医学放射線学会関西地方会 2011.6 大阪
源貴裕， 安政勝己， 立花敬三， 尾崎隆男， 梅原孝好，
城本航， 石丸芙美子， 坂本清． 東日本大震災における
DMAT（災害派遣医療チーム）の活動報告． 第27回診
療放射線技師総合学術大会 2011.9 青森
酒井敏行， 田ノ岡征雄， 小田雅彦， 中川英雄， 井上裕

城本航． 心臓MRIの基礎． 第2回神戸コロナリーイメージング
の会 2011.6 神戸
源貴裕． 乳房撮影領域の被ばく線量評価の実際． 日本放射
線技術学会第21回医療被ばく測定セミナー 2011.7 札幌
松本一真． 胸部X線写真のよみかた．（初級コース）第21回
呼吸セミナー 2011.7 西宮

之， 石丸芙美子， 安政勝己， 坂本清． 2本の電離箱線

松本一真． 血管撮影装置・関連機器の品質管理．日本血管

量計を用いた新しいMLC-QA法の考案． 第39回日本放射

撮影･インターベンション専門診療放射線技師認定機構 第4

線技術学会秋季学術大会 2010.10 神戸
後藤博， 琴浦規子， 名定敏也， 松本一真， 城本航， 加
藤千晴， 坂本清． 胎児3D-CT撮影の検討． 第39回日本
放射線技術学会秋季学術大会 2010.10 神戸
井上裕之， 田ノ岡征雄， 土井啓至， 三浦英治， 中川英
雄， 酒井敏行， 石丸芙美子， 小田雅彦， 上紺屋憲彦，

回認定講習会 2011.7 神戸
松本一真． C A C T v s C A G v s I V U S ． L i v e
Demonstration Course 2011 2011.9 札幌
松 本 一 真． 今 回はこの血 管だけ覚えよう− 下 肢 血 管 −.
CoCIT 2011.9 神戸
源貴裕． 東日本大震災活動報告 岩手・花巻空港における広

廣田省三． 前立腺IMRTにおける治療計画CT-CBCTの

域医療搬送を経験して． 平成23年度第1回近畿ブロック

画像照合アルゴリズムと照合範囲の検討． 日本放射線腫瘍

DMAT技能維持研修 2011.10 和歌山

学会第24回学術大会 2011.11 神戸
中川英雄， 田ノ岡征雄， 安政勝己， 小田雅彦， 酒井敏
行， 井上裕之， 山下達也， 石丸芙美子， 坂本清． 治

名定敏也． CTの測定線量． 関西ゾマトム研究会 2011.11 大
阪
松本一真． ACSでの技師の対応−画像診断・チーム医療・

療RISを利用した患者予約システムの最適化． 日本放射線

被曝管理・品質管理も含めて−．日本血管撮影･インターベ

腫瘍学会第24回学術大会 2011.11 神戸

ンション専門診療放射線技師認定機構 第4回認定機構主催

冨士原将之， 土井啓至， 髙田康弘， 井上裕之， 田ノ岡征
雄， 上紺屋憲彦， 廣田省三， 志方敏幸， 中山雅裕，
木村健． ポラプレジンクを用いた含嗽液で放射線口腔粘膜
障害を軽減できるか． 日本放射線腫瘍学会第24回学術大
会 2011.11 神戸
髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕
之， 三浦英治， 坪井慶太， 和泉正幸， 上紺屋憲彦，

セミナー 2011.12 京都
松本一真． 突撃 ! 隣のカテ室．（ランチョンセミナー）The
18th Kamakura Live Demonstration Course 2011
2011.12 横浜
松本一真．カテ室でのトラブル さぁどうする？．（シンポジウム）
The 18th Kamakura Live Demonstration Course 2011
2011.12 横浜
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上 紺 屋 憲 彦， 田 ノ 岡 征 雄． X線 治 療 の 進 歩MonacoVMATにおけるQA/QCの実際 スパイラルファントムを用いた

例． 麻酔 2011;60:84-7
駒澤伸泰， 真鍋佐和， 植木隆介， 井谷基， 多田羅恒雄，
上農喜朗． 舌扁桃肥大による挿管困難に対し， エアウェイ

VMAT線量検証システム． Rad Fan 2011.11;9:31-2

スコープ®補助下の気管支ファイバースコープ挿管が有効であ
った1症例．日本臨床麻酔学会誌 2011;31:182-6

中央手術部

■学会発表■

Surgical Center

［国際学会］
Kaminoh Y． Improvement in airway maintenance

■著書■

devices from low-volume high-pressure cuff

上農喜朗． 手術室における危機管理． 麻酔科学レビュー

endotracheal tube to supraglottic airway.
International Anesthesia Research Society 2011

2011． 天羽敬祐 編． 東京：総合医学社， 2011:104-9
■学術論文■

Annual Meeting（IARS2011）2011.5 Vancouver
［国内学会］

［原著］
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 三馬葵， 中川雅史，

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 三馬葵， 井手岳， 佐

上農喜朗． 初期臨床研修医を対象とした気道管理用マネキ

藤創， 上農喜朗， 西信一．ラリンジアルマスクSupremeの

ンを用いた緊急気道確保時のラリンジアルマスクSupreme の

1人法BLSにおける有用性の検討． 第38回日本集中治療医

有用性の検討−ラリンジアルマスクSoftseal®およびバッグマス

学会学術集会 2011.2 横浜

®

ク換気との比較−．日本臨床麻酔学会誌 2011;31:320-6

駒澤伸泰， 山本憲康， 安宅一晃， 植木隆介， 中川雅史，

下出典子， 大杉聡宏， 多田羅恒雄， 上農喜朗． シミュレー

上農喜朗． 初期臨床研修医を対象とした鎮痛・鎮静と緊急

タ教育の現状評価と将来麻酔シミュレーションの現在評価.

時気道確保セミナーの開発． 第6回日本医学シミュレーション

日本臨床麻酔学会誌 2011;31:400-5
Kohama H， Komasawa N， Ueki R， Samma A,
Nakagawa M， Nishi S， Kaminoh Y． Comparison of

学会総会 2011.2 和歌山
三馬葵， 植木隆介， 駒澤伸泰， 小濱華子， 中川雅史，
上農喜朗． LMA-Supreme®， LMA-Softseal®の床上卒

Supreme and Soft Seal laryngeal masks for airway

倒における有効性の検討−初期臨床研修医におけるシミュレ

management during cardiopulmonary resuscitation in

ーション−． 第6回日本医学シミュレーション学会総会 2011.2

®

®

n o v i c e d o c t o r s：a m a n i k i n s t u d y ． J A n e s t h
2011;25:98-103

和歌山
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 三馬葵，

Komasawa N， Atagi K， Ueki R， Nishi S， Kaminoh Y,

西信一， 上農喜朗． 声門上デバイスAir-Q®， i-gel®の挿

Tashiro C． Comparison of optic laryngoscope

管体位における検討−マネキンを用いたシミュレーション−.

Airtraq ® and Miller laryngoscope for tracheal
intubation during infant cardiopulmonary
resuscitation． Resuscitation 2011;82:736-9
Komasawa N， Ueki R， Fujii A， Sanma A， Nakagawa
M， Nishi S， Kaminoh Y． Comparison of Laryngeal

第6回日本医学シミュレーション学会総会 2011.2 和歌山
小濱華子， 植木隆介， 駒澤伸泰， 藤井あかり， 三馬葵，
上農喜朗． ラリンジアルマスクSupreme®, Softseal®の挿管
体位における検討−マネキンを用いたシミュレーション−． 日
本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

Mask SupremeⓇ and Soft SealⓇ for airway

駒澤伸泰， 植木隆介， 小濱華子， 藤井あかり， 太城力

m a n a g e m e n t i n s e v e r a l p o s i t i o n s． J A n e s t h

良， 上農喜朗． 頸椎カラー装着時の胸骨圧迫中での気管

2011;25:535-9

挿管の検討−エアウェイスコープとエアトラックの比較−． 日

Sato H， Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Fujii A,

本麻酔科学会第58回学術集会 2011.5 神戸

Nishi S， Kaminoh Y． Backboard insertion in the

小濱華子， 植木隆介， 駒澤伸泰， 三馬葵， 西信一， 上

operating table increases chest compression depth：a

農喜朗． 一次救命処置におけるラリンジアルマスクを用いた

manikin study． J Anesth 2011;25:770-2

人工呼吸の有用性の検討−SupremeとSoftsealの比較検

Komasawa N， Ueki R， Kohama H， Nishi S， Kaminoh

討−． 第58回日本麻酔科学会 2011.5 神戸

Y． Comparison of Pentax-AWS Airwayscope video

駒澤伸泰， 安宅一晃， 植木隆介， 西信一， 上農喜朗，

laryngoscope， Airtraq optic laryngoscope， and

太城力良． 乳児の胸骨圧迫中の気管挿管における乳児用

Macintosh laryngoscope during cardiopulmonary

エアトラックとミラー喉頭鏡の比較検討． 日本小児麻酔学会

resuscitation under cervical stabilization：a manikin
study． J Anesth 2011;25:898-903
［症例報告］
駒澤伸泰， 植木隆介， 富田有毅彦， 上農喜朗， 太城力
良． 頸椎ヘルニアを有する全身型重症筋無力症患者に対し
半坐位でエアウェイスコープ®を用い意識下挿管を行った1症

第17回大会 2011.9 大阪
金子隆彦， 宮川慈子， 多田羅恒雄， 上農喜朗， 太城力
良． 当院の15歳以下の全身麻酔症例におけるプロシールラリ
ンジアルマスクの使用状況．日本小児麻酔学会第17回大会
2011.9 大阪
金子隆彦， 井谷基， 駒澤伸泰， 植木隆介， 下出典子，
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上農喜朗， 多田羅恒雄． 体外式膜型肺を用いた気管金属
ステント抜去・再留置術の麻酔経験．日本臨床麻酔学会第
31回大会 2011.11 宜野湾
下出典子， 井谷基， 井手岳， 竹田健太， 上農喜朗． 超
音波ガイド中心静脈穿刺導入前後の合併症の変化．日本臨
床麻酔学会第31回大会 2011.11 宜野湾
松尾綾芳， 狩谷伸享， 井谷基， 上農喜朗， 太城力良.
電子麻酔記録でセボフルラン請求は正確に行えるか？． 日
本臨床麻酔学会第31回大会 2011.11 宜野湾
駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 西信一， 上農喜朗． 床
上蘇生におけるエアウェイスコープⓇの有効性についての検
討．（若手奨励賞）
（シンポジウム）日本臨床麻酔学会第31
回大会 2011.11 宜野湾
下出典子， 竹田健太， 井手岳， 角谷智子， 宮崎美貴子,
上農喜朗． エコーガイド下中心静脈穿刺の取り組みと問題
点． 第6回医療の質・安全学会学術集会 2011.11 東京
駒澤伸泰， 植木隆介， 山本憲康， 安宅一晃， 西信一，
上農喜朗， 太城力良． 左下傾斜ベッドにおける胸骨圧迫
の質の評価−マネキンでの妊婦心肺停止シミュレーション−.
第115回日本産科麻酔学会学術集会 2011.12 横浜
■その他■

東京
［研究会・講演会等］
伊賀陽子． HIV感染症専門・認定薬剤師に必要な社会保障
制 度． 平 成 2 3 年度 H I V 感 染 症 専 門・薬 剤 師 講 習 会
2011.11 東京
■その他■
伊賀陽子． 血友病に関する医療・社会福祉制度． 万葉友の
会総会 2011.1 橿原
木村亜紀子． カンファレンスの持ち方．（シンポジウム）第2回
緩和ケアシンポジウム 2011.1 大阪
伊賀陽子． 血友病をめぐる医療制度の現状と課題．（基調講
演）全国ヘモフィリアフォーラム2011 2011.4 豊中
鳥巣佳子． 虐待の今を考える～地域ネットワーク構築の視点か
ら～．（シンポジウム）平成23年度兵庫県看護協会助産師
職能集会 2011.6 神戸
木村亜紀子． 上手に活用！
！医療ソーシャルワーカー編．（シン
ポジウム）第4回市民講座 2011.7 西宮
伊賀陽子． HIV診療におけるソーシャルワーカーの役割． 富
山県エイズ講演会 2011.10 富山
伊賀陽子． メディカルソーシャルワーカーの立場．（シンポジウ
ム）第4回血友病理学療法研究会 2011.10 横浜

Komasawa N， Atagi K， Ueki R， Nishi S， Kaminoh Y,
Tashiro C． Reply letter to：Is Airtraq ® optical

伊 賀 陽 子． 血 友 病 と 医 療 制 度． THE NEXT 2011.
2011.12 大阪

laryngoscope a high-efficiency device for emergent
tracheal intubation during infant chest compression？.

臨床心理部

（letter）Resuscitation 2011;82:1246-7

医療社会福祉部

Clinical Social Work

Clinical Psychology
■その他■
平寛子， 土居加寿子． HIV検査・予防介入から陽性告知ま
で． 平成23年度兵庫県エイズ拠点病院医療従事者研修会

■著書■
鳥巣佳子． 実習の実際と実習プログラム 病院①特定機能病
院． 兵庫県社会福祉士会 監． 高間満， 相澤譲治 編著.
ソーシャルワーク実習． 京都：久美， 2011:214-7
■学会発表■
［国内学会］
木村亜紀子， 竹本与志人．「看取り」の選択～救命救急セ
ンターからの転院支援ケースより～． 第31回日本医療社会事

2011.8 大阪
土居加寿子． 心理援助・カウンセリングとは． 平成23年度
HIV検査相談研修会 2011.9 大阪
東由美子．（ファシリテーター）2011年度緩和ケア研修会
2011.9 西宮
村田正章．カウンセリング技法の基礎， アイデンティティ再考〜
日常業務に活かせるカウンセリング技法． 加茂病院院内研
修 2011.10 加東

業学会 2011.5 別府
草水美代子， 田中千枝子， 左右田哲， 星野由利子， 鳥巣

分娩新生児部

佳子， 福山和女． MSWの専門職化のプロセス分析−実

Childbirth

習指導者講習会の側面より−． 第31回日本医療社会事業
学会 2011.5 別府
木村亜紀子， 小谷穣治． 医師と協働して行うソーシャルワーカ
ーの転院支援． 第14回日本臨床救急医学会・学術集会
2011.6 札幌
山本博之， 岡本学， 生嶋嗣， 伊賀陽子， 友田安政， 樋口
綾， 舩附祥子， 加藤由樹． エイズブロック・中核拠点病院
医療ソーシャルワーカーによる地域HIV陽性者等支援に関す
る研究． 第25回日本エイズ学会学術集会・総会 2011.11

［兼任］
小森慎二（産科婦人科学 参照）
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臨床遺伝部

Clinical Genetics
■学術論文■

IBDセンター

Inflammatory Bowel Disease Center
■著書■

［症例報告］

池内浩基, 内野基, 松岡宏樹． Pouchitisの診断と治療法.

岡本陽子， 管原由恵， 三村博子， 玉置知子． 兵庫医大に
おける薬剤代謝関連遺伝子（UGT1A1 ）多型検査の現状.
臨床細胞分子遺伝 2011;16:37-9
■学会発表■

渡辺守 編． IBD（炎症性腸疾患）を究める． 東京：メジカ
ルビュー ,

2011:238-44

池内浩基, 内野基． 炎症性腸疾患に随伴する発がん クロー
ン病における直腸・肛門管癌の診断． 日比紀文, 久松理

［国内学会］

一 企画． 炎症性腸疾患を日常診療で診る． 東京：羊土社，

岡本陽子， 管原由恵， 三村博子， 木村卓， 仲田洋美，

2011:180-1

玉置知子． 高齢者に対する遺伝カウンセリング． 遺伝医学

■学術論文■

合同学術集会 2011.6 京都

［総説］
池 内 浩 基, 内 野 基, 松 岡 宏 樹, 坂 東 俊 宏, 竹 末 芳 生,

［研究会・講演会等］
岡本陽子， 管原由恵， 三村博子， 玉置知子． 兵庫医大に
おける薬剤代謝関連遺伝子（UGT1A1 ）多型検査の現状.
第11回関西出生前診療研究会・第36回臨床細胞分子遺伝
研究会合同集会 2011.3 西宮
木村卓， 渡邊将平， 芳川浩男， 岡本陽子， 玉置（橋本）
知 子． 遺 伝 性 プ リ オ ン 病（Gerstman-SträusslerScheinker病）兄弟発症例への遺伝カウンセリング． 第8回
「遺伝性神経難病のケア」2011.8 大阪

冨田尚裕． 炎症性腸疾患の周術期管理と術後合併症.
外科治療 2011;104:57-64
池内浩基, 内野基． 大腸全摘術． 消化器外科 2011;34:
839-44
池 内 浩 基, 内 野 基, 松 岡 宏 樹, 坂 東 俊 宏, 平 田 晃 弘,
竹末芳生, 冨田尚裕, 松本譽之． 外科手術のタイミングと
術後の留意点． Progress in Medicine 2011;31:2397-400
池 内 浩 基, 内 野 基, 松 岡 宏 樹, 平 田 晃 弘, 坂 東 俊 宏,
竹末芳生, 冨田尚裕． 痔瘻癌の治療． 臨床外科 2011;

臨床栄養部

Clinical Nutrition and Health Science

66:1518-22
池 内 浩 基, 内 野 基, 松 岡 宏 樹, 坂 東 俊 宏, 平 田 晃 弘,
冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎に対する外科的治療． 臨牀消
化器内科 2011;27:99-103

■著書■
三野幸治， 安井富美子， 廣瀬愛． 潰瘍性大腸炎の病態と

池内浩基, 内野基, 松岡宏樹, 坂東俊宏．クローン病に合
併する癌とその対策． 消化器の臨床 2011;14:617-20

食事療法（1）
，
（2）
， クローン病の病態と食事療法． 山東

杉田昭, 池 内 浩 基, 舟 山 裕 士, 木 村 英 明, 飯 合 恒 夫,

勤弥， 幣憲一郎， 保木昌徳 編． 臨床栄養学実習． 京

二見喜太郎, 板橋道朗, 小金井一隆, 佐々木巌, 渡辺

都：化学同人， 2011:128-48

守． 潰瘍性大腸炎手術例の術後長期経過の検討−多施

■学会発表■
［研究会・講演会等］
三野幸治， 辻陽子， 川合由美， 折野芳香， 伊勢久代，

設共同研究による術後5年以上経過例の分析−．日本消化
器病学会誌 2011;108:1996-2002
［原著］

黒田裕子， 廣瀬愛， 安井富美子， 森不二子， 肥塚浩

Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

昌， 福田能啓． NST定期回診開始による個別対応煩雑化

Wada Y， Tsuchida T， Ishihara M， Ikeuchi H,

によるリスク管理． 第21回近畿輸液・栄養研究会 2011.10

Uchino M． Implementation of a hospital-wide project

西宮

for appropriate antimicrobial prophylaxis． J Infect

■その他■
福田能啓， 肥塚浩昌， 三野幸治． 栄養サポートの全診療科

Chemother 2010;16:418-23
Watanabe T， Kobunai T， Ikeuchi H， Yamamoto Y,

のニーズにオンデマンドで動くNST． NST Spirit 2011:3;4-5

Matsuda K， Ishihara S， Nozawa K， Iinuma H,

三野幸治． 薬剤師にも出来る疾患別食事指導～ここだけは押

Kanazawa T， Tanaka T， Yokoyama T， Konishi T,

さえておきたい重点ポイント~． 第67回兵庫県薬剤師会摂丹

Eshima K， Ajioka Y， Hibi T， Watanabe M， Muto

支部・兵庫県病院薬剤師会摂丹支部共催研修会 2011.5

T， Nagawa H． RUNX3 copy number predicts the

丹波
三野幸治． 動脈硬化予防のための食事の摂り方． 平成22年
度第2回通常総会， 第19回兵庫県医学検査学会・第29回
西播地区研究発表会市民公開講座 2011.7 姫路

development of UC-associated colorectal cancer． Int
J Oncol 2011;38:201-7
T a k e s u e Y， N a k a j i m a K， T a k a h a s h i Y， I c h i k i ,
I s h i h a r a M， W a d a Y， T s u c h i d a T， U c h i n o M ,
Ikeuchi H． Clinical characteristics of vancomycin
minimum inhibitory concentration of 2μg/ml
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池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

isolated from patients with bacteremia． J Infect

竹末芳生， 冨田尚裕， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎に対す

Chemother 2011;17:52-7

る外科治療の進歩と現状．日本大腸肛門病学会雑誌 2011;

Uchino M， Ikeuchi H， Bando T， Matsuoka H， Takesue

64:829-33

Y， Takahashi Y， Matsumoto T， Tomita N． Long-

Watanabe T， Kobunai T， Yamamoto Y， Matsuda

term efficacy of infliximab maintenance therapy for

K， Ishihara S， Nozawa K， Iinuma H， Ikeuchi H.

perianal Crohn’s disease． World J Gastroenterol

Gene expression of vascular endothelial growth factor

2011;17:1174-9

A， thymidylate synthase， and tissueinhibitor

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 松本譽之,

metalloproteinase 3 in prediction of response to

竹 末 芳 生， 冨 田 尚 裕． Loop ileostomy造 設の工 夫と

bevacizumab treatment in colorectal cancer patients.

outlet obstruction予防効果． 日本大腸肛門病学会雑誌
2011;64:73-7

Dis Colon Rectum 2011;54:1026-35
［症例報告］

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,

松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 池内浩基， 冨田尚裕.

冨田尚裕． ステロイド総投与量からみた小児潰瘍性大腸炎

回腸膀胱瘻の長期経過中に発癌したCrohn病の1例． 日本

の適切な手術時期に関する検討． 日本消化器外科学会雑

臨床外科学会誌 2011;72:388-93

誌 2011;44:109-16
Watanabe T， Kobunai T， Yamamoto Y， Matsuda
K， Ishihara S， Nozawa K， Iinuma H， Konishi

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 松本譽之,
冨田尚裕． 門脈血栓症を合併した潰瘍性大腸炎の１例.
日本消化器病学会誌 2011;108:627-32

T， Horie H， Ikeuchi H， Eshima K， Muto T.

坂東俊宏， 内野基， 松岡宏樹， 池内浩基， 竹末芳生,

Gene expression signature and response to the use of

冨田尚裕． 脳膿瘍を合併した潰瘍性大腸炎の１例． 手術

leucovorin， fluorouracil and oxaliplatin in colorectal
cancer patients． Clin Transl Oncol 2011;13:419-25
Takesue Y， Takahashi Y， Ichiki K， Nakajima K,
Tsuchida T， Uchino M， Ikeuchi H． Application of an

2011;65:1217-20
内野基， 池内浩基， 冨田尚裕．クローン病の在宅中心静脈
栄養療法におけるカテーテル管理．日本外科系連合学会雑
誌 2011;36:752-7

electrolyzed strongly acidic aqueous solution before

内野基， 池内浩基， 佐々木寛文， 坂東俊宏， 松岡宏樹,

wound closure in colorectal surgery． Dis Colon

竹末芳生， 冨田尚裕． 誘因なく発症した小児Fournier’s

Rectum 2011;54:826-32

gangreneの１例．日本大腸肛門病学会雑誌 2011;64:471-6

Watanabe T， Kobunai T， Yamamoto Y， Matsuda

内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 悪性黒色腫の空腸転移に

K， Ishihara S， Nozawa K， Iinuma H， Ikeuchi H,

よる腸重積の１例．日本腹部救急医学会雑誌 2011;31:547-

Eshima K． Differential gene expression signatures
between colorectal cancers with and without KRAS
mutations：crosstalk between the KRAS pathway and
other signaling pathways． Eur J Cancer 2011;47:194654

51
■学会発表■
［国際学会］
Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T,
Nakajima K， Ichiki K， Takahashi Y， Takesue Y,

U z a N， N a k a s e H， Y a m a m o t o S， Y o s h i n o T ,

Tomita N． Surgical site infection in emergent/urgent

Takeda Y， Ueno S， Inoue S， Mikami S， Matsuura

surgery for ulcerative colitis and validity of divided

M， Shimaoka T， Kume N， Minami M， Yonehara

procedure． 51st Interscience Comference on

S， Ikeuchi H， Chiba T． SR-PSOX/CXCL 16 plays a

Antimicrobial Agents and Chemotherapy（51st

critical role in the progression of colonic inflammation.

ICAAC）2011.9 Chicago

Gut 2011;60:1494-505

Ikeuchi H， Uchino M， Matsuoka H， Bando T， Hirata

Nishigami T， Kataoka TR， Ikeuchi H， Torii I， Sato

A， Takesue Y， Tomita N． Prognosis following

A， Tomita N， Tsujimura T． Adenocarcinomas

emergency surgery for ulcerative colitis in elderly

associated with perianal fistulae in Crohn’s disease

patients． 21st World Congess of the International

have a rectal， not an anal， immunophenotype.

Association of Surgeons， Gastroenterologists and

Pathology 2011;43:36-9

Oncologists（IASGO2011）2011.11 Tokyo

Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T， Hirata

Tsuchida T， Tatsumi S， Ishihara M， Ikeuchi H,

A， Takesue Y， Tomita N． Clinical features and

U c h i n o M． R i s k f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h t h e

management of postoperative pyoderma gangrenosum

development of thrombocytopenia in patients who

in inflammatory bowel disease． 21st World Congess

received linezolid therapy． J Infect Chemother

of the International Association of Surgeons,

2011;17:382-7

Gastroenterologists and Oncologists（IASGO2011）
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2011.11 Tokyo

平野公通， 藤元治朗． MRSA外科術後感染症予防への

Matsuoka H， Ikeuchi H， Uchino M， Hirata A， Bando

取り組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用．（パネルディ

T， Takesue Y， Tomita N． A study of operation

スカッション）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古

cases for ulcerative colitis-associated colorectal cancer.

屋

The 4th Asia Pacific Enterostomal Therapy Nurses

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕．ク

Association Congress（APETNA2011）2011.12

ローン病手術症例の臨床的特徴の変遷と長期予後．（ワー

Bangkok

クショップ）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋

［国内学会］
野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介， 濱中美衣,
濱中美千子， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 家族性
大腸腺腫症（FAP）における1期的手術の検討． 第65回
日本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 中村志郎， 松本譽之,
冨田尚裕． 胃空腸吻合を要した胃十二指腸原発クローン病
の１例． 第7回日本消化管学会総会学術集会 2011.2 京都
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,
竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病手術症例か
らみたinfriximabの影響． 第7回日本消化管学会総会学術
集会 2011.2 京都
本澤有介， 仲瀬裕志， 池内浩基， 永田和宏， 千葉勉.
クローン病腸管繊維化に対するHeat shock protein 47を分

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,
冨田尚裕． 人工肛門周囲壊疽性膿皮症の検討．（要望演
題）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名古屋
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,
冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎緊急手術症例の手術適応と予
後．（要望演題）第47回日本腹部救急医学会総会 2011.8
福岡
内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 潰瘍性大腸炎緊急手術に
おけるsurgical site infection．（シンポジウム）第47回日本
腹部救急医学会総会 2011.8 福岡
内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 大腸手術における手術部
位感染， 創治癒に対する強酸性水の効果．（ワークショッ
プ）第9回日本消化器外科学会大会 2011.10 福岡
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹． 周術期死亡症例からみた

子標的とした治療の可能性．（ワークショップ）第7回日本消

潰瘍性大腸炎患者の手術のタイミング．（シンポジウム）第53

化管学会総会学術集会 2011.2 京都

回日本消化器病学会大会 2011.10 福岡

富田寿彦， 池内浩基， 松本譽之． 当院で経験したクローン

松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 平田晃弘， 池内浩基,

病に合併した癌症例．（ワークショップ）第97回日本消化器

竹末芳生， 松本譽之， 冨田尚裕． 炎症性腸疾患患者に

病学会総会 2011.5 東京

おける骨代謝マーカー測定の検討． 第53回日本消化器病学

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,
竹末芳生， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎における免疫調整剤

会大会 2011.10 福岡
橋爪正， 升森宏次， 濱田円， 山口茂樹， 壁島康郎， 幸田

の術前使用が手術に与える影響について．（シンポジウム）

圭史， 大塚幸喜， 池内浩基， 河野透． エキスパートに学

第97回日本消化器病学会総会 2011.5 東京

ぶ標準化を目指した手術手技 消化管の開腹手術， 鏡視下

Ikeuchi H， Uchino M， Matsuoka H， Bando T， Takesue

手術におけるknack and pitfall−潰瘍性大腸炎に対する小

Y， Tomita N． Long-term prognosis following total

開腹による大腸全摘・J型回腸嚢肛門吻合術．（シンポジウ

colectomy and ileal J-pouch anal anastomosis with

ム）第9回日本消化器外科学会大会 2011.10 福岡

Harmonic Scalpel in ulcerative colitis patients．（紙上

垂水研一， 石井学， 松本啓志， 鎌田智有， 塩谷昭子,

開催）第111回日本外科学会定期学術集会 2011.5 東京

内野基， 池内浩基， 春間賢． 当院における潰瘍性大腸

野田雅史， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔,

炎へのインフリキシマブ使用経験． 第53回日本消化器病学

松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 遠隔合併転移を有す
る大腸癌に対する治療アプローチ．（誌上発表）第111回日
本外科学会定期学術集会 2011.5

会大会 2011.10 福岡
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎患者に対する術前イ

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕.

ンフリキシマブ使用は術後合併症に影響を与えるか．（パネ

高齢者炎症性腸疾患手術症例の現状と問題点．（シンポジ

ルディスカッション）第73回日本臨床外科学会総会 2011.11

ウム）第36回日本外科系連合学会学術集会 2011.6 浦安

東京

内野基， 池内浩基． 外来におけるストマ合併症の評価と現状.

野田雅史， 小林政義， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史,

（ワークショップ）第 3 6 回日本外科系連合学会学術集会

塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕.

2011.6 浦安
野田雅史， 濱中美衣， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔,
山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 術前・術

パワースター及びシャープフック型ハーモニックスカルペルを使
用した下部進行直腸癌に対する肛門括約筋温存手術． 第
73回日本臨床外科学会総会 2011.11 東京

後化学療法を併用した大腸癌肝転移症例の検討．（パネル

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

ディスカッション）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名

竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎における大腸穿孔症

古屋

例の術式の選択と予後． 第73回日本臨床外科学会総会

高橋佳子， 竹末芳生， 内野基， 池内浩基， 冨田尚裕,

2011.11 東京
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内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

杉田昭， 池内浩基， 他9名．クローン病に合併した大腸癌の

冨田尚裕． Complete healingを目標としたクローン病肛門

surveillance programの検討（直腸狭窄， 痔瘻長期経過

病 変に対 する治 療． 第73回日本 臨 床 外 科 学 会 総 会

例のsurveillance）
． 厚生労働科学研究費補助金難治性

2011.11 東京

疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査

山岸大介， 野田雅史， 木村慶， 小林政義， 濱中美衣,

研究」班平成22年度第2回総会 2011.1 東京

久野隆史， 塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 池内浩基,

佐 々 木 巌， 池 内 浩 基， 中 村 志 郎， 他4 6名． 術 後

冨田尚裕． 集学的治療により6回肝切除をおこなった切除不

Infliximab併用による寛解維持効果． 厚生労働科学研究

能大腸癌肝転移の一例． 第73回日本臨床外科学会総会

費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

2011.11 東京

障害に関する調査研究」班平成22年度第2回総会 2011.1

野田雅史， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔， 山野智基,
松原長秀， 池内浩基， 長谷川誠紀， 冨田尚裕． 大腸癌

東京
佐々木巌， 池内浩基， 他19名． 回腸嚢炎内視鏡アトラス・

肝転移および肝切除後の肺転移の検討．（シンポジウム）第

診断基準の改定． 厚生労働科学研究費補助金難治性疾

66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
竹末芳生， 中村志郎， 松本譽之， 冨田尚裕． 炎症性腸
疾患に対する小開腹手術．（ビデオシンポジウム）第66回日
本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

究」班平成22年度第2回総会 2011.1 東京
佐々木巌， 池内浩基， 他19名． 回腸嚢炎治療指針の改
定．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」班平成22年
度第2回総会 2011.1 東京

竹末芳生， 松本譽之， 中村志郎， 冨田尚裕． 直腸肛門

佐々木巌， 池内浩基， 他17名． クローン病の術後長期例に

癌を合併したクローン病手術症例の検討．（パネルディスカッ

おけるintestinal failure（short bowel syndrome）につい

ション）第66回日本大腸肛門病学会学術集会 2011.11 東京

ての調査研究と対策． 厚生労働科学研究費補助金難治性

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,

疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病ストーマ造設
症例の病態別長期予後．（ワークショップ）第66回日本大腸
肛門病学会学術集会 2011.11 東京

研究」班平成22年度第2回総会 2011.1 東京
藤井久男， 池内浩基， 他20名． 潰瘍性大腸炎に合併した
肛門病変についての調査研究−外科系施設の集計結果.

松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 平田晃弘， 池内浩基,

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業

竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎術後に壊疽性濃皮

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22年

症と腸閉塞を合併した１例． 第66回日本大腸肛門病学会学
術集会 2011.11 東京

度第2回総会 2011.1 東京
杉田昭， 池内浩基， 他16名．クローン病人工肛門造設例の

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,

経過と合併症の検討（多施設共同研究）
． 厚生労働科学

竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之． 高齢発症潰瘍性大腸

研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性

炎手術症例の臨床的特徴の検討． 第66回日本大腸肛門病

腸管障害に関する調査研究」 班平成22年度第2回総会

学会学術集会 2011.11 東京

2011.1 東京

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 竹末芳生， 冨田尚裕.

楠正人， 池内浩基， 内野基， 他28名． 潰瘍性大腸炎術後

炎症性腸疾患術後中心ライン関連血流感染の検討． 第24

感染性合併症の調査・研究． 厚生労働科学研究費補助金

回日本外科感染症学会総会学術集会 2011.12 志摩

難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 竹末芳生， 冨田尚裕.
炎症性腸疾患におけるSSIの現状と対策． 第24回日本外科
感染症学会総会学術集会 2011.12 志摩
［地方会等］

る調査研究」班平成22年度第2回総会 2011.1 東京
上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 菊山梨紗， 吉田幸治,
中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰， 野上晃司， 飯室正
樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

高山政樹， 大本俊介， 峯宏昌， 永田嘉昭， 永井知行， 川

譽之， 内野基， 池内浩基． 難治性クローン病患者に対す

崎正憲， 朝隈豊， 櫻井俊治， 松井繁長， 樫田博史,

るOMAの臨床的・免疫学的効果． 厚生労働科学研究費

工藤正俊， 山本典雄， 辻直子， 船井貞往， 冨田尚裕,

補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障

池内浩基． インフリキシマブが有効であった難治性潰瘍性

害に関する調査研究」班平成22年度第2回総会 2011.1 東

大腸炎の１例． 日本消化器病学会近畿支部会第95回例会
2011.8 大阪

京
吉田幸治， 福永健， 中村志郎， 河合幹夫， 河野友彰,

大庭宏子， 宮野正人， 上田渉， 青木哲哉， 倉井修， 大

野上晃司， 上小鶴孝二， 横山陽子， 菊山梨紗， 飯室正

川清孝， 池内浩基． 無症状の潰瘍性大腸炎に発症した

樹， 應田義雄， 樋田信幸， 武田直久， 堀和敏， 松本

colitic cancerの１例． 第87回日本消化器内視鏡学会近畿

譽之， 内野基， 池内浩基． 術後クローン病患者の早期再

地方会 2011.10 神戸

燃予測因子． 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克

［科学研究費等班会議］

服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」
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班平成22年度第2回総会 2011.1 東京
杉田昭， 池内浩基， 松本譽之， 他10名． 潰瘍性大腸炎，

演）第2回上本町IBDミーティング 2011.9 大阪
池内浩基． 炎症性腸疾患症例の手術のタイミング 遅れるとひ

クローン病外科治療指針の改訂． 厚生労働科学研究 難治

どい目にあう！．（特別講演）第10回神奈川クローン病治療

性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調

研究会 2011.10 横浜

査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京
杉田昭， 池内浩基， 他9名．クローン病に合併した大腸癌の

池内浩基． 炎症性腸疾患におけるレミケードの効き目は！
？．
第10回IBDを学ぶ会 2011.10 久留米

Surveillance program確立の検討（痔瘻癌を含む）−多

池内浩基． UCの手術 私の考える手術適応 こうなったら手術

施設共同研究によるpreliminary study開始について−.

を勧めます． 杏林IBD Symposium in Kansai IBD・そこ

厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎

が知りたい 凝縮の３時間 2011.10 大阪

症性腸管障害に関する調査研究」平成23年度第1回総会
2011.7 東京
佐 々 木 巌， 池 内 浩 基， 中 村 志 郎， 他4 6名． 術 後
infliximab併用による寛解維持効果． 厚生労働科学研究

池内浩基． 炎症性腸疾患の外科治療の現状．（特別講演）
第4回炎症性腸疾患研究会 2011.12 鳥取
［兼任］
松本譽之（内科学下部消化管科 参照）

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23年度第1回総会 2011.7 東京

肝疾患センター

佐々木巌， 池内浩基， 他19名． Pouchitis内視鏡アトラスの

Center for Liver Diseases

改訂終了と今後について． 厚生労働科学研究 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23年度第1回総会 2011.7 東京
佐々木巌， 池内浩基， 他17名． クローン病の術後長期経過
例 におけるIntestinal failure（Short bowel syndrome）

■学会発表■
「科学研究費等班会議］
岩田一也， 今西宏安， 西口修平． 当科における急性肝炎の

についての調査研究と対策． 厚生労働科学研究 難治性疾

成 因 及び 臨 床 的 特 徴． 第39回日本 肝 臓 学 会 西 部 会

患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研

2011.12 岡山

究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京
藤井久男， 池内浩基， 他26名． 就学期における潰瘍性大
腸炎手術例の成績調査． 厚生労働科学研究 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23年度第1回総会 2011.7 東京
杉田昭， 池内浩基， 他16名．クローン病人工肛門造設例の

青木智子， 飯島尋子， 西口修平． VTTQと血清マーカーで
発癌予測に迫る． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡
山
坂井良行， 齋藤正紀， 西口修平． 肝予備能低下患者に対
する内視鏡的食道静脈瘤治療時の栄養療法． 第39回日本
肝臓学会西部会 2011.12 岡山

経過と合併症の検討（多施設共同研究）
． 厚生労働科学

青木智子， 飯島尋子， 田中弘教， 會澤信弘， 坂井良行，

研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害

岩田恵典， 池田直人， 榎本平之， 今西宏安， 齋藤正

に関する調査研究」平成23年度第1回総会 2011.7 東京

紀， 廣田誠一， 岸浩一郎， 藤元治朗， 西口修平． 血

［研究会・講演会等］
内野基， 大嶋勉， 池内浩基， 冨田尚裕， 竹末芳生． 潰

小板数から見たNBNC肝細胞癌． 第39回日本肝臓学会西
部会 2011.12 岡山

瘍性大腸炎（UC）手術における術前１日経口抗菌薬投与に

高嶋智之， 田中弘教， 高田亮， 岩井孝史， 坂井良行，

よる腸管処置：無作為比較試験による検討． 第41回日本嫌

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平

気性菌感染症研究会 2011.3 西宮

之， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

■その他■

PET-CTがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であった

池内浩基． 炎症性腸疾患の外科治療．（特別講演）第3回

１例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡山

下野IBD研究会 2011.2 下野
池内浩基． 炎症性腸疾患の外科治療の現状．（特別講演）
第7回術後癒着防止研究会 2011.3 京都
池内浩基． 炎症性腸疾患手術症例からみた今後の展望.
（特別講演）第18回千葉IBDフォーラム 2011.7 千葉
池内浩基． 炎症性腸疾患の現状と今後の課題．（特別講
演）第3回おけいはん緑寿会 2011.8 大阪
池内浩基． 炎症性腸疾患に合併する発癌症例の現状．（特
別講演）第22回IBDクラブジュニアウエウト 2011. 大阪
池内浩基． 炎症性腸疾患の現状と今後の課題．（特別講
演）第81回宮城IBD研究会 2011.9 仙台
池内浩基． 炎症性腸疾患の外科的治療の現状．（特別講

長谷川国大， 岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 高嶋智之，
坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田一也， 田中弘
教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西
口修平． ヒストアクリルによる内視鏡的静脈瘤硬化療法
（EIS）が有用であった直腸静脈瘤破裂の一例． 第39回日
本肝臓学会西部会 2011.12 岡山
榎本平之， 井上慎一， 松久明生， 高田亮， 岩井孝史，
高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直
人， 岩田恵典， 田中弘教， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯
島尋子， 西口修平． 特発性細菌腹膜炎の診断にin-situ
hybridization法が有効であった一例． 第39回日本肝臓学
会西部会 2011.12 岡山

兵庫医大業績録（2011）
高田亮， 會澤信弘， 齋藤正紀， 岩井孝史， 高嶋智之，
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野島道生， 山本新吾， 今西宏安． 難治性腹水を伴うB

坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 田中弘

型肝硬変を内科的に治療し腎移植を行った1 例． 第 44 回日

教， 榎 本 平 之， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平.

本臨床腎移植学会 2011.1 宝塚

PEG-IFN/Ribavirin併用療法中に急性肝不全を来したC型

野島道生． 小児腎移植の実例から， みんなで考えよう：1歳 9

肝硬変の1症例． 第39回日本肝臓学会西部会 2011.12 岡

ヶ月のドナーから提供を受けた献腎移植の長期経過．（ワー

山

クショップ ）第33回日本小児腎不全学会学術集会 2011.10

石井紀子， 會澤信弘， 高田亮， 齋藤正紀， 岩井孝史，
高嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵
典， 田中弘教， 榎本平之， 今西宏安， 飯島尋子， 西
口修平． アザチオプリンにて重篤な汎血球減少を来したステ
ロイド抵抗性自己免疫性肝炎の一例． 第39回日本肝臓学会
西部会 2011.12 岡山
會澤信弘， 大崎住夫， 西口修平． EG-IFNα-2a/RBV併用
療 法におけるResponse-Guided Therapyの有 用 性の検
討：IL28Bとの関連性を踏まえて． 第39回日本肝臓学会西
部会 2011.12 岡山
［兼任］
西口修平（内科 肝・胆・膵科 参照）

健診センター

Center for Health Evaluation and Promotion
■学会発表■
［国内学会］
戸水公子， 戌角幸治， 吉田千佳子， 正木充， 高辻加代
子， 井垣歩， 内藤泰， 小柴賢洋． オプション検査受診率
の増加対策とその効果． 第52回日本人間ドック学会学術大
会 2011.8 大阪
正木充， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 高辻加代子， 井垣
歩， 高田郁子， 阪上直美， 戌角幸治， 増山理， 小柴
賢洋． 喫煙と動脈硬化との関連． 第52回日本人間ドック学
会学術大会 2011.8 大阪

腎移植センター

Kidney Transplant Center
■学術論文■
［原著］
木下朋子， 橋本光男， 岸川英史， 西村憲二， 白石裕介,
野島道生， 山本新吾， 竹田雅， 藤澤正人， 市川靖二.
Bead-based assayによる新しい第三世代のリンパ球クロスマ
ッチ法（ICFA法）
． 今日の移植 2011;24:278-81
■学会発表■
［国内学会］
上田康生， 野島道生， 白石裕介， 鈴木透， 相原衣江,
澤田暁宏， 樋口喜英， 佃文夫， 山本新吾． 生体腎移植
を施行した先天性無フィブリノゲン血症の1例． 第44回日本
臨床腎移植学会 2011.1 宝塚
白石裕介， 上田康生， 相原衣江， 樋口喜英， 佃文夫,

焼津
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中央部門

木村健． ケーススタディ血圧・血糖・脂質管理における薬
学的ケア CKD． 薬局 2011;62:2528-33

Central Division

木村健． 降圧薬， 抗血栓薬． 薬局 62;4（増刊 病気と薬パ

薬剤部

高橋佳子， 竹末芳生． 総論 抗菌薬の選択と投与法． 外科

Pharmacy
■著書■
木村健． 保険薬局のための薬学管理チェックシート． 東京：
じほう， 2011
木村健． 利尿薬・降圧薬・低血圧治療薬・冠血管拡張薬・
脂質異常症治療薬． 薬効別服薬指導マニュアル． 第7版.

ーフェクトBOOK 2011）:498-501,509-12
2011:571-9
■学会発表■
［国際学会］
Doi H， Kamikonya N， Takada， Fujiwara M， Tsuboi K,
Miura H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T ,
Shikata T， Tsujimura T， Hirota S． Late rectal
toxicity following irradiation in rats． European

田中良子 監． 政田啓子， 妻谷多美代， 木村健 編． 東

Society for Radiotherapy & Oncology International

京：じほう， 2011:273-368

Oncology Forum（ESTRO）2011.5 London

阿南節子， 櫻井美由紀， 徳島裕子， 河野えみ子， 黒山政

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

一， 木村健， 平田純生編． 松山賢治， 阿南節子 監.

H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Tsujimura T,

ハイリスク治療薬2011． 東京：じほう， 2011

Hirota S． Radiation-induced rectal toxicity in rats on

木村健． 貧血， 気管支ぜんそく・感染症,糖尿病， 高脂血

low-dose aspirin therapy． The 2011 European

症， アレルギー性鼻炎， 緑内障， がん性疼痛， ウイルス

Multidisciplinary Cancer Congress（ESMO 2011）

感染症，リアリスティック薬学複合問題． 岩城正宏， 齋藤

2011.9 Stockholm

浩司， 灘井雅行 編著， 東京：京都廣川書店， 2011:2833,54-61,70-3,82-7,124-9,130-3,158-165,174-9

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura
H， Inoue H， Tanooka M， Tsujimura T， Hirota S.

木村健． 薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト． 薬学

Radiation-induced microangiopathy in the rectum

教育協議会 病院・薬局実務実習近畿地区調整機構 監,

using an animal experimentalmodel． The 2011

東京：じほう， 2011:150-7

European Multidisciplinary Cancer Congress（ESMO

高橋佳子， 竹末芳生． 抗真菌薬． 高久史麿 監， 堀正二,
菅野健太郎， 門脇孝， 乾賢一， 林昌洋 編． 治療薬ハン
ドブック2011． 東京：じほう， 2011:1232-7

2011）2011.9 Stockholm
Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Tsuchida T,
Ichiki K， Ishihara M， Kimura T． Timing of initial

高橋佳子． 術前MRSA保菌者対策． 竹末芳生 編． 今すぐ

therapeutic drug monitoring（TDM）in patients

実践したい周術期管理と抗菌薬適正使用． 大阪：医薬ジャ

treated with vancomycin（VCM）
：Trough level just

ーナル社， 2011:132-6

before the 4th-5th dose was not a steady-state

■学術論文■
［原著］
Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

concentration． 51th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemotherapy
（ICAAC2011）2011.9 Chicago

Tsuchida T， Tatsumi S， Ishihara M， Ikeuchi H,

Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Ichiki K,

U c h i n o M． R i s k f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h t h e

Tatsumi S， Ueda T， Tsuchida T， Kimura T． Rapid

development of thrombocytopenia in patients who

screening tests for MRSA in patients undergoing

received linezolid therapy． J Infect Chemother

major surgery of the digestive organs． 51th

2011;17:382-7

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi

Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago

K， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T， Shikata T,

Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura

Tsujimura T， Hirota S． Efficacy of polaprezinc for

H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T,

acute radiation proctitis in a rat model． Int J Radiat

Hirota S． Late rectal injury and microangiopathy

Oncol Biol Phys 2011;80:877-84

after irradiation：A time sequential study in rats.

高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直，
石原美佳， 辰己純代， 木村健． 重症， 難治性MRSA感
染症に対するlinezolidの短期投与を目的とした投与計画の
検討．日本化学療法学会雑誌 2011;59:580-4
［総説］
木村健． 薬物間相互作用の注意点． H e l i c o b a c t e r
Research 2011;15:96-101

American Society for Radiation Oncology 53rd Annual
Meeting（ASTRO2011）2011.10 Miami
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Miura
H， Inoue H， Tanooka M， Shikata T， Tsujimura T,
Hirota S． The impact of low-dose aspirin on radiation
proctitis in rats． American Society for Radiation
Oncology 53rd Annual Meeting（ASTRO 2011）

兵庫医大業績録（2011）
2011.10 Miami
［国内学会］
高橋佳子， 竹末芳生， 織田成人， 藤島清太郎， 三鴨廣
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村健． 被災地での救護活動における医薬品需要−新潟中
越地震と東日本大震災を比較して−． 第21回日本医療薬学
会 2011.10 神戸

繁， 相川直樹． 外科救急領域における深在性真菌症治療

中村豪志， 望月幹子， 福永智栄， 乾貴絵， 村川和重，

におけるイトラコナゾールの有用性に関する多施設臨床試

木村健． がん性疼痛治療におけるプレガバリンの臨床的

験． 第12回真菌症フォーラム 2011.2 東京
高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 土田敏恵，

評価． 第21回日本医療薬学会年会 2011.10 神戸
畑中禄子， 掛田満寿美， 室親明， 木村健． 手術部サテラ

辰己純代， 植田貴史． MRSA術後感染症予防への取り

イト薬局での薬剤師による麻酔記録チェックの効果． 第21回

組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用−．（シンポジウ

日本医療薬学会年会 2011.10 神戸

ム）第26回日本環境感染学会総会 2011.2 横浜
高橋佳子． 全病院的な予防抗菌薬適正使用の推進．（ランチ
ョンセミナー）第26回日本環境感染学会総会 2011.2 横浜
高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 辰己純代，

安田恵， 日笠真一， 木村健． HIV ／ HCV重複感染患者
における抗HIV薬多剤併用療法開始後の肝機能について.
第21回日本医療薬学会年会 2011.10 神戸
柳井美奈， 山下典子， 西川翠， 辰己純代， 木村健， 岡

植田貴史， 木村健． PCRによるMRSA迅速検査を用いた

村昇， 富田寿彦， 三輪洋人． がん化学療法レジメンの違

術後感染予防対策．（シンポジウム）第85回日本感染症学

いによる制吐療法の評価−VASを用いた評価−． 第21回日

会総会 2011.4 東京
土井啓至， 井上裕之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 上紺屋憲

本医療薬学会年会 2011.10 神戸
山下典子， 柳井美奈， 西川翠， 辰己純代， 木村健， 岡

彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 中村豪志， 辻村亨， 廣

村昇， 富田寿彦， 三輪洋人． がん化学療法に伴う悪心に

田省三． 直腸への選択的放射線照射ラットの長期自然経過

対する支持療法への薬剤師の介入−VASを用いた評価−.

とその病理組織学的検討． 第70回日本医学放射線学会総

第21回日本医療薬学会年会 2011.10 神戸

会 2011.5 横浜

高橋佳子， 竹末芳生． MRSA外科術後感染症予防への取

高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 石原美佳，

り組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用−．（ワークショッ

木村健． バンコマイシンにおける初回TDM実施のタイミン

プ ） 第9回日 本 消 化 器 外 科 学 会 大 会（JDDW2011）

グ． 第28回日本TDM学会・学術大会 2011.6 広島
高橋佳子， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 辰己純代，

2011.10 福岡
土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 井上裕

植田貴史． 感染制御部におけるMRSA感染症の治療と予

之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 中村豪志， 辻村亨， 廣

防戦略．（シンポジウム）第59回日本化学療法学会総会

田省三． 低用量アスピリンの放射線直腸炎への影響−動物

2011.6 札幌

実験モデルにおける検討−．（優秀演題賞）日本放射線腫

高橋佳子， 竹末芳生， 内野基， 池内浩基， 冨田尚裕，

瘍学会第24回学術大会 2011.11 神戸

平野公通， 藤元治朗． MRSA外科術後感染症予防への

日笠真一， 安田恵， 木村健， 澤田暁宏， 徳川多津子，

取り組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用−．（パネルデ

日笠聡． Raltegravir服用後の肝機能検査値上昇のリスク

ィスカッション）第66回日本消化器外科学会総会 2011.7 名
古屋

因子． 第25回日本エイズ学会学術集会 2011.11 東京
［地方会等］

今井扶美子， 日笠真一， 柳井美奈， 前村知見， 荻有希

安田恵， 日笠真一， 木村健． 兵庫医科大学病院における

恵， 木村健． 抗がん剤投与後の腎機能低下を考慮したレ

初回抗HIV薬多剤併用療法の動向調査． 第32回日本病院

ボフロキサシン投与量設定の必要性． 第21回日本医療薬

薬剤師会近畿学術大会 2011.1 神戸

学会年会 2011.10 神戸
木村健． CKD治療における薬剤師の役割．（基調講演）第
21回日本医療薬学会 2011.10 神戸
黒田訓宏， 日笠真一， 木村健．リラグルチド（ビクトーザ皮
下注）の適正使用に向けた調査． 第21回日本医療薬学会
年会 2011.10 神戸

土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将之， 井上裕
之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 中村豪志， 志方敏幸，
木村健， 辻村亨， 廣田省三． 低用量アスピリンは放射
線粘膜障害を増悪するか？−動物実験モデルでの検討−.
第298回日本医学放射線学会関西地方会 2011.6 大阪
高橋佳子， 竹末芳生． バンコマイシンを中心とした抗MRSA

高橋佳子， 竹末芳生， 木村健． 抗菌薬適正使用のための

薬のantibiotic heterogeneity．（Up to date セミナー）第

介 入 法．（シンポジウム） 第21回日本 医 療 薬 学 会 年 会

54回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第59回日本

2011.10 神戸
高橋佳子， 竹末芳生， 荒川創一， 朝野和典， 平井みどり，
石坂敏彦， 吉岡睦展， 安井友佳子， 長谷川豊， 小泉祐
一， 山下和彦． 関西地区における薬剤師抗菌化学療法実
践教育プログラムについて． 第21回日本医療薬学会年会
2011.10 神戸
田中邦佳， 中山雅裕， 東剛史， 中村豪志， 室親明， 木

化学療法学会西日本支部総会 2011.11 奈良
［研究会・講演会等］
日笠真一． 兵庫医科大学病院の症例． 第26回薬剤師のた
めの抗HIV薬服薬指導研修会 2011.1 広島
木村健． 薬剤師の実績を残すための薬歴作成のヒント！． 薬
剤服用歴の記録と活用のための研修会 2011.3 大阪
室親明．薬学部6年制実務実習・当院における実習への取り組
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み． 第54回PC研究会例会 2011.6 大阪
日笠真一， 安田恵， 日笠聡， 澤田暁宏， 徳川多津子，
木村健． HIV感染症患者， 特に抗HIV療法患者の脂質
代謝管理に関する実態調査． 第19回医療薬学フォーラム
2 0 1 1 ／第 1 9 回クリニカルファー マシーシンポジウム

呼吸器． 東京：照林社， 2011:50-4
山岡綾子． 口腔ケア． 宇都宮明美 編． 誰でもわかる人工呼
吸器． 東京：照林社， 2011:56-65
長嶋智美． 気管吸引． 宇都宮明美 編． 誰でもわかる人工
呼吸器． 東京：照林社， 2011:72-9
末信正嗣． ポジショニング・モビライゼーション． 宇都宮明美

2011.07 旭川
室親明． 薬物療法の作用ポイントを栄養指導にいかす． 兵庫
県栄養士会 平成23年度生涯学習研修会 2011.8 神戸
木村健． アドヒアランス向上のための服薬指導． 第77回大阪
透析研究会 2011.9 大阪
木村健． PEACSを活用した服薬指導と薬歴管理． 豊能ブロ
ック研修会 2011.10 大阪
木村健． PEACSを活用した服薬指導と薬歴管理． 大阪市天
王寺区薬剤師会研修会 2011.10 大阪
中村豪志． 胃がんの化学療法． 兵庫県薬剤師会平成23年
度第5回中小病診部研修会 2011.11 神戸
中村豪志， 志方敏幸， 大北直美， 田久保慎吾， 中村安
成， 室親明． 抗がん剤調製実習． 兵庫県病院薬剤師会
平成23年度第5回中小病診研修会 2011.11 神戸
木村健． PEACSを活用した薬学管理チェックシートの利用.

編． 誰でもわかる人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:80-5
■学術論文■
［総説］
湯浅真裕美． 主要症状別 ｢ファーストエイド｣ 実践マニュアル,
小児の異物誤飲・誤嚥． 臨牀看護 2011;37:564-68
野口一馬， 岸本裕充， 埜澤真奈美， 藤本陽子． 口腔外科
手術における器械出しのポイントと実践知識．メディア視覚教
材実践手術看護 2011;4:57-63
野口一馬， 岸本裕充， 埜澤真奈美， 藤本陽子． 外回りの
ポイントと実 践 知 識． メディア視 覚 教 材 実 践 手 術 看 護
2011;4:64-8
西山実希． ナースが行うVAP予防 ここができれば大丈夫①口
腔ケア． Expert Nurse 2011;27:22-9
山田明美． 今なぜ認定看護師が看護管理を学ぶ必要がある

青森県薬剤師会薬剤服用歴充実のための薬局研修会

のか−チーム医療のキーパーソンの一人として活躍するため

2011.11 青森

に−． 看護管理 2011;21:480-3

木村健． プライマリーケアへの積極的取り組み． 大阪市東淀
川区薬剤師会研修会 2011.11 大阪

窪岡由佑子． 糖尿病患者． EB Nursing 2011;11:486-7
西村裕美子． がん患者． EB Nursing 2011;11:488-90

■その他■

乾貴絵． 終末期患者． EB Nursing 2011;11:491-3

木村健． PEACSを活用した服薬指導と薬歴管理． 保険薬局

藤井利江． 遷延性意識障害患者． EB Nursing 2011;11:

研修担当者セミナー 2011.8 愛知
木村健． 薬局薬剤師のためのハイリスク薬管理指導．（特別
講演）イオンハピコム人 材総合研修機構集合研修 2011.9

494-5
西山裕子． 認知症患者． EB Nursing 2011;11:496-8
桑田一郎． 嚥下障害のある患者． EB Nursing 2011;11:499501

東京

西山実希． 人工呼吸器装着患者． EB Nursing 2011;11:

看護部

Nursing

502-4
江端里恵． 経管栄養中の患者． EB Nursing 2011;11:505-7
中村滋子． 循環器ナースのためのフィジカルアセスメントに必要
な知識と技術， 急性冠症候群のメカニズムと臨床像の特

■著書■
村崎聖弥． 人工呼吸器まわりの確認． 宇都宮明美 編． 誰で
もわかる人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:2-5
清水真幸． アラーム（警報）の確認． 宇都宮明美 編． 誰で
もわかる人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:6-8
中村滋子． 人工鼻の確認． 宇都宮明美 編． 誰でもわかる
人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:10-1
千島佳也子． 加温加湿器の確認． 宇都宮明美 編． 誰でも
わかる人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:12-4
山田裕基． 患者まわりの確認． 宇都宮明美 編． 誰でもわか
る人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:16-21
西山実希． 設定の確認． 宇都宮明美 編． 誰でもわかる人
工呼吸器． 東京：照林社， 2011:22-8
足立拓也． 鎮痛・鎮静． 宇都宮明美 編． 誰でもわかる人
工呼吸器． 東京：照林社， 2011:42-49
江端里恵． ウィニング． 宇都宮明美 編． 誰でもわかる人工

徴． Heart 2011;1:278-85
大川歩， 西村美春， 清水直美． 尿路感染症のケア． 泌尿
器ケア 2011;191（冬季増刊）:174-9
［症例報告］
堀田牧代， 木村幸子． 新人教育における手術室ローテーショ
ン研修実施後のイメージの変化について． 日本手術看護学
会誌 2011;7:58-62
［研究報告］
林陽子， 森本美智子， 神原千比呂， 中村珠恵， 谷村千
華． 入院患者における自覚症状ならびにストレス認知と心理
的状態の関係．日本看護研究学会雑誌 2011;34:49-56
■学会発表■
［国際学会］
Yoneda M， Endo N， Horita M， Fujimoto Y． Effective
education for nursing students in the operating room：
Role of nursing instructors in a clinical context． 2nd

兵庫医大業績録（2011）
Asian periOperative Nurses Association Conference
（ASIORNA2011）2011.10 Korea
［国内学会］
小澤明日香， 成冨純， 副島香織． 閉塞性動脈硬化症患者
の疼痛緩和ケア． 第9回日本フットケア学会年次学術集会
2011.2 福岡
工藤知花． 悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセド・シスプラチ
ン併用療法の骨髄抑制に関する指導内容の検討． 第25回
日本がん看護学会学術集会 2011.2 神戸
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岡﨑理絵， 高見沢恵美子， 石澤美保子． 認定看護師が行
う集中治療室入室患者に対する外傷後ストレス障害のアセス
メントと予防的介入． 第37回日本看護研究学会学術集会
2011.8 横浜
山田裕基． 災害時の遺族ケア 体験報告～遺族との関わりから
伝えたいこと～． 日本 災 害 看 護 学 会 第13回 年 次 大 会
2011.9 さいたま
杉島訓子， 窪岡由佑子， 岩崎裕美， 小野明美， 熊野真
美， 西島桂子， 西村直美， 平岡めぐみ． 体験学習を取り

増元洋美， 河岡千寿， 西村裕美子． 看護師による静脈穿刺

入れた看護師教育の検討～高齢糖尿病患者支援の体験学

に対する外来化学療法患者の反応～導入開始3か月後のア

習を試みて～． 第16回日本糖尿病教育・看護学会学術集

ンケート調査から～． 第25回日本がん看護学会学術集会

会 2011.9 東京

2011.2 神戸
山岡綾子． 集中治療における看護師の役割拡大について考え
る−ジェネラリストの役割とは−．（シンポジウム）第38回日本
集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
荒木絵理子， 児玉唯子． 集中治療における看護の喜び・醍
醐味．（シンポジウム）第38回日本集中治療医学会学術集
会 2011.2 横浜
赤門希帆子， 宇都宮明美． 便管理システム（フレキシシー
ル）の予防的使用による効果． 第38回日本集中治療医学
会学術集会 2011.2 横浜

森本高文． 糖尿病患者の運動療法に対する自己効力感を高
める援助−認定資格をもつ看護師の実践−． 第42回日本看
護学会学術集会-成人看護Ⅰ・Ⅱ 2011.9 大阪
山田裕基． 東日本大震災でのDMAT・DMORT活動の問題
点と課題−本邦初SCU・広域医療搬送を経験して−． 第
13回日本救急看護学会学術集会 2011.10 神戸
柴原佳宜． 人工股関節全置換術（THA）術後手術部位感
染の感染兆候の妥当性の検討． 第38回日本股関節学会学
術集会 2011.10 鹿児島
吉本奈保美， 窪岡由佑子， 松本豊美， 美内雅之， 勝野朋

織野未季， 千島佳也子． 新人看護師への教育に里親制度

幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光義． 当院における

を導入して． 第38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2

妊娠糖尿病および糖尿病合併妊産褥婦への看護の実態.

横浜

第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 2011.11 神戸

西山実希， 岡本麻奈美， 宇都宮明美． 代理意思決定場面

金本智代， 山川理恵， 澤村麻美， 横井要． バスキュラーア

における家族看護． 第38回日本集中治療医学会学術集会

クセス血流感染リスク因子の分析． 第14回日本腎不全看護

2011.2 横浜

学会学術集会 2011.11 横浜

大崎久美子， 山本真由美， 宮本順子． 移植を受ける患者
の口腔粘膜障害の予防的介入期間について． 第33回日本
造血細胞移植学会総会 2011.3 愛媛
片岡優実， 富田真佐子．クローン病患者の抗TNF－α抗体療
法導入によるプロセス． 第5回日本慢性看護学会学術集会
2011.6 岐阜
峯瀬美千代， 鈴木久美， 片岡優実， 松本麻里， 清水玲

［地方会等］
田中久美子， 山路さおり， 宇都宮明美． NPPV装着患者
の離脱支援に関する関わり． 第56回日本集中治療医学会近
畿地方会 2011.7 大阪
山川理恵， 澤村麻美， 尾前美帆， 横井要， 一木薫， 土
田敏恵， 竹末芳生． 血漿交換におけるカテーテル関連血
流感染（CLA-BSI）の検討；透析患者と比較して． 第54

子， 山田明美， 佐藤禮子． 治療中のC型肝炎患者のセル

回日本感染症学会中日本地方会学術集会 2011.11 奈良

フマネジメントを促す心理教育的グループ介入プログラムの妥

石川かおり， 一木薫， 土田敏恵， 竹末芳生， 中嶋一彦,

当性と有用性． 第5回日本慢性看護学会学術集会 2011.6

植田貴史． 消化器内科病棟における中心静脈カテーテル関

岐阜

連血流感染～入浴/シャワー浴はリスクとなるか～． 第54回日

足立拓也， 宇都宮明美． 看護師と理学療法士のカンファレン
ス構築の必要性に対する認識の相違． 第7回日本クリティカ
ルケア看護学会学術集会 2011.6 横浜
平田真由美． ストーマ造設患者が持つストーマに対する違和
感． 第7回日本クリティカルケア看護学会学術集会 2011.6
横浜
湯浅真裕美． 虐待アセスメントシートからみた子ども虐待の現状
と課題～院内連携システムの構築～．日本小児看護学会第
21回学術集会 2011.7 さいたま
乾貴絵， 福永智栄， 村川和重． 院内エンゼルケア研修会の
企画・実施とその評価～死後の処置を看護の視点． 第16回
日本緩和医療学会学術大会 2011.7 札幌

本感染症学会中日本地方会学術集会 2011.11 奈良
［研究会・講演会等］
森脇愛子， 溝渕幸美， 高比良法子． 当院NICUにおける感
染対策への取り組みと課題． 周産期医療事例検討会
2011.3 神戸
藤井利江， 松尾ミヨ子， 川南勝彦． 肺高血圧症患者の健康
関連QOL． 第12回肺高血圧症治療研究会 2011.6 東京
益田尋美， 熊野三希子， 藤野真世， 岩崎寮子． 眼科病棟
における新人看護師の看護技術習得に対する思い． 第27回
日本眼科看護研究会 2011.9 宮崎
冨森孝一． 透析未経験既卒者の部署異動に伴う不安・ストレ
スについての調査． 平成23年度兵庫県透析合同研究会
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2011.10 神戸

274-81

牛尾里美． 血友病患者に対するチームアプローチを考える−

山田明美． 認定看護師の役割と組織内での効果的な位置づ

看護師の立場から．（シンポジウム）第4回血友病理学療法

け．日本看護協会認定看護師教育課程合同研修会 2011.9

研究会学術集会 2011.10 横浜

神戸

牛尾里美． 始めよう， 看護師でのネットワーク作り～兵庫県下
における活動報告～． 血友病看護研究会 2011.11 前橋
山田明美．看護実践力−今， ジェネラリストが活躍する時−.
（教育講演）福岡県看護学会 2011.12 福岡
■その他■
丸山美津子． 新人ナースのための医療事故防止． 兵庫県立
日高高等学校 2011.1 豊岡
江端里恵． 静脈注射の実際． 兵庫県看護協会ブラッシュアッ
プ研修 2011.1 神戸
江端里恵． 薬剤管理と与薬の技術． 兵庫県看護協会新人
看護職員研修 2011.1 神戸
長嶋智美． 吸引の基礎知識． 伊丹恒生脳神経外科病院研
修会 2011.1 伊丹
山田明美． 各職場の看護職員定着に関する現状分析とその
課題の解決方法． 兵庫県看護協会看護職員離職防止対
策事業−管理者研修− 2011.2 神戸
牛尾里美． 施設から地域へ， 広げよう血友病看護の輪～兵
庫県血友病看護ネットワークの取り組み～． 1ｓ
ｔ Hemophilia
Care Seminar in Hyogo 2011.4 神戸
藤本奈津美． ナースのお仕事：救命看護の現場の現場ってど
んなトコロ ! ?． Clinical Study 2011:32:60-1
牛尾里美． 協力しよう! 看護師による成長ホルモン治療患者へ
の 関 わり． Genotropin Go Quick Launch Symposium
2011.4 大阪
足立拓也． わかる！読める！胸部レントゲン写真読影の実際.
日本離床研究会主催研修会 2011.5 札幌
小 倉 由 美 子． IBD患 者の看 護について． 第21回 鹿 児 島
GUTS学びの会 2011.5 鹿児島
山田明美． 集まれ， 新主任． 福岡県看護協会看護管理研
修 2011.6 福岡
湯浅真裕美．こんなときどうする ! ? こどもの急変． 兵庫県看護
協会西阪神支部まちの保健室 2011.6 西宮
湯浅真裕美． ケガをした ! 急病 ! ? 応急処置と対処法． 宝塚フ
ァミリーサポートセンター講習 2011.6 宝塚
山田明美． 組織開発と変革理論． 兵庫県看護協会認定看
護管理者制度ファーストレベル教育 2011.7 神戸
丸山美津子． チーム医療と連携． 兵庫県看護協会認定看護
管理者制度ファーストレベル教育 2011.7 神戸
湯浅真裕美． 子ども虐待のトリアージ． 第1回トリアージ研修会
2011.7 伊丹
江端里恵． 看護基礎技術研修． 兵庫県看護協会就業者研
修 2011.7 神戸
丸山美津子． スタッフナースのための医療事故防止． 兵庫県
看護協会医療安全研修 2011.8 神戸
窪岡由佑子． あなたの町の糖尿病看護認定看護師． 糖尿病
ケア 2011;8:80
中村滋子． 気道管理のQ & A．（Q&A）呼吸器ケア 2011;9:

西山実希．日々の業務の中で行う人工呼吸ケアの基本−口腔
ケア・呼吸理学療法の実際． エキスパートナースフォーラム
2011 2011.9 京都
江端里恵． 薬剤管理と与薬の技術． 兵庫県看護協会新人
看護職員研修 2011.9 神戸
長嶋智美． 心筋梗塞・狭心症の急変時対応と早期リハビリテ
ーション．日総研看護セミナー 2011.9 東京
千島佳也子． 広域災害時のDMATの役割． 災害派遣医療
チーム（DMAT）隊員養成研修 2011.9 三木
千島佳也子．日々の業務の中で行う人工呼吸ケアの基本−口
腔ケア・呼吸理学療法の実際． エキスパートナースフォーラ
ム2011 2011.10 東京
千 島 佳 也 子． トリアージ 実 技． 災 害 派 遣 医 療 チ ーム
（DMAT）隊員養成研修 2011.10 神戸
利木佐起子． 新人看護職員臨床研修の企画と評価． 兵庫
県看護協会研修責任者研修 2011.10 神戸
長嶋智美． 心筋梗塞・狭心症の急変時対応と早期リハビリテ
ーション．日総研看護セミナー 2011.10 福岡
髙比良法子． 未熟児を出産した家族への支援について． 養
育支援ネット研修会 2011.10 川西
山田明美． 人的資源活用論． 大分県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2011.11 大分
山田明美． 人的資源活用論． 福岡県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2011.11 福岡
山田明美． 人的資源活用論． 兵庫県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2011.11 神戸
牛尾里美． 血友病患者を取り巻く日本の現状と看護師の取り組
み． 尼崎市保健所集団指導室 2011.11 尼崎
長嶋智美． 人工呼吸器装着中の看護． 重症障害児者福祉
協会認定看護師研修 2011.11 西宮
平 川 弘 美． 看 護 師という仕 事． 芦 屋 市 立 潮 見 中 学 校
2011.12 芦屋
髙比良法子． 未熟児を出産した家族への支援について． 養
育支援ネット研修会 2011.12 芦屋
中野初枝． 泌尿器科のドレーン・カテーテル管理○×テスト， ○
×テストドレーン・カテーテルの固定． 泌尿器ケア 2011;16:3440
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共同利用施設

Research Facilities for Common Use
動物実験施設

Laboratory Animal Facility
■学術論文■
［原著］
Kawamoto M， Udagawa J， Hashimoto R， Matsumoto
A，Yamada M，Nimura M，Otani H.
Adrenocorticotropic tumor cells transplanted into
mouse embryos affect pancreatic histogenesis.
Congenit Anom 2011;51:62-9
■学会発表■
［国内学会］
佐加良英治． 実験動物アレルギーの対策．（シンポジウム）第
58回日本実験動物学会総会 2011.5 東京
木原淳彦， 伊東久男， 佐加良英治． 自然災害の危機管理.
（シンポジウム）第58回日本実験動物学会総会 2011.5 東京
佐加良英治． 実験動物施設におけるアレルギー対策．（シンポ
ジウム）第152回日本獣医学会学術集会 2011.9 堺
永田大典， 大室誠士， 中嶋富夫， 木原淳彦， 佐加良英
治． ウサギの簡易型自動給餌器作製の検討． 第45回日本
実験動物技術者協会総会 2011.9 盛岡
伊 東 久 男， 西 林 満， 永 田 大 典． ジャコウネズミSuncus

murinus の水 迷 路 学 習の試み． 第82回日本 動 物 学 会
2011.9 旭川
［地方会等］
金子隼也， 久保良仁， 北村算英， 松田和郎， 河本舞,
宇田川潤．レプチンの神経系前駆細胞の維持に関わるシグ
ナル伝達経路の解析．日本解剖学会第87回近畿支部学術
集会 2011.12 西宮
■その他■
佐加良英治． 相互検証結果報告書から考えたこれからの自主
管 理 制 度． 公 私 立 大 学 実 験 動 物 施 設 協 議 会 年 報
2011;18:51-60
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中央施設

Central Facility
臨床工学室

Clinical Engineering Room
■著書■
冨加見教男． 人工呼吸器のモードと補助機能． 宇都宮明美
編．誰でもわかる人工呼吸器． 東京：照林社， 2011:30-40
■学術論文■
［総説］
木村政義． HFO． 呼吸器ケア 2011;22（冬季増刊）:71-9
［原著］
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 川崎由記， 中野智

会 2011.9 東京
［地方会等］
冨加見教男． 東日本 大 震 災 におけるDMAT活 動 報 告.
2011年度兵庫県臨床工学技士会通常総会 2011.6 西宮
冨加見教男． 挿菅人工呼吸器の使用中点検．（シンポジウ
ム）兵庫県臨床工学技士会第21回定期学習会 2011.9 神
戸
武西友幸． HITⅡ型に対する体外循環．（ワークショップ）兵
庫県臨床工学技士会第23回定期学習会 2011.12 西宮
［研究会・講演会等］
木村政義．どのように選択する？人工呼吸器のモード． 第57
回チーム医療CE研究会臨床セミナー 2011.7 大阪
冨加見教男． 苦手なモードを克服する：これだけは知っておき
たい基本． エキスパートナースフォーラム 2011.9 京都
冨加見教男． 苦手なモードを克服する：これだけは知っておき

彦， 橘銀平， 木村政義， 野々口博史， 中西健． 溶質

たい基本． エキスパートナースフォーラム 2011.10 東京

移 動シミュレーションを用 いた 二 重 濾 過 膜 血 漿 交 換

木村政義． 呼吸療法に関わるCEとして． 岡山県臨床工学技

（DFPP）の 安 全 な 施 行． 日 本 透 析 医 学 会 雑 誌
2011;44:543-50
［研究報告］
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 川崎由記， 中野智

士会呼吸療法セミナー 2011.11 岡山
大平順之． もうコワくない心不全治療機器～基本原理から
看護のポイントまで～．（教育講演）近畿心血管治療ジョイ
ントライブ2011 2011.12 京都

彦， 橘銀平， 中西健． Immusorba TRにおけるI g Gの
吸着挙動と適正な血漿処理量の検討． 日本血液浄化技術

病歴室

学会会誌 2011;19:48-51

Medical Record Office

■学会発表■
［国内学会］
木村政義． 呼吸ケアチーム活動における臨床工学技士の役
割．（シンポジウム）第38回日本集中治療医学会学術集会
2011.2 横浜
大平順之． 周辺機器マニュアルに関して．（シンポジウム）第
38回日本集中医療医学会学術集会 2011.2 横浜
木村政義， 鈴木尚紀， 大平順之， 冨加見教男， 西信一.
各種ヘモフィルタのライフタイムに関する検討．第38回日本集
中治療医学会学術集会 2011.2 横浜
鈴木尚紀， 大平順之， 冨加見教男， 木村政義， 西信一.

■学会発表■
［国内学会］
本田耕一郎， 絹川武俊， 寺田英司， 松田弥寿彦， 北江正
幸， 由良仁， 甲斐義啓， 宮本正喜， 難波光義． 当院に
おけるクリニカルパスの課題等−アンケート結果から考察−.
第12回日本クリニカルパス学会学術集会 2011.12 東京
［地方会等］
絹川武俊， 遠山紗織， 福田小百合， 櫛田奈美， 本田耕一
郎， 上野佳子， 寺田英司， 松田弥寿彦， 松嶋正紀，

各種ヘモフィルタのライフタイムに影響を及ぼす血液因子． 第

由良仁， 宮本正喜． 病歴室からの効果的な情報発信手法

38回日本集中治療医学会学術集会 2011.2 横浜

の一考察．日本医療マネジメント学会第5回兵庫支部学術集

木村政義． デュアルヒータ呼吸回路とEVAQUA呼吸回路の
適正な換気量補正モードは？． 第21回日本臨床工学会
2011.5 大分
鈴木尚紀， 中野智彦， 川崎由記， 橘銀平， 蓮池由起子，
中西健． Hemofilter life-timeに関する検討 2～ライフタイム
に影響を及ぼす血液因子～． 第56回日本透析医学会学術
集会・総会2011.6 横浜
中野智彦， 鈴木尚紀， 川崎由記， 橘銀平， 蓮池由起子，
中 西 健． Hemofilter life-time に 関 す る 検 討 1～
Continuous Renal Replacement Therapyにおける各種ヘ
モフィルタのライフタイム～． 第56回日本透析医学会学術集
会・総会 2011.6 横浜
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 徳山正徳， 中西健． 血漿交換療
法における有害事象． 第32回日本アフェレシス学会学術大

会 2011.3 神戸
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先端医学研究所

Institute for Advanced Medical Sciences
細胞移植部門

Laboratory of Cell Transplantation
■学術論文■
［原著］
Taniguchi K， Okada M， Yoshihara S， Sawada A，
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Etou T， Ueda Y， Yujiri T， Matsui T， Okamura
A， Tanaka J， Atsua T， Kodera Y， Suzuki R.
Use of mycophenolate mofetil in patients received
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in
Japan． Int J Hematol 2011;93:523-31
Zaki MA， Wada N， Kohara M， Ikeda J， Hori Y，
Fujita S， Ogawa H， Sugiyama H， Hino M，
Kanakura Y， Morii E， Aozasa K． Presence of
B-cell clones in T-cell lymphoma． Eur J Hematol
2011;86:412-9

Tokugawa T， Ishii S， Kaida K， Managawa K， Matsui

T a g u c h i A， Z h u P， C a o F， K i k u c h i - T a u r a A ,

T， Ogawa H． Strategy for bone marrow

Kasahara Y， Stern DM， Soma T， Matsuyama T,

transplantation in eculizumab-treated paroxysmal

Hata R． Reduced ischemic brain injury by partial

nocturnal hemoglobinuria． Int J Hematol 2011;94:403-

rejuvenation of bone marrow cells in aged rats． J

7

Cereb Blood Flow Metab 2011;31:855-67

Nakata J， Okada M， Tamaki H， Satake A， Kaida K，

Kobayashi Y， Sakamaki H， Fujisawa S， Ando K，

Y o s h i h a r a S， K a t o R， I k e g a m e K， O g a w a H .

Yamamoto K， Okada M， Ishizawa K， Nagai T，

Dasatinib-inducws rapid regression and complete

Miyawaki S， Motoji T， Usui N， Iida S， Taniwaki

molecular remission of multiple subcutaneous tumours

M， Uoshima N， Seriu T， Ohno R． Lack of non-

presenting as relapsed chronic myeloid leukaemia

hematological cross intolerance of dasatinib to

a f t e r c o r d b l o o d t r a n s p l a n t a t i o n． L e u k R e s

imatinib in imatinib-intolerant patients with

2011;35:1658-9

Philadelphia chromosome positive chronic myeloid

Nakata J， Tamaki H， Ikegame K， Kato R， Yoshihara
S， Kaida K， Inoue T， Kamesaki T， Okada M，

leukemia or acute lymphatic leukemia：a retrospective
safety analysis． Int J Hematol 2011;93:745-9

Ogawa H． Direct antiglobulin test-negative

Bouike Y， Imoto S， Mabuchi O， Kokubunji A， Kai

autoimmune hemolytic anemia associated with HLA-

S， Okada M， Taniguchi R， Momose S， Uchida S,

haploidentical stem cell transplantation． Int J

Nishio H． Infectivity of HBV DNA positive donations

Hematol 2011;96:558-60

identified in look-back studies in Hyogo-Prefecture,

Kako S， Morita S， Sakamaki H， Ogawa H， Fukuda
T， Takahashi S， Kanamori H， Onizuka M， Iwato

Japan． Transfus Med 2011;21:107-15
Naito Y， Tsujino T， Fujimori Y， Sawada H， Akahori

K， Suzuki R， Atsuta Y， Kyo T， Sakura T，

H， Hirotani S， Ohyanagi M， Masuyama T． Impaired

Jinnai I， Takeuchi J， Miyazaki Y， MIyawaki S，

expression of duodenal iron transporters in Dahl salt-

Ohnishi K， Naoe T， Kanda Y． A decision analysis

sensitive heart failure rats． J Hypertens 2011;29:741-

of allogeneic hematopoietic stem cell taransplantation

8

in adult patients with Philadelphia chromosome-

Maeda R， Tabata C， Tabata R， Eguchi R， Fujimori Y,

negative acute lymphoblastic leukemia in first

Nakano T． Is serum thioredoxin-1 a useful clinical

remission who have an HLA-matched sibling donor.

marker for malignant pleural mesothelioma？.

Leukemia 2011;25:259-65

Antioxid Redox Signal 2011;15:685-9

Koga M， Hashimoto K， Murai J， Saito H， Mukai

Kato K， Yoshimi A， Ito E， Oki K， Hara J,

M， Ikegame K， Ogawa H， Kasayama S． Usefulness

Nagatoshi Y， Kikuchi A， Kobayashi R， Nagamura-

of glycated albumin as an indicator of glycemic

Inoue T， Kai S， Azuma H， Takanashi M,

control status in patients with hemolytic anemia.

I s o y a m a K， K a t o S；J a p a n C o r d B l o o d B a n k

Clin Chim Acta 2011;412:253-57

Network． Cord blood transplantation from unrelated

Wada N， Ikeda J， Hori Y， Fujita S， Ogawa H， Soma

donors for children with acute lymphoblastic leukemia

T， Sugiyama H， Fukuhara S， Kanamaru A， Hino

in Japan：the impact of methotrexate on clinical

M， Kanakura Y， Morii E， Aozasa K． Epstein-

outcomes． Biol Blood Marrow Transplant

barr virus in diffuse large B-Cell lymphoma in

2011;17:1814-21

immunocompetent patients in Japan is as low as in
Western Countries． J Med Virol 2011;83:317-21
Iida M， Fukuda T， Ikegame K， Yoshihara S， Ogawa
H， Taniguchi S， Takami A， Abe Y， Hino M，

Tada N， Hinotsu S， Urushihara H， Kita F， Kai S,
Takahashi TA， Kato S， Takanashi M， Ito K,
Sawai H， Maekawa T， Kosugi S， Kawakami K.
The current status of umbilical cord blood collection
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in Japanese medical centers：survey of obstetricians.
Transfus Apher Sci 2011;44:263-8

松岡由和， 佐々木豊， 高橋昌也， 岩城隆二， 中塚隆介，
井上雅美， 小川啓恭， 高橋隆幸， 石川淳， 日野雅之，

福岡和也， 栗林康造， 藤盛好啓， 中野孝司． 当院におけ

薗田精昭． 未分化造血幹細胞の支持能を持つヒト骨髄由

る外来化学療法の現況−悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキ

来間葉系幹細胞の予期的分離とその機能解析．（ワークショ

セド＋シスプラチン併用療法の外来化学療法における安全性

ップ）第33回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）2011.3

の検討−． 肺癌 2011:51:109-112
■学会発表■
［国際学会］
Kokubunji A， Takenouchi H， Murata R， Kajiki Y,

松山
河田尚子， 岸本裕充， 蔵下舞， 海田勝仁， 小川啓恭，
浦出雅裕． 兵庫医科大学病院における造血幹細胞移植施
行予定で抜歯した患者の術後経過．（看護ワークショップ）

Sakamoto A， Ikemoto J， Kubuki Y， Fujimori Y,

第33回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）2011.3 松

Simoda K， Kai S． Evaluation of eight-column gel

山

card based on the column agglutination technique（DG

池本純子， 藤田典子， 国分寺晃， 甲斐俊朗， 中野智彦，

GELL ）
． The 22nd Regional Congress of the ISBT

中田文， 冨加見教男， 三崎真生子， 中島有香， 小野淳

2011.11 Taipei

一郎， 岡本恭明， 大塚欣敏， 谷澤隆邦， 谷口享子，

Ⓡ

Kaida K， Ikegame K， Yoshihara S， Taniguchi K， Ishii

吉原哲， 海田勝仁， 藤岡龍哉， 岡田昌也， 池亀和博，

S， Kato R， Inoue T， Okada M， Tamaki H， Fujioka

小川啓恭． 顆粒球の動員および採取効率の検討．（ポスタ

T， S o m a T， O g a w a H． U n m a n i p u l a t e d H L A -

ーセッション ）第 3 3回日本 造 血 細 胞 移 植 学 会 総 会

haploidentical（2-3 antigen-mismatched）stem cell

（JSHCT）2011.3 松山

transplantation using myeliablative or reduced-

川上学， 谷口享子， 池亀和博， 仁科拓也， 宇野田喜一，

intensity preconditioning regimen． The 53rd

濱田偉文， 大嶋正人， 中川雅史， 小川啓恭． HLA半

American Society of Hematology Annual Meeting and

合 致ドナ ー からのr e d u c e d i n t e n s i t y s t e m c e l l

Exposition 2011.12 San Diego

transplantation後， 寛解到達と同時に軸索障害性末梢神

Yano S， Yokoyama H， Nishimura R， Fukuda T，

経障害により完全下半身麻痺を来たしたリンパ芽球性リンパ

Ogawa H， Ohashi K， Kanamori H， Tanaka J，

腫の一例．（ポスターセッション）第33回日本造血細胞移植

Sakamaki H， Atsuta Y， Takami A． The Japan

学会総会（JSHCT）2011.3 松山

Society of Hematopoietic Transplantaion（JSHCT）

小林珠美， 伊藤史織， 川岸万祐子， 谷原知香， 入江玲

AML working group． Prognostic factors of reducing

子， 村田理恵， 甲斐俊朗． 兵庫さい帯血バンクにおける

relapse in patients undergoing allogeneic

臍帯血申込後の移植中止症例の解析． 第33回日本造血細

hematopoietic cell transplantation from related donor

胞移植学会総会（JSHCT）2011.3 松山

for acute myeloid leukemia． The 53rd American

入江玲子， 川岸万佑子， 伊藤史織， 谷原知香， 小林珠

Society of Hematology Annual Meeting and

実， 藤田典子， 村田理恵， 池本純子， 前田和宏， 松

Exposition 2011.12 San Diego
［国内学会］
谷口享子， 吉原哲， 藤岡龍哉， 池本純子， 海田勝仁，

下恵子， 郡谷哲男， 国分寺晃， 甲斐俊朗． 臍帯血移植
における出庫前解凍検査と生着について． 第59回日本輸血
･細胞治療学会総会 2011.4 東京

加藤るり， 井上貴之， 池亀和博， 玉置広哉， 岡田昌

池本純子， 藤田典子， 入江玲子， 郡谷哲男， 国分寺晃,

也， 相馬俊裕， 甲斐俊朗， 小川啓恭． 同種造血幹細胞

甲斐俊朗． 成分採血装置を用いた顆粒球採取成績と輸注

移植に伴う好中球減少期感染症に対する顆粒球輸血療法の

後の評価． 第59回日本輸血･細胞治療学会総会 2011.4 東

有効性．（ワークショップ）第33回日本造血細胞移植学会総
会（JSHCT）2011.3 松山

京
江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 小川啓恭． Fynの欠損

藤田浩之， 麻生範雄， 岩永正子， 兵理絵， 岸本祐司，

が悪性中皮腫におけるSrc family kinase阻害剤によるアポト

清井仁， 岡田昌也， 都築基弘， 松田光弘， 堀川健太

ーシスに必須である． 第84回日本生化学会大会 2011.9 京

郎， 河合泰一， 大竹茂樹， 品川克至， 竹下明裕， 宮

都

崎泰司， 大西一功， 宮脇修一， 大野竜三， 直江知樹.

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 中野孝司， 小川啓恭.

急性前骨髄球性白血病再発後の移植−JALSG APL97

悪性中皮腫においてFynの欠損がSrc family kinase阻害

study．（ワークショップ）第33回日本造血細胞移植学会総会

剤によるアポトーシスに必須である． 第70回日本癌学会学術

（JSHCT）2011.3 松山

集会総会 2011.10 名古屋

石山賢一， 恩田佳幸， 岡田睦実， 安齋尚之， 田嶌政郎，

Y o s h i h a r a S， I k e g a m e K， O k a d a M， K a i d a K，

吉原哲， 丸屋悦子， 佐治博夫．ドナー特異的HLA抗体

Taniguchi K， Inoue T， Kato R， Fujioka T， Tamaki

を有する同種骨髄移植後早期再発AMLに対するHLA半合

H， Soma T， Ogawa H． Haploidentical or CBT for

致移植．（ワークショップ）第33回日本造血細胞移植学会総

patients in CR：A retrospective analysis from a single

会（JSHCT）2011.3 松山

transplant team．（オーラルセッション）第73回日本血液学
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会学術集会 2011.10 名古屋
Fujioka T， Tamaki H， Ishii S， kato R， Inoue T，
Kaida K， Taniguchi K， Yoshihara S， Ikegame K，
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太城力良． 胸部大動脈人工血管置換術症例におけるクリオ
プレシピテートの有用性について． 第55回日本輸血・細胞治
療学会近畿支部総会 2011.11 西宮

Okada M， Soma T， Saji H， Ogawa H． Loss of HLA

池本純子， 藤田典子， 入江玲子， 藤本珠何， 村田理恵,

antigens of tumor cells in patients who had a relapse

川岸万佑子， 谷原知香， 小林珠実， 前田和宏， 松下恵

after HLA-mismatched HSCT．（オーラルセッション）第

子， 郡谷哲男， 国分寺晃， 藤盛好啓， 甲斐俊朗． 院

73回日本血液学会学術集会 2011.10 名古屋

内における血液細胞処理「採取から細胞調整・凍結保存・

Inoue T， Ikegame K， Yoshihara S， Kaida K，
Taniguchi K， Tamaki H， Fujioka T， Okada M， Kato

出庫」．（アフタヌーンセミナー）第55回日本輸血・細胞治療
学会近畿支部総会 2011.11 西宮

R， Yamamoto Y， Soma T， Ogawa H． Host

相坂龍哉， 西将光， 海田勝仁， 池亀和博， 谷口享子，

regulatory T cells contribute to the regulation of

岡田昌也， 井上貴之， 加藤るり， 吉原哲， 藤岡龍哉，

GVHD in murine MHC haploidentical BMT models.

玉置広哉， 相馬俊裕， 小川啓恭． HLA半合致移植施行

（オーラルセッション）第73回日本血液学会学術集会 2011.10
名古屋
Koyama S， Fujita H， Asou N， Iwanaga M， Hyo R，
N o m u r a S， K i y o i H， O k a d a M， T s u z u k i M，
Matsuda M， Ueda Y， Ohtake S， Shinagawa K，

後に， 免疫抑制剤の急速な減量により， 生着および寛解を
同時に得た， 寛解導入不応の急性リンパ性白血病1例． 第
95回近畿血液学地方会 2011.6 尼崎
Leif L， 海田勝仁， 池亀和博， 谷口享子， 岡田昌也， 井
上貴之， 加藤るり， 吉原哲， 藤岡龍哉， 玉置広哉，

Takeshita A， Miyazaki Y， Ohnishi K， Miyawaki

相馬俊裕， 小川啓恭． 腫瘍細胞の6番染色体欠失より，

S， Ohno R， Naoe T． Outcome of reinduction

HLAのLOHが検出され， HLA半合致移植が著効した難

treatments for relapsed Acute Promyelocytic

治 性 悪 性リンパ 腫 の1例． 第95回 近 畿 血 液 学 地 方 会

Leukemia-JALSG APL97 study．（オーラルセッション）
第73回日本血液学会学術集会 2011.10 名古屋
Uoshima N， Kamitsuji Y， Tsukaguchi M， Take H，

2011.6 尼崎
谷口拓平， 海田勝仁， 池亀和博， 谷口享子， 岡田昌也，
井上貴之， 加藤るり， 吉原哲， 藤岡龍哉， 玉置広哉，

Tsudo M， Okada M， Hashimoto K， Tokumine Y，

相馬俊裕， 小川啓恭． 移植後の急激なADLの低下に対し

S a k o d a H， S o m a T， A o z a s a K， T a t s u m i Y，

て， SNRIが著効し， 抑うつ症状の関与が強く示唆された急

Kanakura Y． Clinical outcomes of malignant

逝骨髄性白血病の1例． 第95回近畿血液学地方会 2011.6

lymphomas from Osaka Lymphoma Study Group

尼崎

（OLSG）registry．（オーラルセッション）第73回日本血液
学会学術集会 2011.10 名古屋

右近紳一郎， 徳川多津子， 澤田暁宏， 岡田昌也， 谷口享
子， 海田勝仁， 吉原哲， 池亀和博， 日笠聡， 小川啓

Okada M， Takatsuka H， Samejima H， Ifuku H，

恭． 自己免疫性溶血性貧血で発症したマントル細胞リンパ腫

A d a c h i Y， O k u d a K， K u r a t a M， M i z u n o I，

に対してベンダムスチンを投与した1例． 第95回近畿血液学

Murayama T， Nagano S， Tabata S， Tamekane A，
Uchieda M， Takahashi T， Hashimoto H，

地方会 2011.6 尼崎
竹本雅子， 川上学， 神田枝理子， 三浦明子， 中川雅史，

Matsumoto K， Morita K， Fujioka T， Misawa M，

池亀和博， 相馬俊裕， 小川啓恭． 急性リンパ性白血病に

Fujimori Y， Ogawa H． Nilotinib serum levels are

対する同種造血幹細胞移植後慢性期に， 急速な呼吸不全

associated with clinical response in patients with

を来したインフルエンザ肺炎の一例． 第95回近畿血液学地

CML．（オーラルセッション）第73回日本血液学会学術集会
2011.10 名古屋
田浦映恵， 田口明彦， 神田隆善， 井上貴之， 佐藤伊織，

方会 2011.6 尼崎
［科学研究費等班会議］
谷口享子， 吉原哲， 小川啓恭， 森眞一郎， 野村昌作，

相馬俊裕， 小川啓恭． 安全でかつ大量の臍帯由来間葉

中村修二， 池原進． 灌流法により採取された骨髄細胞を用

系幹細胞の採取方法の確立と同細胞を用いたGVHD治療

いた骨髄内骨髄移植の問題点．「灌流法により採取された

効果の検証．（オーラルセッション）第73回日本血液学会学

骨髄細胞を用いた骨髄内骨髄移植療法：基礎から臨床

術集会 2011.10 名古屋
佐藤伊織， 田浦映恵， 田口明彦， 相馬俊裕， 小川啓恭.
Es細胞由来Flk1陽性細胞を用いた下肢虚血モデルマウスの

へ」平成22年度第2回合同班会議 2011.1 東京
［研究会・講演会等］
澤田暁宏， 池本純子， 徳川多津子， 岡田昌也， 日笠聡,

治療効果．（オーラルセッション）第73回日本血液学会学術

小川啓恭． 原発性マクログロブリン血症に合併したIgM抗体

集会 2011.10 名古屋

による自己免疫性血小板減少症． 第18回近畿ITP研究会

［地方会等］

2011.3 大阪

国分寺晃， 郡谷哲男， 藤田典子， 入江玲子， 藤本珠何,

加藤るり， 玉置広哉， 塚本吉胤， 廣田誠一， 有田憲生,

村田理恵， 池本純子， 前田和宏， 松下恵子， 藤盛好

小川啓恭． 節煙で軽快した多臓器病変形肺ランゲルハンス

啓， 甲斐俊朗， 植木隆介， 下出典子， 多田羅恒雄,

細 胞 組 織 球 症 の 一 例． 第12回 大 阪リンパ 腫 研 究 会

224

兵庫医大業績録（2011）

（OLSG）総会 2011.10 大阪
魚嶋伸彦， 辰巳陽一， 金倉譲， 塚口眞知子， 武弘典，

寺尾秀治， 田原強， ビシュヌ アチャリャ， 水間広， 和
田康弘， 林中恵美， 小林久美子， 大野正裕， 平尾有日

相馬俊裕， 通堂満， 岡田昌也， 橋本光司， 徳嶺進洋，

子， 井口香菜子， 櫻井文教， 形山和史， 水口裕之， 渡

迫田寛人， 日野雅之， 青笹克之． 大阪リンパ腫研究会登

辺恭良， 尾上浩隆， 後藤章暢． 前立腺癌に対する遺伝

録症例5194例のclinical outcomeに関する解析（大阪リン

子治療におけるPETを用いた評価法の検討． 第6回日本分

パ腫研究会コホート解析）
． 第12回大阪リンパ腫研究会

子イメージング学会総会・学術集会 2011.5 神戸

（OLSG）総会 2011.10 大阪
小原尚恵， 柴山浩彦， 武弘典， 塚口眞知子， 徳嶺進洋，
魚嶋伸彦， 中川雅史， 相馬俊裕， 菅原浩之， 上田周

［研究会・講演会等］
後藤章暢． 医療における戦略． 医療用機器開発研究会
2011.6 神戸

二， 服部英喜， 前田裕弘， 青笹克之， 金倉譲． 大阪リ
ンパ腫研究会に登録された濾胞性リンパ腫465例の臨床的予
後解析．（大阪リンパ腫研究会コホート解析）
． 第12回大阪
リンパ腫研究会（OLSG）総会 2011.10 大阪

神経再生研究部門

Laboratory of Neurogenesis and CNS Repair

［兼任］
小川啓恭（内科学血液内科 参照）
相馬俊裕（内科学血液内科 参照）

■学術論文■
［総説］

岡田昌也（内科学血液内科 参照）

Nakagomi T， Matsuyama T． Neural stem cells after

池亀和博（内科学血液内科 参照）

brain injury：do they originate developmentally from

甲斐俊朗（輸血学/輸血部 参照）

neural tube， neural crest， or Both ? ． Stem Cell

藤盛好啓（輸血学/輸血部 参照）

Stud 2011;1:e21
Kasahara Y， Nakagomi T， Nakano-Doi A， Matsuyama

細胞・遺伝子治療部門

Laboratory of Cell and Gene Therapy

T， Taguchi A． The therapeutic potential of neural
stem cells in cerebral ischemia． Curr Signal
Transduct Ther 2011;6:347-52
［原著］

■学術論文■
［総説］

T a g u c h i A， Z h u P， C a o F， K i k u c h i - T a u r a A ,
Kasahara Y， Stern DM， Soma T， Matsuyama T,

後藤章暢， 寺尾秀治， 白川利朗， 藤澤正人， 守殿貞夫.

Hata R． Reduced ischemic brain injury by partial

前立腺癌の治療 遺伝子治療 オステオカルシンプロモーター

rejuvenation of bone marrow cells in aged rats． J

を用いた遺伝子治療．日本臨牀 2011;69:550-3
［原著］

Cereb Blood Flow Metab 2011;31:855-67
Nakagomi T， Molnár Z， Nakano-Doi A， Taguchi A,

Shigemura K， Huang WC， Li X， Zhau HE， Zhu G,

S a i n o O， K u b o S， C l a u s e n M， Y o s h i k a w a H ,

Gotoh A， Fujisawa M， Xie J， Marshall FF， Chung

Nakagomi N， Matsuyama T． Ischemia-induced neural

LW． Active sonic hedgehog signaling between

stem/progenitor cells in the pia mater following

androgen independent human prostate cancer cells

cortical infarction． Stem Cells Dev 2011;20:2037-51

and normal/benign but not cancer-associated prostate

Clausen M， Nakagomi T， Nakano-Doi A， Saino O,

stromal cells． Prostate 2011;71:1711-22

Takata M， Taguchi A， Luiten P， Matsuyama T.

Yang D， Yaguchi T， Nagata T， Gotoh A， Dovat S,

Ischemia-induced neural stem/progenitor cells

Song C， Nishizaki T． AMID mediates adenosine-

express pyramidal cell markers． Neuroreport

induced caspase-independent HuH-7 cell apoptosis.
Cell Physiol Biochem 2011;27:37-44
Y a g u c h i T， N a k a n o T， G o t o h A， N i s h i z a k i T .

2011;22:789-94
■学会発表■
［国際学会］

Adenosine Promotes GATA-2-Regulated p53 Gene

Clausen M， Nakano-Doi A， Saino O， Takata M,

Transcription to Induce HepG2 Cell Apoptosis． Cell

Nakagomi T， Luiten P， Matsuyama T． Ischemia-

Physiol Biochem 2011;28:761-70

induced neural stem/progenitor cells express

■学会発表■
［国内学会］

pyramidal cell-markers in vivo and in vitro． XXVth
International Symposium on Cerebral Blood Flow,

寺尾秀治， 鈴木透， ビシュヌ・アチャリャ， 日和佐一弘,

Metabolism and Function & Xth International

山本新吾， 後藤章暢． ヒト腎癌細胞株に対するγδT 細

Conference on Quantification of Brain Function with

胞を用いた免疫細胞療法の抗腫瘍効果の検討． 第99回日
本泌尿器科学会総会 2011.4 名古屋

PET 2011 2011.5 Barcelona
L u S， N a k a g o m i T， N a k a n o - D o i A， T a k a t a M ,
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O k a m o t o N， M i m u r a O， I t o Y， T a g u c h i A ,

disturbance with promoting endogenous neurogenesis

Tachibana H， Matsuyama T． Effect of Soluble

at the ipsilateral thalamus damaged after cortical

Cilostazol on cerebral bood flow after acute ischemic

infarction． 第34回日本神経科学大会（STROKE2011）

stroke in mice． XXVth International Symposium on

2011.9 横浜

Cerebral Blood Flow， Metabolism and Function &

百田義弘， 中込隆之， 中野亜紀子， 田口明彦， 柴田啓貴,

Xth International Conference on Quantification of

田片将士， 塚本吉胤， 小谷順一郎， 松山知弘． 一過性

Brain Function with PET 2011 2011.5 Barcelona

脳虚血誘導性神経幹細胞の発現． 第23回日本脳循環代謝

Matsuyama T， Doe N， Nakagomi T， Nakano-Doi A,

学会総会 2011.11 東京

Saino O， Takata M， Lu S， Mimura O， Tachibana H,

中込隆之， 土居亜紀子， 田片将士， 盧山， 立花久大,

Taguchi A． Edaravone is effective to ameliorate the

土江伸誉， 田口明彦， 松山知弘． 大脳皮質脳梗塞後に

sensory neurologic deficit developed in chronic phase

誘導される脳軟膜由来神経幹細胞の発見． 第23回日本脳

of cerebral infarction in mice． XXVth International

循環代謝学会総会 2011.11 東京

Symposium on Cerebral Blood Flow， Metabolism
and Function & Xth International Conference on

アレルギー疾患研究部門

Quantification of Brain Function with PET 2011

Laboratory of Allergic Disease

2011.5 Barcelona
Momota Y， Nakagomi T， Nakano-Doi A， Saino O,
Taguchi A， Takata M， Tsukamono Y， Miyamae M,

■著書■

Kotani J， Matsuyama T． Expression of neural stem

Yoshimoto T， Tsutsui H， Nakanishi K． Importance of

cells induced by transient cortical is chemia in mice.

Th17-and Th1-associated responses for the

XXVth International Symposium on Cerebral Blood

development of asthma. In：Izuhara K， Holgate ST,

Flow， Metabolism and Function & Xth International

Wills-Karp M eds． Inflammation and Allergy Drug

Conference on Quantification of Brain Function with

Design． London：Willey-Blackwell， 2011:27-38

PET 2011 2011.5 Barcelona
Takata M， Nakagomi T， Kashiwamura S， Nakano-Doi
A， Saino O， Okamura H， Mimura O， Soma T,
Taguchi A， Matsuyama T． Glucocorticoid-induced
TNF receptor-stimulated T cekks serve as a negative
regulator for CNS repair after cerebral infarction.
XXVth International Symposium on Cerebral Blood
Flow， Metabolism and Function & Xth International
Conference on Quantification of Brain Function with
PET 2011 2011.5 Barcelona
Kasahara Y， Matsuyama T， Nagatsuka K， Taguchi A.
Prevention of alteolase-induced hemorrhagic infarction

■学術論文■
［総説］
善本知広． アレルギーを科学して，
アレルギーを治す． アレルギ
ー・免疫 2011;18:317-18
松葉沙織， 善本知広． アレルギー性結膜炎：アレルギー性結
膜炎とIL-33． アレルギー・免疫 2011;18:50-64
善本知広． 自然型アレルギーと獲得型アレルギー． アレルギ
ー・免疫 2011;18:483-5
善本知広． 上皮細胞由来サイトカインとアレルギー． アレルギ
ー・免疫 2011;18:486-505
善本知広． IL-33とアレルギー． アレルギー・免疫 2011;18:
424-35

by Cilostazol in experimental ischemia-reperfusion

善本知広． ブタクサ花粉特異的アレルギー性結膜炎モデルマ

mice． XXVth International Symposium on Cerebral

ウスの作製と結膜炎に対するIL-33の病因的役割． アレルギ

Blood Flow， Metabolism and Function & Xth
International Conference on Quantification of Brain
Function with PET 2011 2011.5 Barcelona
［国内学会］
笠原由紀子， 松山知弘， 長束一行， 田口明彦． 出血性脳
梗塞モデルマウスにおけるシロスタゾールの脳出血予防効果.
第36回日本脳卒中学会総会 2011.7 京都

ー 2011;60:16-25
善本知広． 好 塩 基 球 によるT h 2 細 胞 誘 導 機 序． I g E
practice in asthma 2011;10:2-7
善本知広． 新しいアレルギーへの招待． 兵庫医科大学医学
会雑誌 2011;36:27-36
［原著］
Iwasaki H， Takeuchi O， Teraguchi S， Matsushita K,

田口明彦， 笠原由紀子， 松山知弘， 朱鵬翔， 曹芳， 秦龍

Uehata T， Kuniyoshi K， Satoh T， Saitoh T,

二． 若齢ラット造血系幹細胞移植による老齢ラット微小循環

Matsushita M， Standley DM， Akira S． The IκB

障害の治療効果． 第36回日本脳卒中学会総会 2011.7 京

kinase complex regulates the stability of cytokine-

都

encoding mRNA induced by TLR-IL-1R by controlling

Nakano-Doi A， Doe N， Nakagomi T， Takata M， Lu S,
Kanaoka S， Tachibana H， Taguchi A， Matsuyama T.
Bone marrow mononuclear cells improve sensory

degradation of regnase-1． Nat Immunol 2011;12:116775
［研究報告］
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善本知広． 上皮細胞からのサイトカインによるアレルギー発症機
序の解明． 上原記念生命科学財団研究報告集 2011:1-6
■学会発表■
［国際学会］
Yoshimoto T， Matsuba-Kitamura S， Nakanishi K． Role
of IL-33 in experimental allergic conjunctivitis.

善本知広． IL-33と疾患．（ワークショップ）第39回日本臨床免
疫学会総会 2011.9 東京
善本知広． アレルギーの基礎とアレルギー研究の最前線．（基
調講演）第152回日本獣医学会学術集会 2011.9 大阪
善本知広． IL-33とアレルギー．（教育講演）第61回日本アレ
ルギー学会秋季学術集会 2011.11 東京

（Symposium）Mucosal Biology：A Fine Balance

萠拔陽子， 善本知広． アレルギー性鼻炎におけるマスト細胞/

Between Tolerance and Immunity Keystone

好塩基球の役割．（シンポジウム）第61回日本アレルギー学

Symposia． 2011.2 Canada

会秋季学術集会 2011.11 東京

Matsushita K． Zc3h12a is an RNase essential for

松葉（北村）沙織， 善本知広． IL-33とアレルギー性結膜炎.

controlling immune responses by regulating mRNA

（シンポジウム）第61回日本アレルギー学会秋季学術集会

decay． ESF-JSPS Frontier Science Conference for
Young Researchers 2011.3 The Netherlands

2011.11 東京
萠拔陽子， 弓倉（二木）静英， 松下一史， 安田誠， 久育

Yoshimoto T． IFN-γ is a therapeutic target molecule for

男， 中西憲司， 善本知広． ブタクサ花粉特異的アレルギ

prevention of postoperative adhesion formation.

ー性鼻炎モデルマウスにおけるマスト細胞/好塩基球とIL-33

（Guest Speech）The 19th International Symposium

の病因的役割．（ワークショップ）第40回日本免疫学会学術

on Molecular Cell Biology of Disease 2011 2011.5
Osaka

集会 2011.12 千葉
Yasuda K， Muto T， Imai Y， Matsumoto M， Sasaki Y,

Yasuda K， Sasaki Y， Matsumoto M， Taki Y,

T a k i Y， F u t a t s u g i - Y u m i k u r a S， Y o s h i m o t o T,

Yoshimoto T， Nakanishi K． IL-33 mediated expulsion

Nakanishi K． Contribution of IL-33 activated natural

of Nippostrongylus brasiliensis and Strongyloides

helper/nuocyte-like cells to IL-5 production and

venezuelensis ． The 19th International Symposium on

eosinophil accumulation in intestinal nematode

Molecular Cell Biology of Disease 2011 2011.5 Osaka

infected mice. （ワークショップ）第40回日本免疫学会学

Matsumoto M， Yasuda K， Kubo M， Yoshimoto T,

術集会 2011.12 千葉

Nakanishi K． Basophils are essential for rapidly

Matsumoto M， Sasaki Y， Yasuda K， Muramatsu M,

expelling Strongyloides venezuelensis ． The 19th

Honjo T， Yoshimoto T， Nakanishi K． Antibody-

International Symposium on Molecular Cell Biology of

mediated expulsion of Strongyloides venezuelensis .

Disease 2011 2011.5 Osaka

第40回日本免疫学会学術集会 2011.12 千葉

Imai Y， Yoshimoto T， Yamanishi K， Nakanishi K,

［地方会等］

Yoshimoto T．IL-27 inhibits CD8+ IL-17-producing T cell

松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 村松正道， 本庶佑,

（Tc17 cell）differentiation：A navel therapeuticway

善本知広， 中西憲司． ヴェネズエラ糞線虫に対する抗体

for dermatitis． The 36th Annual Meeting of the

依存性排除機構について． 第67回日本寄生虫学会西日本

Japanese Society for Investigative Dermatology

支部大会 2011.10 金沢

（JSID）2011.12 Kyoto
Imai Y， Yasuda K， Yoshimoto T， Nakanishi K,

［研究会・講演会等］
松下一史． mRNAの安定性制御を介した免疫応答の調節.

Yamanishi K． Contribution of IL-33 and Nuocyte to

（招待講演）京都大学ウイルス研究所セミナー 2011.10 京都

Experimental Allergic Dermatitis．ⅩⅩⅡ World

善本知広． アレルギー増悪機構−好塩基球の抗原提示能に

Allergy Congress 2011.12 Cancun
［国内学会］

ついて−．（特別講演）第37回兵庫県臨床アレルギー研究
会 2011.10 神戸

松 本 真 琴， 安 田 好 文， 善 本 知 広， 中 西 憲 司.

善本知広． アレルギー増悪機構の基礎からの解析−好塩基球

Strongyloides venezuelensis の感染防御における好酸球と

の抗原提示機能−．（特別講演）第29回呼吸器・免疫シン

好塩基球の役割について． 第80回日本寄生虫学会大会
2011.7 東京
Yasuda K， Sasaki Y， Matsumoto M， Taki Y,
Yoshimoto T， Nakanishi K． IL-33 mediated expulsion

ポジウム 2011.10 東京
善本知広． アレルギー増悪機構−好塩基球の抗原提示能に
ついて−．（招待講演）第12回緑尼会学術講演会 2011.11
尼崎

of Nippostrongylus brasiliensis and Strongyloides

善本知広． アレルギー性鼻炎の新しい発症メカニズム：花粉−

venezuelensis ． 第80回日本寄生虫学会大会 2011.7 東京

IL-33−マスト細胞/好塩基球による鼻粘膜免疫機構．（招

今井康友， 善本知広， 善本隆之， 中西憲司， 山西清文.

待 講 演 ）第32回 和 漢 医 薬 学 総 合 研 究 所 特 別セミナー

IL-27トランスジェニックマウスではDNFBの接触過敏症が減

2011.12 金沢

弱している． 第41回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会

■特許■

総会学術大会 2011.7 甲府

中西憲司， 善本知広， 筒井ひろ子， 林伸樹． Th1型アレ

兵庫医大業績録（2011）
ルギー疾患治療用組成物． 登録日:2011.1.28 特許番号
:4673068
善本知広， 中西憲司， 善本隆之， 水口純一郎． Th2型ア
レルギー性 疾 患 治 療 薬 及び 感 染 症 治 療 薬． 登 録日
:2011.9.16 特許番号:4825113
善本知広． アレルギー性鼻炎モデル動物， アレルギー性鼻炎
治 療 剤のスクリー ニング方 法およびその利用． 出願日
:2011.9.27 出願番号:特願2011-0211159
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エコチル調査兵庫ユニットセンター

The Center of Hyogo Unit of the JECS

組織の組織学的・免疫学的検討． 第56回日本生殖医学会
2011.12 横浜
池田ゆうき， 持田菜穂子， 長谷川（赤谷）昭子， 脇本
裕， 加藤徹， 荻野舞， 田中宏幸， 小森慎二， 山海直.

■著書■

カニクイザルにおける卵巣組織の免疫学的検討． 第26回

長谷川（赤谷）昭子． 生殖補助医療（ART）胚培養の理論

日本生殖免疫学会 2011.12 名古屋

と実際． Ⅲ卵子の基礎と臨床． 2卵子の形成・成熟（ヒ

荻野舞， ルトフィ・ハルディヤント， 長谷川（赤谷）昭

ト）
． 日本哺乳動物卵子学会 編． 生命の誕生に向けて.

子， 池田ゆうき， 小森慎二． 補体制因子としての雄性生

第2版． 東京：近代出版， 2011:42-6

殖 組 織CD52（mrt-CD52）
． 第26回日本 生 殖 免 疫 学 会

長谷川（赤谷）昭子， 香山浩二． 卵子体外発育と体外成
熟． 森崇英 総編． 卵子学． 京都：京都大学学術出版
会， 2011:435-42
■学術論文■
［総説］
小森慎二， 長谷川（赤谷）昭子， 荻野舞． 体外発育（in
vitro growth；IVG）
． 産婦人科の実際 2011;60:725-30
［原著］
Yang XZ， Kumamoto K， Hasegawa A， Komori S，
Koyama K． Engulfment of spermatozoa by cumulus
cells and the role of CD36． J Reprod Immunol
2011;88:24-31
■学会発表■
［国際学会］
Hosoda Y， Hasegawa A， Morimoto N， Wakimoto Y， Ito

2011.12 名古屋
［地方会等］
脇本裕， 武信尚史， 伊藤善啓， 原田佳世子， 内田暁子，
浮田祐司， 荻野舞， 小森慎二． TTP合併妊娠の一症
例． 第85回兵庫県産科婦人科学会 2011.6 神戸
森本真晴， 和田龍， 伊藤善啓， 原田佳世子， 伴知子，
和倉久実， 脇本裕， 内田暁子， 本多釈人， 澤井英明，
小森慎二． 胎内診断が困難であった総排泄腔遺残の1 症
例． 第124回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会
2011.6 和歌山
［兼任］
島正之（公衆衛生学 参照）
小森慎二（産科婦人科学 参照）
谷澤隆邦（小児科学 参照）
玉置知子（遺伝学 参照）

Y， Komori S． Methylation analysis of imprinted

増山理（内科学循環器内科 参照）

genes from oocytes grown in vitro． 27th European

宮本正喜（医療情報学 参照）

Society of Human Reproduction & Embryology

澤井英明（産科婦人科学 参照）

（ESHRE 2011）2011.7 Stockholm
Harudiyant L， Hasegawa A， Komori S． Does male

田中宏幸（産科婦人科学 参照）
武信尚史（産科婦人科学 参照）

reproductive tract CD52（mrt-CD52）prevent

皆川京子（小児科学 参照）

complement activation viabinding Clq ? ． 16th World

高橋千晶（小児科学 参照）

Congress on In vitro Fertilization（ISIVF 2011）

大谷成人（公衆衛生学 参照）

2011.9 Tokyo
［国内学会］
持田菜穂子， 長谷川（赤谷）昭子， 山海直， 細田容子，
荻野舞， 小森慎二． 若齢から老齢までのカニクイザル卵巣
組織学的・免疫組織学的検討． 第52回日本哺乳動物卵子
学会 2011.5 大田原
細田容子， 長谷川（赤谷）昭子， 和倉久実， 坂佳世， 脇
本裕， 小森慎二． in vitro卵胞発育系における初期卵母
細胞のインプリント遺伝子メチル化に関する検討． 第63回日
本産科婦人科学会学術講演会 2011.8 大阪
持田菜穂子， 長谷川（赤谷）昭子， 山海直， 細田容子，
荻野舞， 小森慎二． Non-human primate卵巣における
卵胞発育因子の免疫組織学的検討． 第29回日本受精着床
学会総会・学術講演会 2011.9 東京
長谷川（赤谷）昭子． 抗透明帯による不妊． 第29回日本受
精着床学会総会・学術講演会（シンポジウム）2011.9 東京
荻野舞， 持田菜穂子， 長谷川（赤谷）昭子， 和田龍， 細
田容子， 池田ゆうき， 加藤徹， 脇本裕， 坂佳代， 武
信尚史， 小森慎二， 山海直． カニクイザルにおける卵巣

229

兵庫医大業績録（2011）

兵庫医科大学ささやま医療センター

Sasayama Medical Center Hyogo College of Medicine
地域総合医療学

General Medicine and Community Health Science
■著書■
下村壯治． 肝機能検査． 西口修平 編． 肝硬変のマネジメン
ト． 改訂版． 大阪：医薬ジャーナル社， 2011:25-8
奥田真珠美． 一過性便秘・慢性便秘． 児玉浩子， 玉井浩,
清水俊明 編． 小児臨床栄養学． 東京：診断と治療社,
2011:235-8

薬．日本医師会雑誌 2011;140:750-3
奥 田 真 珠 美， 前 川 講 平， 大 崎 慶 子， 福 田 能 啓.
Helicobacter研究の年間レビュー 小児領域の新知見をみ
る． Helicobacter Research 2011;15:352-6
奥田真珠美， 井上賢治， 前川講平． 便秘の食事指導につ
いて教えて下さい． 小児内科 2011;43（増刊）:713-5
福 田 修 久， 福 田 能 啓． 症 候と栄 養 療 法：下 痢・便 秘.
Medicina 2011;48:456-61
楊鴻生． 骨粗鬆症における発症と骨折予防 骨粗鬆症の骨折
予防 運動療法を中心とした非薬物的管理． Osteoporosis
Japan 2011;19:368
楊鴻生． 骨 粗 鬆 症 治 療 薬 の 今 後

新 し い S E R M.

Osteoporosis Japan 2011;19:331

奥 田 真 珠 美， 福 田 能 啓． 胃炎/胃・十 二 指 腸 潰 瘍（H.

神原俊一郎， 楊鴻生， 岡山明珠， 小倉宏之， 髙原啓嗣.

pylori 対策を含む）
． 五十嵐隆 編． 小児科診療ガイドライ

大腿骨頸基部骨折の治療結果と発症についての検討． 骨

ン． 第2版． 東京：総合医学社， 2011:179-83
福田能啓， 小竹淳一朗， 福田修久， 橋本学， 山本憲康，
奥田真珠美． 炎症性腸疾患． 大熊利忠， 金谷節子 編.
キーワードでわかる臨床栄養． 改訂版． 東京：羊土社,
2011:287-99
楊鴻生．ミルクマン症候群． 井村裕夫 総編． 症候群ハンドブ
ック． 東京：中山書店， 2011:580-1

折 2011;33:137
楊鴻生． ラロキシフェン塩酸塩の閉経後骨粗鬆症患者に対す
るQOL評価． Selective Estrogen Receptor Mudulator
2011;9:74-5
田中清， 太田博明， 遠藤直人， 楊鴻生． ラロキシフェンの
閉経後骨粗鬆症患者に対するQOL． Selective Estrogen
Receptor Mudulator 2011;9:45-55

楊鴻生． その他の骨量測定（MDおよびQUS法）
． 骨粗鬆

楊鴻生． ラロキシフェンの閉経後骨粗鬆症患者に対するQOL

症の予防と治療ガイドライン作成委員会 編． 骨粗鬆症の予

の評価 国内外のデータを踏まえて． Selective Estrogen

防と治療ガイドライン2011年版． 東京：ライフサイエンス出版,

Receptor Mudulator 2011;9:32-5

2011:22-3
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Kawabata M， Nakao S， Goda A， Sakata Y,
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．日本ヘリコバクター学会誌 2011;12:19-20
福田能啓． 経口球形吸着炭素製剤を用いたクローン病に対す
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山 理． Heart Failure with Preserved Ejection
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Mae H， Okuda M， Hattori M， Tanizawa T， Fukuda
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Hirotani S， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Ohyanagi

子， 廣谷信一， 川端正明， 飯島尋子， 辻野健， 増山

M, Masuyama T． Duration of acute kidney injury and

理． 器質的心疾患を伴わない肺動脈圧上昇症例の症状と

兵庫医大業績録（2011）
心機能との関係：心エコー図所見からみた特徴． 第22回日
本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島
大江良子， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 合田亜希子， 正木
充， 廣谷信一， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断薬
導入による左室収縮能改善とコラーゲン代謝との関連． 第
22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島
合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由
美， 赤堀宏州， 大江良子， 辻家紀子， 江口明世， 澤
田悠， 廣谷信一， 川端正明， 宮本裕治， 増山理． 大

233

赤田純子， 奥田真珠美， 平本成実， 則常浩太， 張秀蓮，
福田能啓， 杉山敏郎， 中澤晶子， 中村和行． 小児血清
中に存在する抗ピロリ菌抗体に特異的な抗原蛋白質の解
析． 第17回日本ヘリコバクター学会学術集会 2011.6 富山
前川講平， 川島文恵， 井上賢治， 西岡隆文， 大崎慶子，
西村実果， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 奥田真珠美，
服部益治， 谷澤隆邦． 小児期発症紫斑病性腎炎の臨床
的検討． 第54回日本腎臓学会学術総会 2011.6 横浜
樋口喜英， 兼松明弘， 野島道生， 西村実果， 前川講平，

動脈弁狭窄症における左室肥大の決定要因についての検

前寛， 皆川京子， 佐々木隆士， 奥山宏臣， 谷澤隆邦，

討． 第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

島田憲次， 山本新吾． 第20回日本小児泌尿器科学会総

正木充， 廣谷信一， 合田亜希子， 大江良子， 中坊亜由
美， 吉田千佳子， 川﨑大三， 川端正明， 辻野健， 小

会 2011.7 秋田
佐竹真， 黒田暢一， 岡田敏弘， 平野公通， 王孔志， 麻

柴賢洋， 増山理． 三尖弁逆流と動脈スティフネスとの関

野 泰 包， 宇 山 直 樹， 吉 田 康 彦， 鈴 村 和 大， Eibl G,

係． 第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島

Go VL， 藤元治朗. ヒト膵癌細胞におけるCOX阻害薬と

正木充， 廣谷信一， 合田亜希子， 大江良子， 中坊亜由

EP受容体拮抗薬のELR-Positive-CXCL産生阻害効果の

美， 吉田千佳子， 川﨑大三， 川端正明， 辻野健， 小

検討． 第23回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2011.6 東

柴賢洋， 増山理． 動脈スティフネスと左室拡張能の関連.
第22回日本心エコー図学会学術集会 2011.4 鹿児島
前田弘彰， 阿知波左千子， 小林薫， 山崎真由子， 吉川佳
孝， 加古泰一， 山本聡， 新井桂介， 井上淳一， 廣田
省三． 脾腎シャントによる肝性脳症に対するB-RTOの検討.
（Web開催）第70回日本医学放射線学会総会 2011.5 横浜

京
佐竹真， 黒田暢一， 飯室勇二， 岡田敏弘， 平野公通，
王孔志， 麻野泰包， 宇山直樹， 吉田康彦， 鈴村和大，
藤 元 治 朗． 当 科におけるpancreatic neuroendocrine
tumor切除例13例の検討．（要望演題）第66回日本消化器
外科学会総会 2011.7 名古屋

奥田真珠美， 福田能啓， 山本憲康． 機能性胃腸障害に対

奥田真珠美， 福田修久， 小竹淳一朗， 西井真， 山本憲

するH.pylori 除菌効果． 第97回日本消化器病学会総会

康， 福田能啓． 篠山市の幼児， 学童における便秘の疫学

2011.5 東京

調査． 第2回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 2011.7

佐竹真， 黒田暢一， 飯室勇二， 岡田敏弘， 平野公通，

札幌

王孔志， Eibl G， 麻野泰包， 吉田康彦， 鈴村和大，

西井真， 奥田真珠美， 福田修久， 小竹淳一朗， 山本憲

Go VL， 宇山直樹， 藤元治朗． COX2陽性ヒト膵癌細胞

康， 福田能啓． 兵庫県におけるHelicobacter pylori 感染

におけるCOX阻害薬のELR－Positive-CXCL産生阻害効

状況の検討． 第2回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

果の検討．（紙上開催）第111回日本外科学会定期学術集

2011.7 札幌

会 2011.5 東京

福田修久， 小竹淳一朗， 西井真， 山本憲康， 奥田真珠

大江良子， 吉田千佳子， 廣谷信一， 合田亜希子， 正木

美， 福田能啓． CDトキシン陰性で発症リスクがなかった市

充， 中坊亜由美， 川端正明， 辻野健， 増山理．β遮断

中CDADの１症例． 第2回日本プライマリ・ケア連合学会学

薬治療による左室スティフネスの改善はコラーゲン分解の抑制
と関連する．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東
京

術大会 2011.7 札幌
楊鴻生． 骨形成促進剤による骨粗鬆症の新たな治療戦略.
（ランチョンセミナー）第19回日本腰痛学会 2011.9 札幌

中坊亜由美， 吉田千佳子， 廣谷信一， 合田亜希子， 正木

合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳子， 中坊亜由

充， 大江良子， 江口明世， 川端正明， 増山理． 心臓リ

美， 赤堀宏州， 辻家紀子， 江口明世， 澤田悠， 廣谷

ハビリテーションにスタチン療法を追加することの有用性につい

信一， 川端正明， 宮本裕治， 増山理． 大動脈弁狭窄症

て．日本超音波医学会第84回学術集会 2011.5 東京

患者の左室肥大を決定する因子についての検討． 第59回日

楊鴻生． 透析アミロイドーシス骨関節障害に対する手術療法.
第56回日本透析医学会学術集会・総会 2011.6 横浜

本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸
赤堀宏州， 辻野健， 内藤由朗， 吉田千佳子， 佐々木尚

奥田真珠美， 後藤直美， 肥塚浩昌， 山本憲康， 福田能

子， 川端正明， 大柳光正， 光野正孝， 宮本裕治， 増

啓． 近畿地区におけるH.pylori 感染診断と治療−消化器医

山理． 先天性2尖弁による大動脈弁狭窄症の組織学的検

を中心としたアンケート調査． 第17回日本ヘリコバクター学会

討：加齢変性に伴う3尖弁の大動脈弁狭窄症との比較． 第

学術集会 2011.6 富山

59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸

奥田真珠美， 菊地正悟， 大崎敬子， 上田純子， 神谷茂，

吉田千佳子， 廣谷信一， 中坊亜由美， 合田亜希子， 正木

米澤英雄， 林櫻松， 福田能啓． 小児のH.pylori 感染率

充， 川端正明， 辻野健， 増山理． 収縮不全心のβ遮断

−篠山スタディ． 第17回日本ヘリコバクター学会学術集会

薬導入療法はコラーゲン分解を抑制し左室リモデリングを抑

2011.6 富山

制する． 第59回日本心臓病学会学術集会 2011.9 神戸
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奥田真珠美， 赤田純子， 福田能啓． 小児の血清中に存在

澤田悠， 廣谷信一， 内藤由朗， 中坊亜由美， 合田亜希

するHelicobacter pylori 抗体に特異的な抗原蛋白の解析.

子， 川端正明， 増山理， 山脇弘二． 著明な1度房室ブロ

第38回日本小児栄養消化器肝臓学会 2011.10 盛岡

ックを合併した心室中隔腫瘤の1例． 第194回日本内科学会

大崎慶子， 前川講平， 井上賢治， 西村実果， 澤木潤子，
田中靖彦， 前寛， 奥田真珠美， 服部益治， 谷澤隆邦.

近畿地方会 2011.6 奈良
西山真知子， 合田亜希子， 廣谷信一， 正木充， 大塚美

セフトリアキソンによる急性腎障害の一例． 第33回日本小児

里， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 江口明世， 澤田悠，

腎不全学会学術集会 2011.10 静岡

川端正明， 増山理， 辻家紀子， 宮本裕治． 脾動脈瘤破

奥田真珠美， 福田能啓． 小児のH.pylori 感染率と感染経路
の検討−篠山スタディ． 第43回日本小児感染症学会総会・
学術集会 2011.10 岡山
楊鴻生， 浜谷越郎， 飯國紀子， 高垣範子， 山本尚功，
竹綱正典， 宮内章光， 宗和秀明， 漆原尚巳， 田中清.
日本人閉経後女性に対するラロキシフェン塩酸塩QOL改善

裂で発症した感染性心内膜炎の1例． 第111回日本循環器
学会近畿地方会 2011.6 神戸
貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 濱岡守， 川端正明， 増山
理． 左側アプローチで房室接合部アブレーションに成功した1
例． 第111回日本循環器学会近畿地方会 2011.6 神戸
西本健太， 中坊亜由美， 廣谷信一， 中聡夫， 岩破俊博，

効果とFRAXの関係． 第13回日本骨粗鬆症学会骨ドック・

内藤由朗， 江口明世， 澤田悠， 川端正明， 大柳光正，

健診分科会 2011.11 神戸

増山理． 心アミロイドーシスによる心不全に対してV2-受容体

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，
竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之． 高齢発症潰瘍性大腸
炎手術症例の臨床的特徴の検討． 第66回日本大腸肛門病
学会 2011.11 東京
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，
竹末芳生， 福田能啓， 松本譽之．クローン病ストーマ造設
症例の病態別の長期予後． 第66回日本大腸肛門病学会
2011.11 東京
駒澤伸泰， 植木隆介， 山本憲康， 安宅一晃， 西信一，

拮抗剤が著効した１例． 第111回日本循環器学会近畿地方
会 2011.6 神戸
田﨑智子， 髙原啓嗣， 相良亜木子， 島田憲二， 道免和
久， 福田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1
例． 第31回日本リハビリテーション医 学 会 近 畿 地 方 会
2011.9 大阪
島田憲二， 田﨑智子， 相良亜木子， 道免和久， 福田能
啓． 長下肢装具により大腿部に皮下血腫をきたした一例.
第31回リハビリテーション医学会近畿地方会 2011.9 大阪

上農喜朗， 太城力良． 30度左下傾斜ベッドにおける胸骨

井上賢治， 西岡隆文， 大崎慶子， 峰淳史， 小野淳一郎，

圧迫の質の評価−マネキンでの妊婦心肺停止シミュレーショ

前川講平， 田中靖彦， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦.

ン−． 第115回日本産科麻酔学会学術集会 2011.12 横浜
［地方会等］
開田大， 前川講平， 西村実果， 前寛， 井上馨， 服部益
治， 谷澤隆邦． 腎外症候性腎炎の１例． 第252回日本小
児科学会兵庫県地方会 2011.2 尼崎
西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 皆
川京子， 服部益治， 谷澤隆邦． バルプロ酸ナトリウムにより
薬剤性Fanconi症候群をきたした１例． 第252回日本小児科
学会兵庫県地方会 2011.2 尼崎
山田英智， 澤木潤子， 奥田真珠美， 三崎真生子， 皆川京
子， 小野淳一郎， 服部益治， 谷澤隆邦． 肝内門脈−肝
静脈シャントを合併したアラジール症候群の１例． 第24回近
畿小児科学会 2011.2 神戸
西山真知子， 川﨑大三， 福永匡史， 藤井健一， 舛谷元
丸， 川端正明， 大柳光正， 増山理． 腎動脈狭窄による

再発性急性散在性脳脊髄炎（ADEM）に対して大量γグ
ロブリン療法が奏功した一例． 第254回日本小児科学会兵
庫県地方会 2011.9 姫路
前寛， 大崎慶子， 西村実果， 前川講平， 高木信明， 澤
木潤子， 高橋千晶， 服部益治， 谷澤隆邦． ステロイド反
応性小児ネフローゼ症候群における予後因子について． 第
41回日本腎臓学会西部学術集会 2011.9 徳島
岡山明洙， 小倉宏之， 髙原啓嗣， 村山一宏， 石川貴巳,
楊鴻生． 大腿骨頚部骨折術後早期に転倒し大腿骨転子下
骨折を来した１例． 第117回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 2011.10 宇部
小倉宏之， 楊鴻生， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 石川貴巳，
村山一宏． 大腿骨転子部骨折術後に起こった骨頭下骨折
の１例． 第117回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会 2011.10 宇部

慢性心不全の増悪に対し炭酸ガス造影を用いた血管内治療

村山一宏， 髙原啓嗣， 岡山明洙， 小倉宏之， 石川貴巳，

を行い， 心不全が軽快した1例． 第16回日本心血管インタ

楊鴻生． 大腿骨大転子剥離骨折による外転筋力の低下を

ーベンション治療学会近畿地方会 2011.2 豊中

来たした一症例． 第117回中部日本整形外科災害外科学

大塚欣敏， 前川講平， 澤田暁宏， 服部益治， 谷澤隆邦.
性行為感染によるHIV感染症と診断された小児患者の一
例． 第24回近畿小児科学会 2011.3 神戸
小倉宏之， 神原俊一郎， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 楊鴻生.

会・学術集会 2011.10 宇部
福田修久， 川端正明． 抗菌薬奏功中に脳動脈瘤が破裂した
感染性心内膜炎の１症例． 第112回日本循環器学会近畿
地方会 2011.11 京都

ビスフォスフォネート製剤使用に伴うと考えられる非定型骨折

田﨑智子， 髙原啓嗣， 小竹淳一朗， 福田修久， 相良亜木

（atypical fracture）の１例． 第116回中部日本整形外科

子， 島田憲二， 奥田真珠美， 楊鴻生， 道免和久， 福

災害外科学会学術集会 2011.4 高知

田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例．日本プ
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ライマリ・ケア連合学会第25回近畿地方会 2011.11 吹田
小竹淳一朗， 井上淳一， 福田修久， 橋本学， 濱岡守，
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2011.2 大阪
坊岡美奈， 辻知見， 古賀泰裕， 奥田真珠美， 福田能啓.

松本実佳， 下村壯治， 山本憲康， 川端正明， 吉永和

小児期のHelicobacter pylori 感染経路に関する検討． 第

正， 福田能啓． 幽門側胃切除例に対するＣＴガイド下胃瘻

15回日本小児H. pylori 研究会 2011.3 大津

造設術の有用性の検討． 第25回日本プライマリ・ケア連合
学会近畿地方会 2011.11 吹田
田淵範彦， 小竹淳一朗， 橋本学， 福田修久， 山本憲康，
吉永和正， 福田能啓． 東日本大震災の気仙沼における小
規模医療チームの活動経験． 第25回日本プライマリ・ケア連
合学会近畿地方会 2011.11 吹田
牧原佐知子， 合田亜希子， 吉田千佳子， 中坊亜由美， 良
本正明， 羽尾裕之， 川端正明， 飯島弘子， 宮本裕治，

西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服
部益治， 谷澤隆邦． OEIS-complexの１例． 第56回兵庫
県腎臓研究会 2011.3 神戸
楊鴻生． 新たなる時代を迎えた骨粗鬆症治療． 河内長野市
医師会講演会 2011.4 河内長野
川端正明． 危険な不整脈の見分け方． 篠山市医師会学術
講演会 2011.6 篠山
小倉宏之， 楊鴻生， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 石川貴巳，

増山理． 感染性脳動脈瘤を合併した心内膜炎の1症例.

村山一宏．ビスフォスフォネート製剤使用に伴うと考えられる

日本超音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大

非定型骨折（atypical fracture）の１例． 第12回丹波整

阪

形外科医会 2011.6 篠山

松永久美子， 中坊亜由美， 合田亜希子， 吉田千佳子， 吉
岡良晃， 羽尾裕之， 川端正明， 飯島尋子， 宮本裕治，

村山一宏， 髙原啓嗣， 岡山明洙， 小倉宏之， 石川貴巳，
楊鴻生． 大腿骨大転子剥離骨折による外転筋力の低下を

増山理． 左房内に有茎性の腫瘤を認めた1症例． 日本超

来たした一症例． 第12回丹波整形外科医会． 2011.6 篠

音波医学会第38回関西地方会学術集会 2011.11 大阪

山

正井久美子， 奥原祥貴， 澤田悠， 江口明世， 岩破俊博，
内藤由朗， 廣谷信一， 増山理， 川端正明． 難治性低ナ
トリウム血症をきたした心不全の1症例． 第112回日本循環器
学会近畿地方会 2011.11 京都
田中恵介， 松尾充子， 岡田成弘， 小竹淳一朗， 福田修
久， 橋本学， 上谷幸子， 山本憲康， 吉永和正， 福田
能啓． 多職種インストラクターを活用して受講率99.7%を達成
したキャンパス内BLS講習会の開催経験． 第6回医療の
質・安全学会学術集会 2011.11 東京
松尾充子， 山本憲康， 上谷幸子， 田中恵介， 岡田成弘，

楊鴻生． 新しいSERMによる骨粗鬆症治療． 鳥取臨床整形
外科医会 2011.6 米子
楊鴻生． 骨粗鬆症治療における新しい展開． 高知県整形外
科医会学術講演会 2011.6 高知
田中靖彦， 西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶，
前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 薬剤性間質性腎炎の１例.
第13回関西小児腎不全・移植研究会 2011.7 大阪
楊鴻生． 新しい骨粗鬆症治療の展望． 小野市・加東市医師
会学術講演会 2011.9 小野
西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服

福田能啓． 患者の急増に対応した「患者誤認防止強化月

部益治， 谷澤隆邦． OEIS-complexの１例． 第43回近畿

間」活動−ポスターによる啓蒙−． 第6回医療の質・安全

小児腎臓病研究会 2011.11 大阪

学会学術集会 2011.11 東京
［科学研究費等班会議］
奥田真珠美． 篠山市の小児におけるH.pylori 感染率と家族に

小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 村山一宏， 三木祐豪，
楊鴻生． 大腿骨非定型骨折（atypical fracture）の2例.
第16回兵庫県骨･カルシウムを語る会 2011.11 神戸

おける感染状況の検討． 平成23年度厚生労働省科学研究

村山一宏， 髙原啓嗣， 岡山明洙， 小倉宏之， 石川貴巳，

費補助金がん臨床研究事業「ピロリ菌除菌による胃癌予防

楊鴻生． 骨粗鬆症患者に認められた大腿骨大転子単独骨

の経済評価に関する研究」第1回班会議 2011.7 札幌

折 の2症 例． 第16回 兵 庫 県 骨・カルシウムを 語 る会

奥田真珠美． 篠山市における小児のH.pylori 感染状況−篠

2011.11 神戸

山スタディ進行状況の報告． 平成22年度厚生労働省科学

井上賢治， 奥田真珠美， 前川講平， 大崎慶子， 西岡隆

研究費補助金がん臨床研究事業「ピロリ菌除菌による胃癌

文， 服部益治， 谷澤隆邦． 発熱， 膿尿で発症後に軽度

予防の経済評価に関する研究」第2回班会議 2011.1 札幌

肝機能障害をきたした4ヶ月女児例． 第28回大阪小児栄養

［研究会・講演会等］
楊鴻生． 新しいSERMによる骨粗鬆症治療． 神奈川県整形
外科セミナー 2011.1 横浜
奥田真珠美， 福田能啓， 大松泰生， 青柳憲幸， 宮代英
吉， 戸川寛子， 坊岡美奈． H.pylori 感染と小児期の鉄欠
乏性貧血． 第７回日本小児消化管感染症研究会 2011.2
大阪
小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 神原俊一郎， 楊鴻生.
ビスフォスフォネート製剤使用に伴うと考えられる非定型骨折
（atypical fracture）の１例． 第17回近畿骨粗鬆症研究会

消化器病懇話会 2011.11 大阪
■その他■
福田能啓， 栄谷直美， 松村依美子， 成田勝彦． 炎症性腸
疾 患トータルサポートセンターの取り組み． CCJAPAN
2011;60:74-7
中村光男， 福田能啓， 加藤昌彦， 柳町幸． これからの臨
床 栄 養における課 題と問 題 点．（ 座 談 会 ）Medicina
2011;48:483-92
楊鴻生． X線画像診断教室（第28回）応用編 症例呈示と
Q & A． 骨粗鬆症治療 2011;10:64-7
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楊鴻生． X線画像診断教室 応用編 症例呈示とQ & A（2）
.
骨粗鬆症治療 2011;10:145-8
楊鴻生． X線画像診断教室（第30回）応用編 症例呈示と
Q & A（3）
． 骨粗鬆症治療 2011;10:237-9
楊鴻生， 小倉宏之． X線画像診断教室（第31回）応用編
症例呈示とQ & A（4）
． 骨粗鬆症治療 2011;10:297-300
西愼一， 今井亮， 乳原善文， 楊鴻生． 透析療法をささえる
人びと 透析アミロイドーシスへの対処法 内科と外科の協力関
係．（座談会）腎不全を生きる 2011;43:32-45
村山一宏， 山東未季， 中村正亨， 谷口隆哉， 阿部唯一，
窪 田 誠 治， 寺 尾 賢 秀． 骨 温 存 型stem Accolade®
TMZF®の使用経験． 第8回和歌山最小侵襲整形外科
（MIOS）フォーラム 2011.1 和歌山
山本憲康． Heart Saver First AID講習会． 大阪うめだトレ
ーニングラボ 2011.1 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.1 西宮
福田能啓． 食習慣の欧米化と腸の病気． 野村証券第9回食
と健康セミナー 2011.1 大阪
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Renewal講
習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.1 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support for
EP講習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.1 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.1 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.1 姫路
楊鴻生． 新たなる時代を迎えた骨粗鬆症治療． 城南骨粗鬆
症セミナー 2011.2 東京
楊鴻生．ビビアント国内臨床成績～207試験～．ビビアント全
国講演会 2011.2 東京
楊鴻生． 新たなる時代を迎えた骨粗鬆症治療． 城南骨粗鬆
症セミナー 2011.2 東京
山 本 憲 康． 心 肺 蘇 生 法 の 潮 流 2010 American Heart
Association Guidelines for CPR and ECC 紹介と解説～
BLSの科学を中心に～． 兵庫県立姫路循環器病センター
2011.2 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.2 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.2 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.2 西宮
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.2 大阪
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.2 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.2 西宮
楊鴻生． 新たなる時代を迎えた骨粗鬆症治療． 第2回骨質研
究会 2011.3 西宮

山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.3 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.3 姫路
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫医科大学病院 2011.3 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.3 西宮
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.3 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support for
EP講習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.3 大阪
福田能啓． 消化器疾患の救急． 篠山市消防本部教育講演
2011.3 篠山
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.3 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.3 西宮
楊鴻生． 骨粗鬆症の薬物療法の最近の話題． 佐伯クリニシャ
ングループ学術講演会 2011.4 広島
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.4 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会 2011.4 西宮
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.4 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support for
EP講習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.4 大阪
山本憲康． Heart Saver First AID講習会． 兵庫医科大学
病院 2011.4 西宮
山本憲康． Heart Saver First AID講習会． 兵庫県立姫路
循環器病センター 2011.4 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Renewal講
習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.4 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.4 大阪
楊鴻生． 新しい骨粗鬆症治療の展望． 北阪神骨粗鬆症セミ
ナー 2011.5 宝塚
楊鴻生． 新しい骨粗鬆症治療の展望． OSTEOPOROSIS
SEMINAR in KORIYAMA 2011.5 宝塚
楊鴻生． 新しい骨粗鬆症ガイドラインについて～薬物療法及び
運動療法～． 第8回三田・北神戸症例検討会 2011.5 三田
楊鴻生． 新たなる時代を迎えた骨粗鬆症治療． フォルテオ
Web Streaming講演会 2011.5 神戸
島田憲二． 脳卒中のリハビリテーション． 丹波ざわざわカレッジ
2011.5 丹波
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.5 姫路
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.5 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
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阪うめだトレーニングラボ 2011.5 大阪
山本憲康． Heart Saver First AID講習会． 製鉄記念広畑
病院 2011.5 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.5 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.5 西宮
楊鴻生． 新しい骨粗鬆症治療の展望． 大分ペインフォーラム
2011.6 大分
楊鴻生． 骨粗鬆症治療における新しい展開． 奈良県骨粗鬆
症セミナー 2011.6 奈良
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.6 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫医科大学病院 2011.6 西宮
島田憲二．ささやま医療センターリハビリテーション科． 兵庫医
科大学ささやま医療センター 地域連携医療講演会 2011.6
篠山
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.6 西宮
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.6 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 製鉄記念広畑病院 2011.6 姫路
向井馨一郎， 永尾祐介， 馬場谷彰仁， 西井真， 佐竹真，
石川英明． 腸管内異物（釘）が自然排泄された１例． 第
26回中兵庫臨床外科カンファレンス 2011.6 三田
馬場谷彰仁， 西井真， 佐竹真， 石川英明． 術後肝転移，
腹腔内リンパ節転移を示した壁外非連続性癌進展病巣を持
つStageⅡ大腸癌の1例． 第26回中兵庫臨床外科カンファレ
ンス 2011.6 三田
佐竹真， 西井真， 馬場谷彰仁， 石川英明． 膵再生におけ
るSCF/KIT systemの分子生物学的作用． 第26回中兵庫
臨床外科カンファレンス 2011.6 三田
石川英明， 馬場谷彰仁， 西井真， 佐竹真． 意識下犬の回
盲部運動と結腸収縮運動の発生伝播機構． 第26回中兵庫
臨床外科カンファレンス 2011.6 三田
楊鴻生． 女性における骨粗鬆症の現状と今後． 伊丹市女医
会勉強会 2011.7 伊丹
楊鴻生． 骨粗鬆症の新しい治療薬剤の選択． 東播整形外科
医会骨粗鬆症Up-To-Date 2011.7 加古川
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.7 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.7 西宮
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support for
EP講習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.7 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.7 姫路
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.7 西宮
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山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 製鉄記念広畑病院 2011.7 姫路
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学ささやま医療センター 2011.7 篠山
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 兵
庫医科大学ささやま医療センター 2011.7 篠山
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.8 大阪
福田能啓．ピロリのはなし． 篠山市学校保健会総会 2011.8
篠山
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.8 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.8 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫医科大学病院 2011.8 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.8 西宮
楊鴻生． 骨粗鬆症の新しい治療薬剤の選択． 丸の内病院骨
粗鬆症・地域連携セミナー（第17回地域医療連携勉強会）
2011.9 松本
楊鴻生． 骨粗鬆症の新しい薬物療法．ビビアント発売１周年
記念講演会 2011.9 奄美
福田能啓． 胃酸の関連疾患の病態と治療． 篠山市薬剤師会
講演会 講演 2011.9 篠山
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.9 大阪
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Renewal講
習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.9 大阪
下村壯治．インターフェロンによる肝癌抑制効果． 兵庫医科大
学医学会 平成23年度第1回学術講演会 2011.9 西宮
山本憲康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.9 姫路
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.9 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.9 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support for
EP講習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.9 大阪
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講習
会． 兵庫医科大学病院 2011.9 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.9 西宮
福田能啓． 病気の最新治療と日常生活上の注意点． 炎症性
腸疾患医療相談会・交流会 2011.9 丹波
楊鴻生． 新しい骨粗鬆症治療薬剤とその未来． 愛知県運動
器フォーラム2011 2011.10 名古屋
下村壯治． ウイルス肝炎・脂肪肝． 平成23年度篠山市民健
康大学講座 2011.10 篠山
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.10 大阪
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地域救急医療学

山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.10 西宮

Emergency and Community Medicine

山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.10 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.10 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 兵
庫医科大学病院 2011.10 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.10 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.10 西宮
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.11 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.11 西宮
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support for
EP講習会． 奈良県立医科大学 2011.11 奈良
西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋千晶， 前寛， 服

■著書■
吉永和正． DMORT． 日本集団災害医学会 監． DMAT
標準テキスト． 東京：へるす出版， 2011:342-6
吉永和正． DMORT． 中久木康一 編著． 歯科における災
害対策−防災と支援−． 東京:砂書房， 2011:96-7
福田能啓， 小竹淳一朗， 福田修久， 橋本学， 山本憲康，
奥田真珠美． 炎症性腸疾患． 大熊利忠， 金谷節子 編.
キーワードでわかる臨床栄養． 改訂版． 東京：羊土社，
2011:287-299
■学術論文■
［総説］
吉永和正． DMORT． 救急医療ジャーナル 2011;19:56-61
吉永和正． 受け入れ困難事案解消を目指した消防法改正−
実施基準をめぐる現在の状況と問題点−． Emergency
Care 2011;24:690-96
源貴裕， 坂本清， 安政勝己， 橋本篤徳， 久保山一敏，

部益治， 谷澤隆邦． 西宮若年性ネフロンの一例． 第15回

吉永和正， 小谷穣二．トリアージナンバーとバーコードを利

兵庫医大小児科臨床カンファレンス 2011.11 西宮

用した多数傷病者受け入れ時のPACSシステムの考案−放

山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪うめだトレーニングラボ 2011.11 大阪
西井真， 佐竹真， 馬場谷彰仁， 石川英明． 腸重積を発症
した小腸inflammatory pseudopolypの1例． 第27回中兵
庫臨床外科カンファレンス 2011.11 篠山
山 本 憲 康． Advanced Cardiovascular Life Support
Renewal講習会． 大阪うめだトレーニングラボ 2011.12 大阪
山本憲康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.12 姫路
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫県立姫路循環器病センター 2011.12 姫路

射線部門における多数傷病者受け入れ時の対応−． 日本
集団災害医学会誌 2011;16:35-42
吉永和正， 村上典子． 大災害とDMORT． 医学のあゆみ
2011;239:1125-6
福田能啓， 小竹淳一朗， 福田修久， 山本憲康， 奥田真珠
美， 肥塚浩昌． Helicobacter hepaticusと肝胆膵の悪性
腫瘍． 臨床と微生物 2011;38:203-10
■学会発表■
［国際学会］
Kubota C， Yoshinaga K， Murakami N， Yamazaki T.
Support for families who suddenly lose their loved

福田能啓． 生活習慣病と食生活（その1）～生活習慣病って

ones in wide-scale disaster：Training provided by

どんな病気～． 第20回野村証券食と健康セミナー 2011.12

assuming an airplane crash． 10th International

大阪
奥田真珠美． 日本人小児のHelicobacter pylori 感染経路と
感染予防：胃癌撲滅のために小児科医ができること． 第15
回北海道Helicobacter pyloriフォーラム 2011.12 札幌
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 大
阪梅田トレーニングラボ 2011.12 大阪
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.12 西宮
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support講習会． 兵
庫医科大学病院 2011.12 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.12 西宮
山本憲康． Advanced Cardiovascular Life Support講 習
会． 兵庫医科大学病院 2011.12 西宮
山本憲康． Basic Life Support for Healthcare Provider講
習会． 兵庫医科大学病院 2011.12 西宮

Family Nursing Conference 2011.6 Kyoto
［国内学会］
吉永和正， 村上典子， 長崎靖． 黒タッグの運用に関する問
題点．（ワークショップ）第16回日本集団災害医学会 2011.2
大阪
源貴裕， 安政勝己， 久保山一敏， 吉永和正， 小谷穣治，
廣田省三． ネットワーク上で運用する多数傷病者受け入れ時
における放射線技師の勤務配置システムの考案． 第16回日
本集団災害医学会 2011.2 大阪
村上典子， 吉永和正， 久保山一敏， 秋富慎司， 山崎達
枝，長崎靖，重村淳，中村通子．DMORT（災害時遺族
・遺体対応派遣チーム） 養成研修会の現状と課題．
（パネ
ルディスカッション）第16回日本集団災害医学会 2011.2 大阪
山本憲康， 駒澤伸泰， 小竹淳一朗， 福田修久， 新井秀
宜， 川端正明， 宮居健， 黒田達実， 林孝俊， 吉永和
正， 福田能啓． 二次救命処置講習会の選択～スキル維持
の為に効果的なコース選択は？日本救急医学会ICLSコース
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とAHA BLS/ACLSプロバイダーコースの前向き比較試験よ
り． 第6回医学シミュレーション学会総会 2011.2 和歌山
奥田真珠美， 栄谷直美， 三野幸治， 山本憲康， 廣瀬愛，
福田修久， 小竹淳一朗， 細見基信， 福田能啓． 微量元
素の血中動態からみたクローン病の栄養療法． 第26回日本
静脈経腸栄養学会 2011.2 名古屋
久保山一敏， 吉永和正， 山崎達枝， 秋富慎司， 長崎靖，
村上典子． 災害急性期からの遺族支援のための他職種連
携～日本DMORT研究会の活動から～．（ワークショップ）
第14回日本臨床救急医学会・学術総会 2011.6 札幌
久保山一敏， 小谷穣治， 橋本篤徳， 吉永和正， 清水真
幸， 千島佳也子． アクションカードを主軸とした院内多数傷

吉永和正． 災害時の遺族対応チームDMORTの役割． 第21
回兵庫県医師会臨床警法医会研修会 2011.2 神戸
吉永和正． 脳死について（法的脳死判定）
． H22年度兵庫
県臓器提供病院連絡会議 脳死下臓器提供対応セミナー
20111.3 神戸
吉永和正．トリアージタッグ運用の実際． 第3回トリアージ研究
会 2011.5 西宮
吉永和正． 法令遵守が優先か安否情報提供が優先か． 第2
回減災に向けた施設内教育・訓練セミナー 2011.5 東京
■その他■
福田能啓， 田崎智子， 奥田真珠美， 栄谷直美， 福田修
久， 小竹淳一朗， 三野幸治， 新井秀宜， 山本憲康，

病者受入訓練の経験． 第14回日本臨床救急医学会・学術

道免和久． 高齢者のサルコぺニアと食生活． 第１回学校

総会 2011.6 札幌

法人兵庫医科大学 リハビリテーション関連施設合同セミナー

奥田真珠美， 福田修久， 小竹淳一朗， 西井真， 山本憲

2011.1 神戸

康， 福田能啓． 篠山市の幼児， 学童における便秘の疫学

吉永和正． 災害による遺族へのケア−DMORTの活動−.

調査． 第2回日本プライマリケア連合学会学術大会 2011.7

半田常滑看護専門学校平成22年度卒業記念特別講義

札幌
西井真， 奥田真珠美， 福田修久， 小竹淳一朗， 山本憲
康， 福 田 能 啓． Helicobacter pylori 感 染 状 況の検 討.
第2回日本プライマリケア連合学会学術大会 2011.7 札幌
福田修久， 小竹淳一朗， 西井真， 山本憲康， 奥田真珠
美， 福田能啓． CDトキシン陰性で発症リスクがなかった市
中CDADの１症例． 第2回日本プライマリケア連合学会学術
大会 2011.7 札幌
吉永和正．トリアージ黒タッグが抱える問題点．（シンポジウム）
第17回日本臨床死生学会大会 2011.9 神戸
村上典子， 吉永和正， 重村淳． 東日本大震災の遺族支援

2011.3 常滑
吉永和正． DMORTの役割と黒タッグ． 第3回DMORT養成
研修会 2011.3 神戸
吉永和正．ささやま医療センター救急部門． 兵庫医科大学さ
さやま医療センター地域連携医療講演会 2011.6 篠山
吉永和正． DMORTの役割と黒タッグ． 第4回DMORT養成
研修会 2011.9 長久手
吉永和正． DMORTの役割と黒タッグ． 第5回DMORT養成
研修会 2011.12 神戸
吉永和正． 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 2011.9 芦屋

の今まで， そしてこれから．（シンポジウム）第10回日本トラウ
マティック・ストレス学会 2011.10 神戸

機能再生医療学

吉永和正．トリアージ黒タッグは何を意味しているのか？． 第39

Functional Restorative Medicine

回日本救急医学会大会 2011.10 東京
久保山一敏， 小谷穣治， 橋本篤徳， 井上朋子， 山田勇，
中島有香， 満保直美， 吉永和正， 布施知佐子． Jリーグ
スタジアムにおける救急・集団災害医療体制の現況． 第39
回日本救急医学会 2011.10 東京
［地方会等］
小竹淳一朗， 井上淳一， 福田修久， 橋本学， 濱岡守，
松本実佳， 下村壮治， 山本憲康， 川端正明， 吉永和

■学術論文■
［原著］
福岡達之， 杉田由美， 川阪尚子， 吉川直子， 野﨑園子,
寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 呼気抵抗負荷トレーニ
ングによる舌骨上筋群の筋力強化に関する検討． 日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会雑誌 2011;15:174-82

正， 福田能啓． 幽門側胃切除例に対するCTガイド下胃瘻

福岡達之， 川阪尚子， 野﨑園子， 寺山修史， 福田能啓,

造設術の有用性の検討． 第25回プライマリケア学会近畿地

道免和久． 嚥下障害患者に対する随意咳嗽の空気力学的

方会 2011.11 吹田

測定と誤嚥の関連． 言語聴覚研究 2011;8:131-8

田崎智子， 髙原啓嗣， 小竹淳一朗， 福田修久， 相良亜木

加治佐望， 荻野智之， 新井秀宜， 和田智弘， 高橋哲也,

子， 島田憲二， 奥田真珠美， 楊鴻生， 道免和久， 福

森沢知之， 有井融， 石河開， 寺山修史， 福田能啓,

田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例．日本プ

道免和久． 重症閉塞性肥大型心筋症に対するリハビリテー

ライマリ・ケア連合学会第25回近畿地方会 2011.11 吹田

ションの経験． 心臓リハビリテーション 2011;16:222-7

田淵範彦， 小竹淳一朗， 橋本学， 福田修久， 山本憲康，

髙山雄介， 野添匡史， 松下和弘， 橋詰裕美， 間瀬教史,

吉永和正， 福田能啓． 東日本大震災の気仙沼における小

高嶋幸恵， 和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓,

規模医療チームの活動経験．日本プライマリ・ケア連合学会

道免和久． 3次元動作解析装置を用いた背臥位における胸

第25回近畿地方会 2011.11 吹田

郭体積測定の精度について．臨床理学療法研究 2011;28:

［研究会・講演会等］
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岡前暁生， 和田智弘， 岡田誠， 松下和弘， 眞渕敏， 山

啓， 道免和久． 慢性心不全患者の運動時換気様式の特

本憲康， 福田能啓， 道免和久． 要支援高齢者の身体機

徴−Flow Volume Loopを用いた評価−． 第17回日本心

能について−閉じこもり群と非閉じこもり群との比較−． 臨床

臓リハビリテーション学会 2011.7 大阪

理学療法研究 2011;28:27-9

髙山雄介， 野添匡史， 橋詰裕美， 松下和弘， 間瀬教史,

橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 間瀬教史， 高嶋幸恵,

高嶋幸恵， 和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓,

和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久.

道免和久． 座位と背臥位における深呼気中の胸郭運動の

3次元動作解析装置を用いて測定した背臥位と側臥位におけ

違いについて． 第 2 9 回日本私立医科大学理学療法学会

る胸郭形状の違いについて． 臨床理学療法研 2011;28:6772
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘,

2011.10 河北郡
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之，
和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.

眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞肺

慢性閉塞性肺疾患患者と間質性肺炎患者における安静時・

疾患患者における動的肺過膨張の程度と呼吸機能・換気様

運動時Flow-Volume Loop形状の違い． 第21回日本呼吸

式との関係． 理学療法学 2011;38:74-83
［症例報告］

ケア・リハビリテーション学会学術集会 2011.11 松本
橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 間瀬教史， 高嶋幸恵，

田崎智子， 髙原啓嗣， 相良亜木子， 島田憲二， 道免和

和田智弘， 島田憲二， 眞渕敏， 福田能啓， 道免和久.

久， 福田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例.

背臥位・側臥位・座位における胸郭形状と胸郭運動の特

リハビリテーション科診療近畿地方会誌 2011;1:23-6

徴． 第21回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会

■学会発表■
［国内学会］
福岡達之， 吉川直子， 川阪尚子， 杉田由美， 野﨑園子，

2011.11 松本
［地方会等］
福島飛鳥， 木原一晃， 野添匡史， 和田智弘， 寺山修史.

寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 下顎位の変化が舌背

COPD合併肺がん患者に対する理学療法経験． 兵庫県理

挙上時の最大舌圧と舌骨上筋群筋活動に与える影響． 第

学療法士会北播磨･丹波ブロック新人発表会 2011.1 多可

34回日本嚥下医学会総会ならびに学術講演会 2011.2 東京

町

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之，

田崎智子， 髙原啓嗣， 相良亜木子， 島田憲二， 道免和

和田智弘， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． COPD患

久， 福田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1

者とIP患者における運動時Flow-Volume Loopの形状につ

例． 第31回日本リハビリテーション医 学 会 近 畿 地 方 会

いて． 第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東京
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之，
和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.

2011.9 大阪
島田憲二， 田崎智子， 相良亜木子， 道免和久， 福田能
啓． 長下肢装具により大腿部に皮下血腫をきたした一例.

安静呼吸中のFlow-Volume Loopの形状から慢性閉塞性

第31回リハビリテーション医学会近畿地方会 2011.9 大阪

肺疾患患者の重症度把握は可能か？． 第51回日本呼吸器

田崎智子， 髙原啓嗣， 小竹淳一朗， 福田修久， 相良亜木

病学会学術講演会 2011.4 東京
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘，
眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞肺
疾患患者における運動時Flow-Volume Loopの形状と動的
肺過膨張との関係． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5
宮崎
木原一晃， 村上茂史， 間瀬教史， 岡田誠， 松下和弘，
村岸亜衣子， 和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能
啓， 道免和久． 呼吸介助法が肺気量分画に与える影響.
第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎

子， 島田憲二， 奥田真珠美， 楊鴻生， 道免和久， 福
田能啓． 上肢運動麻痺を合併した帯状疱疹の1例．日本プ
ライマリ・ケア連合学会第25回近畿地方会 2011.11 吹田
［研究会・講演会等］
吉川直子， 福岡達之， 川阪尚子， 新宮正美， 杉田由美,
島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 嚥下障害患者に対す
る咳テストの有用性～当院における実施状況から～． 第1回
コンプリヘンシブ・リハビリテーション懇話会 2011.7 京都
福岡達之， 吉川直子， 新宮正美， 川阪尚子， 杉田由美,
野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 摂食・嚥

橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 松下和弘， 間瀬教史，

下障害患者の筋力強化に関する検討−舌骨上筋群に対す

高嶋幸恵， 和田智弘， 寺山修史， 眞渕敏， 福田能啓，

るisometric lingual exerciseの有用性． 第2回兵庫医科

道免和久． 背臥位と側臥位における胸郭運動の違いについ

大学リハビリテーション関連施設合同セミナー 2011.9 西宮

て． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎

山下妙子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 高次脳機能

荻野智之， 間瀬教史， 野添匡史， 村上茂史， 和田智弘，

障害患者に対する復職支援～職業センターと連携を図った症

眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． COPD患者

例～． 第2回兵庫医科大学リハビリテーション関連施設合同

の運動中の肺気量位， 換気様式の経年的変化を観察した
一症例． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎

セミナー 2011.9 西宮
川阪尚子， 福岡達之， 吉川直子， 新宮正美， 杉田由美，

荻野智之， 間瀬教史， 加治佐望， 森沢知之， 野添匡史，

野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 脳卒中嚥

村上茂史， 新井秀宜， 和田智弘， 島田憲二， 福田能

下障害患者のVideofluoroscopic Dysphagia Scaleと臨床

兵庫医大業績録（2011）
的評価指標との関連． 日本神経筋疾患摂食・嚥下・栄養
研究会 第7回学術集会香川大会 2011.10 高松
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野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘,

福岡達之， 川阪尚子， 吉川直子， 新宮正美， 杉田由美，

眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞性

野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 嚥下障害

肺疾患患者における動的肺過膨張の程度と呼吸機能・換気

患者に対する随意咳嗽の空気力学的測定と喉頭侵入/誤嚥
の関連． 日本神経筋疾患摂食・嚥下・栄養研究会 第7回
学術集会香川大会 2011.10 高松

様式との関係． 理学療法学 2011;38:74-83
■学会発表■
［国内学会］

山下妙子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 高次脳機能

福岡達之， 吉川直子， 川阪尚子， 杉田由美， 野﨑園

障害患者に対する復職支援～職業センターと連携を図った症

子， 島田憲二,福田能啓， 道免和久． 下顎位の変化が舌

例～． 第19回職業リハビリテーション研究発表会 2011.12

背挙上時の最大舌圧と舌骨上筋群筋活動に与える影響.

千葉

第34回日本嚥下医学会総会ならびに学術講演会 2011.2 東

■その他■

京

福田能啓， 田崎智子， 奥田真珠美， 後藤直美， 福田修

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之,

久， 小竹淳一朗， 三野幸治， 新井秀宜， 山本憲康，

和田智弘， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． COPD患

道免和久． 高齢者のサルコぺニアと食生活−Sasayama

者とIP患者における運動時Flow-Volume Loopの形状につ

Sarcopenia Study−． 第１回学校法人兵庫医科大学 リハ
ビリテーション関連施設合同セミナー 2011.1 神戸

いて． 第51回日本呼吸器学会学術講演会 2011.4 東京
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之,
和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.

医療技術部門

Medical Technology Division

（リハビリテーション室）
Rehabilitation Room

■学術論文■
［原著］

安静呼吸中のFlow-Volume Loopの形状から慢性閉塞性
肺疾患患者の重症度把握は可能か？． 第51回日本呼吸器
病学会学術講演会 2011.4 東京
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 荻野智之， 和田智弘,
眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 慢性閉塞性
肺疾患患者における運動時Flow-Volume Loopの形状と動
的肺過膨 張との関係． 第46回日本理学療法学術大会
2011.5 宮崎
木原一晃， 村上茂史， 間瀬教史， 岡田誠， 松下和弘，

福岡達之， 杉田由美， 川阪尚子， 吉川直子， 野﨑園子,

村岸亜衣子， 和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能

寺山修史， 福田能啓， 道免和久． 呼気抵抗負荷トレーニ

啓， 道免和久． 呼吸介助法が肺気量分画に与える影響.

ングによる舌骨上筋群の筋力強化に関する検討． 日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会雑誌 2011;15:174-82

第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎
荻野智之， 間瀬教史， 野添匡史， 村上茂史， 和田智弘,

福岡達之， 川阪尚子， 野﨑園子， 寺山修史， 福田能啓,

眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久． COPD患者

道免和久． 嚥下障害患者に対する随意咳嗽の空気力学的

の運動中の肺気量位， 換気様式の経年的変化を観察した

測定と誤嚥の関連． 言語聴覚研究 2011;8:131-8

一症例． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎

加治佐望， 荻野智之， 新井秀宜， 和田智弘， 高橋哲也,

橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 松下和弘， 間瀬教史,

森沢知之， 有井融， 石河開， 寺山修史， 福田能啓,

高嶋幸恵， 和田智弘， 寺山修史， 眞渕敏， 福田能啓,

道免和久． 重症閉塞性肥大型心筋症に対するリハビリテー

道免和久． 背臥位と側臥位における胸郭運動の違いについ

ションの経験． 心臓リハビリテーション 2011;16:222-7

て． 第46回日本理学療法学術大会 2011.5 宮崎

髙山雄介， 野添匡史， 松下和弘， 橋詰裕美， 間瀬教史,

荻野智之， 間瀬教史， 加治佐望， 森沢知之， 野添匡史,

高嶋幸恵， 和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓,

村上茂史， 新井秀宜， 和田智弘， 島田憲二， 福田能

道免和久． 3次元動作解析装置を用いた背臥位における胸

啓， 道免和久． 慢性心不全患者の運動時換気様式の特

郭体積測定の精度について． 臨床理学療法研究 2011;28:

徴−Flow Volume Loopを用いた評価−． 第17回日本心

5-9

臓リハビリテーション学会学術集会 2011.7 大阪

岡前暁生， 和田智弘， 岡田誠， 松下和弘， 眞渕敏， 山

髙山雄介， 野添匡史， 橋詰裕美， 松下和弘， 間瀬教史,

本憲康， 福田能啓， 道免和久． 要支援高齢者の身体機

高嶋幸恵， 和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓,

能について−閉じこもり群と非閉じこもり群との比較−． 臨床

道免和久． 座位と背臥位における深呼気中の胸郭運動の

理学療法研究 2011;28:27-9

違いについて． 第 2 9 回日本私立医科大学理学療法学会

橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 間瀬教史， 高嶋幸恵,
和田智弘， 眞渕敏， 寺山修史， 福田能啓， 道免和久.

2011.10 河北郡
橋詰裕美， 野添匡史， 髙山雄介， 間瀬教史， 高嶋幸恵,

3次元動作解析装置を用いて測定した背臥位と側臥位におけ

和田智弘， 島田憲二， 眞渕敏， 福田能啓， 道免和久.

る胸郭形状の違いについて． 臨床理学療法研 2011;28:67-

背臥位・側臥位・座位における胸郭形状と胸郭運動の特
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兵庫医大業績録（2011）

（検査室）

徴． 第21回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会
2011.11 松本

Laboratory

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之,
和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.
慢性閉塞性肺疾患患者と間質性肺炎患者における安静時・
運動時Flow-Volume Loop形状の違い． 第21回日本呼吸
ケア・リハビリテーション学会学術集会 2011.11 松本
［地方会等］

■学術論文■
［総説］
中田直行， 松﨑崇真， 山本智子， 清野麻由子， 山本憲
康， 福田能啓． 大型液晶ディスプレイと警告灯により遅延と
再検を警告する検査システム． 医学検査 2011;60:213-8

福島飛鳥， 木原一晃， 野添匡史， 和田智弘， 寺山修史.
COPD合併肺がん患者に対する理学療法経験． 兵庫県理

（薬剤室）

学療法士会北播磨･丹波ブロック新人発表会 2011.1 多可

Pharmaceutical Office

町
［研究会・講演会等］
福岡達之． 摂食・嚥下障害の基礎的知識と対策のポイント.
兵庫県社会福祉士会丹波地区ブロック平成23年度総会
2011.5 篠山
吉川直子， 福岡達之， 川阪尚子， 新宮正美， 杉田由美,
島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 嚥下障害患者に対す

■地方会等■
鈴木寛， 沼田千賀子， 高子優子， 金啓二， 平井みどり,
西田英之. 兵庫県病院薬剤師会における中堅薬剤師研修
会の取り組みについて． 第３２回日本病院薬剤師会近畿学
術大会 2011.1 神戸

る咳テストの有用性～当院における実施状況から～． 第1回
コンプリヘンシブ・リハビリテーション懇話会 2011.7 京都

（臨床栄養室）

福岡達之， 吉川直子， 新宮正美， 川阪尚子， 杉田由美,

Clinical Nutrition Office

野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 摂食・嚥
下障害患者の筋力強化に関する検討−舌骨上筋群に対す
るisometric lingual exerciseの有用性． 第2回兵庫医科

■その他■

大学リハビリテーション関連施設合同セミナー 2011.9 西宮

後藤直美．ささやま医療センターにおける栄養管理実施加算に

山下妙子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 高次脳機能
障害患者に対する復職支援～職業センターと連携を図った症
例～． 第2回兵庫医科大学リハビリテーション関連施設合同
セミナー 2011.9 西宮
福岡達之， 吉川直子， 新宮正美， 川阪尚子， 杉田由美,
野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 嚥下障害
患者に対する随意咳嗽の空気力学的測定と喉頭侵入/誤嚥
の関 連． 第7回日本 神 経 筋 疾 患 摂 食 嚥 下 栄 養 研 究 会
2011.10 香川
川阪尚子， 福岡達之， 吉川直子， 新宮正美， 杉田由美,
野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 脳卒中嚥
下障害患者のVideofluoroscopic Dysphagia Scaleと臨床
的評価指標との関連． 日本神経筋疾患摂食・嚥下・栄養
研究会第7回日本神経筋疾患摂食嚥下栄養研究会 2011.10
香川
山下妙子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 高次脳機能
障害患者に対する復職支援～職業センターと連携を図った症
例～． 第19回職業リハビリテーション研究発表会 2011.12
千葉
■その他■
福岡達之． 摂食・嚥下障害とその対策． メディケア柏原研修
会 2011.2 丹波

ついて−活動報告と今後の展望−． 第７回ささやま病態栄
養研究会 2011.11 篠山

2.104
1.660
2.328
4.606
1.862
2.728

BMC Med Genet

Br J Surg
Brain Dev
Brain Res

1.657

Biol Pharm Bull

BMC Health Serv Res

3.873

Biol Blood Marrow Transplant

Blood Purif

0.761

3.465

Atmos Environ
2.484

NE
NE
3.794

Asian Cardiocasc Thorac Ann
Asian Journal of Atmosphere Environment
Atherosclerosis

Biochem Biophys Res Commun

1.394

ASAIO J

Auris Nasus Larynx

8.456

Antioxid Redox Signal

5.125

Am J Respir Cell Mol Biol
4.352

3.536

Am J Physiol Cell Physiol

1..473
3.286
2.615

NE
3.181
2.391

Allergol Int
Am J Hypertens
Am J Med Genet A

Anat Rec
Anesth Analg
Ann Hematol

3.769

Aliment Pharmacol Ther

Am J Surg Pathol

1.084
NE
0.363

インパクトファクター

Acta Otolaryngol
AIP Conf Proc
Alchol Alcohl

雑誌名（Index Medicus 略誌名）
23 ／ 41

95 ／ 157

Surgery 5 ／ 198
Neurosciences 97 ／ 191
Neurosciences 126 ／ 243

Genetics & Heredity

Peripheral Vascular Disease 13 ／ 67
Environmental Sciences 25 ／ 205
Meteorology & Atmospheric Sciences 10 ／ 71
Otorhinolaryngology 32 ／ 41
Biochemistry & Molecular Biology 173 ／ 289
Biophysics 39 ／ 74
Hematology 21 ／ 68
Immunology 38 ／ 139
Transplantation 5 ／ 24
Pharmacology & Pharmacy 170 ／ 261
Hematology 42 ／ 68
Urology & Nephrology 31 ／ 73
Oncology 37 ／ 76

Peripheral Vascular Disease 17 ／ 67
Genetics & Heredity 90 ／ 157
Cell Biology 83 ／ 180
Physiology 19 ／ 79
Biochemistry & Molecular Biology 52 ／ 289
Cell Biology 50 ／ 180
Respiratory System 5 ／ 48
Pathology 9 ／ 78
Surgery 7 ／ 198
Anatomy ＆ Morphology 11 ／ 21
Anesthesiology 6 ／ 28
Hematology 33 ／ 68
Biochemistry & Molecular Biology 25 ／ 289
Endocrinology & Metabolism 5 ／ 121
Engineering, Biomedical 46 ／ 72
Transplantation 20 ／ 24

Substance Abuse 5 ／ 14
Gastroenterology & Hepatology 17 ／ 74
Pharmacology & Pharmacy 49 ／ 261

Otorhinolaryngology

主題分野および分野別順位

公衆衛生
内科（上部消化管），内科（下部消化管），
腸管病態，内視鏡セ
外科（上部消化管）
小児科
心理

社会福祉，内科（腎透析）

解剖（神経科学），臨床検査

解剖（細胞生物），輸血，先端研（細胞移植）

数学

数学，耳鼻咽喉科

公衆衛生

内科（循環器），心疾患先端治療
公衆衛生
環境予防

内科（腎透析）

解剖（細胞生物）
麻酔科
内科（呼吸器 RCU）
内科（呼吸器 RCU），胸部腫瘍，
輸血，先端研（細胞移植）

外科（下部消化管）

病原微生物

内科（上部消化管）

公衆衛生
環境予防
産科婦人科

内科（上部消化管）

数学，病理（分子病理），耳鼻咽喉科
物理
環境予防

掲載論文著者所属

英文掲載論文（総説含む）のインパクトファクター一覧

1
1
1

1

1

1

2

1

1

4

1

1
1
2

1

1

1
2
1

1

1

1

1
1
1

1

1
2
1

論文数

NE
3.206
6.169
5.925
14.739
0.874
3.766
2.535
2.150
1.074
3.360
5.227
NE
NE
1.733
NE
NE
NE
NE
0.500
3.019
2.754
NE
2.046
3.132
6.169

Circulation

Cir Esp

Circ J

Clin Chim Acta

Clin Chim Lab Med

Clin Exp Hypertens

Clin Exp Immunol
Clin J Am Soc Nephrol
Clin Ophtalmol
CNS Spectr
Cornea
Curr Cardiovasc Risc Rep
Curr Probl Dermatol
Curr Res in Gastroenterology & Hepatology
Current Research in Cancer
Current Signal Transduction Therapy

Cytokine

Diabetes Res Clin Pract
Diabetes Ther
Digestion

Dis Colon Rectum

Emerg Infect Dis

NE

Case Rep Gastroenterol

Chemosphere
Chem Commun(Camb)
Chemistry

3.325

Cancer Sci

Cell Physiol Biochem

2.802

インパクトファクター

Cancer Gene Ther

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

67 ／ 194

6 ／ 32

25 ／ 17

25 ／ 56

Gastroenterology & Hepatology
Gastroenterology & Hepatology
Surgery 20 ／ 198
Immunology 19 ／ 139
Infectious Diseases 5 ／ 70

45 ／ 74
24 ／ 74

Pharmacology & Pharmacy 237 ／ 261
Biochemistry & Molecular Biology 128 ／ 289
Cell Biology 97 ／ 180
Immunology 68 ／ 139
Endocrinology & Metabolism 56 ／ 121

Ophthalmology

Medical Laboratory Technology 10 ／ 32
Peripheral Vascular Disease 55 ／ 67
Pharmacology & Pharmacy 204 ／ 261
Immunology 53 ／ 139
Urology & Nephrology 7 ／ 73

Medical Laboratory Technology

Cardiac & Cardiovascular Systems

Environmental Sciences 32 ／ 205
Chemistry, Multidisciplinary 17 ／ 152
Chemistry, Multidisciplinary 18 ／ 152
Cardiac & Cardiovascular Systems 1 ／ 117
Hematology 1 ／ 68
Peripheral Vascular Disease 1 ／ 67
Surgery 145 ／ 198

Oncology

Biotechnology & Applied Microbiology 53 ／ 157
Genetics & Heredity 69 ／ 157
Medicine, Research & Experimental 41 ／ 111
Oncology 84 ／ 194

公衆衛生

外科（下部消化管）

内科（内分泌代謝）
内科（糖尿病），先進糖尿病
内科（上部消化管），内科（下部消化管）

内科（上部消化管），内科（下部消化管）

環境予防
内科（内分泌代謝）
眼科
精神科
病原微生物
環境予防
病原微生物，免疫医動物
内科（肝胆膵），肝疾患セ
内科（肝胆膵）
先端研（神経再生）

環境予防

外科（上部消化管）
内科（循環器），内科（冠疾患），先進血管治療，
病院病理，地域総合医療
環境予防，内科（血液内科），内科（内分泌代謝），
先端研（細胞移植）
内科（呼吸器 RCU）

数学

遺伝，病理（機能病理），内科（呼吸器 RCU），
呼吸器外科
外科（肝胆膵），超音波セ，肝疾患セ
生理（生体情報），内科（呼吸器 RCU），
先端研（細胞遺伝子）
公衆衛生
内科（肝胆膵）
病原微生物

遺伝，病理（機能病理）

掲載論文著者所属

1

1

1
1
2

1

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

1

1

3

2

1

2

1
1
1

4

1

1

1

論文数

10.478
2.550
2.614
2.516
2.027
5.210
2.649
0.678
5.228
4.774
3.543
2.905
5.423
2.421
11.675
2.117
3.888
0.829
2.597
4.223
2.047
3.151
0.658
2.645
2.199
0.763
7.636
6.207

Eur J Cardio Thorac Surg

Eur J Haematol
Eur J Pharmacol
Endocrine J

Endoscopy

Environ Health

Environ Forensics

Environ Sci Technol

Evid Based Complement Alternat Med
Exp Dermatol

Exp Hematol

Free Radic Biol Med

Gastric Cancer

Gastroenterology
Glicoconj J

Gynecol Oncol

Gut Liver

Haemophilia

Heart

Heart Vessels

Helicobacter

Hepatogastroenterology

Hepatol Int
Hepatol Res
Hip Int

Hum Mol Genet

Hypertension

インパクトファクター

Eur Heart J

雑誌名（Index Medicus 略誌名）
3 ／ 117

35 ／ 68

Cardiac & Cardiovascular Systems 61 ／ 117
Peripheral Vascular Disease 38 ／ 67
Gastroenterology & Hepatology 23 ／ 74
Microbiology 39 ／ 112
Gastroenterology & Hepatology 68 ／ 74
Surgery 159 ／ 198
Gastroenterology & Hepatology 29 ／ 74
Gastroenterology & Hepatology 40 ／ 74
Orthopedics 41 ／ 63
Biochemistry & Molecular Biology 31 ／ 289
Genetics & Heredity 13 ／ 157
Peripheral Vascular Disease 4 ／ 67

23 ／ 117

63 ／ 74

Cardiac & Cardiovascular Systems

Hematology

Gastroenterology & Hepatology

Cardiac & Cardiovascular Systems 47 ／ 117
Respiratory System 19 ／ 48
Surgery 39 ／ 198
Hematology 34 ／ 68
Pharmacology & Pharmacy 108 ／ 261
Endocrinology & Metabolism 81 ／ 121
Gastroenterology & Hepatology 10 ／ 74
Surgery 3 ／ 198
Environmental Sciences 51 ／ 205
Public, Environmental & Occupational Health 38 ／ 157
Environmental Sciences 171 ／ 205
Engineering, Environmental 3 ／ 45
Environmental Sciences 8 ／ 205
Integrative & Complementary Medicine 1 ／ 22
Dermatology 8 ／ 58
Hematology 28 ／ 68
Medicine, Research & Experimental 40 ／ 111
Biochemistry & Molecular Biology 49 ／ 289
Endocrinology & Metabolism 18 ／ 121
Gastroenterology & Hepatology 35 ／ 74
Oncology 105 ／ 194
Gastroenterology & Hepatology 1 ／ 74
Biochemistry & Molecular Biology 197 ／ 289
Obstetrics & Gynecology 4 ／ 79
Oncology 51 ／ 194

Cardiac & Cardiovascular Systems

主題分野および分野別順位

掲載論文著者所属

内科（循環器）

内科（肝胆膵），肝疾患セ

内科（肝胆膵），内視鏡セ，超音波セ，肝疾患セ
外科（肝胆膵），肝疾患セ
整形外科

外科（肝胆膵），外科（上部消化管）

内科（下部消化管），腸管病態

数学，内科（循環器），超音波セ，地域総合医療

内科（下部消化管）
生化学
生物，内科（上部消化管），内科（下部消化管），
産科婦人科
生物，内科（上部消化管），内科（下部消化管），
内視鏡セ
内科（血液内科），小児科
内科（循環器），内科（冠疾患），先進血管治療，
地域総合医療

外科（上部消化管）

免疫医動物

内科（血液内科）

内科（上部消化管），輸血
皮膚科

公衆衛生

公衆衛生

公衆衛生

内科（上部消化管）

内科（血液内科），先端研（細胞移植）
環境予防
内科（糖尿病），先進糖尿病

心臓血管外科

数学，内科（循環器），内科（冠疾患），
心臓血管外科，病院病理，地域総合医療

1

1

1
2
1

2

2

1

1

2

1

2

1
1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

論文数

3.205
NE
2.109
NE
4.855
NE
1.889
3.415
2.376
4.128
7.078
1.183
1.268
2.991
2.399
0.427
2.275
1.747
NE
0.936
6.800
2.692
3.991
9.663
0.831
2.370
2.384
6.373
NE

Immunobiology
Infect Chemother

Inflamm Res

Inflamm Rgen
Inflamm Bowel Dis
Int Adc Otol
Int Arch Occup Environ Health
Int Immunol

Int Immunopharmacol

Int J Antimicrob Agents

Int J Cardiol
Int J Clin Pharmacol Ther
Int J Hematol

Int J Immunopathol Pharmacol

Int J Oncol

Int J Psychiatry Clin Plact

Int J Radiat Oncol Biol Phys

Int J Urol
Interferon Cytokine Res
Internal Med

JACC Cardiovasc Interv

J
J
J
J
J
J
J
J

Atheroscler Thromb
Am Acad Dermatol
Am Soc Nephrol
Anesth
Anat
Arthroplasty
Bone Miner Res
Cancer Res

3.643

インパクトファクター

IEEE Trans Med Imaging

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

12 ／ 74

108 ／ 194

64 ／ 157

9 ／ 117

86 ／ 153

Peripheral Vascular Disease 25 ／ 67
Dermatology 3 ／ 58
Urology & Nephrology 1 ／ 73
Anesthesiology 26 ／ 28
Anatomy ＆ Morphology 5 ／ 21
Orthopedics 14 ／ 63
Endocrinology & Metabolism 13 ／ 121

Cardiac & Cardiovascular Systems

Medicine, Research & Experimental

Psychiatry 117 ／ 129
Oncology 22 ／ 84
Nuclear Science & Technology 1 ／ 35
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 44 ／ 116
Urology & Nephrology 39 ／ 73

Oncology

Public, Environmental & Occupational Health
Immunology 52 ／ 139
Immunology 92 ／ 139
Pharmacology & Pharmacy 118 ／ 261
Infectious Diseases 14 ／ 70
Microbiology 25 ／ 112
Pharmacology & Pharmacy 40 ／ 261
Cardiac & Cardiovascular Systems 7 ／ 117
Pharmacology & Pharmacy 198 ／ 261
Hematology 55 ／ 68
Immunology 70 ／ 139
Pathology 19 ／ 78
Pharmacology & Pharmacy 79 ／ 261

Gastroenterology & Hepatology

Cell Biology 128 ／ 180
Immunology 101 ／ 139

Computer Science, Interdisciplinary Applications 4 ／ 99
Engineering, Biomedical 7 ／ 72
Engineering, Electrical & Electronic 12 ／ 244
Imaging Science & Photographic Technology 3 ／ 21
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 17 ／ 116
Immunology 61 ／ 139

泌尿器科
内科（肝胆膵）
内科（上部消化管），内科（総合診療）
内科（循環器），内科（冠疾患），先進血管治療，
地域総合医療
環境予防，内科（内分泌代謝）
皮膚科
内科（腎透析）
麻酔科，中央手術，地域総合医療
生物
整形外科
地域総合医療
歯科口腔外科

病理（分子病理），放射線

遺伝，病理（分子病理），内科（呼吸器 RCU），
外科（下部消化管），呼吸器外科
精神科

内科（呼吸器 RCU）

内科（循環器）
内科（内分泌代謝）
内科（血液内科），輸血，先端研（細胞移植）

泌尿器科

病原微生物

内科（リウマチ膠原病）
内科（上部消化管）
耳鼻咽喉科
公衆衛生
免疫医動物，内科（呼吸器 RCU）

臨床検査

環境予防
腎移植セ

生理（生体機能）

掲載論文著者所属

2
1
1
4
1
1
1
1

1

1
1
2

1

1

2

1

1
2
6

1

1

2
1
1
1
2

2

1

1

1

論文数

2.435
1.933
0.655
18.372
NE

J Chem Neuroanat

J
J
J
J
2.510
3.718
1.861
2.932
NE
3.061
2.466
4.160
2.865
0.805
9.264
2.725
2.570

J Comp Neurosci

J Dermatol Sci
J Diabetes Invest

J Expo Sci Environ Epidemiol

J Echocardiogr

J
J
J
J
J
J
J
J
5.788
1.796
1.400
1.495
2.820
NE

J Immunol

J Infect Chemother

J
J
J
J
2.965
7.115
0.542
1.640

J Neurosurg

J Neurosci
J Obstet Gynaecol
J Oral Maxillofac Surg

Laparoendosc Adv Surg Tech
Matern Fetal Neonatal Med
Med Viol
Neurogastroenterol Motil

4.021

J Hypertens

Exp Psychol Hum Percept Perform
Funct Foods
Gastroenterol
Gastroenterol Hepatol
Health Sci
Hepatol
Histochem Cytochem
Hum Genet

3.808

J Comp Neurol

Apher
Gastroenterol
Oncol
Reumatol

5.008

J Cereb Blood Flow Metab

Clin
Clin
Clin
Clin

3.874

インパクトファクター

J Cell Physiol

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

12 ／ 67

Clinical Neurology 60 ／ 191
Surgery 24 ／ 198
Neurosciences 19 ／ 243
Obstetrics & Gynecology 67 ／ 79
Dentistry, Oral Surgery & Medicine

27 ／ 81

Immunology 20 ／ 139
Infectious Diseases 49 ／ 70
Pharmacology & Pharmacy 156 ／ 261
Surgery 98 ／ 198
Obstetrics & Gynecology 46 ／ 79
Virology 17 ／ 32

Peripheral Vascular Disease

Psychology 18 ／ 75
Food Science & Technology 21 ／ 128
Gastroenterology & Hepatology 14 ／ 74
Gastroenterology & Hepatology 27 ／ 74
Toxicology 78 ／ 83
Gastroenterology & Hepatology 4 ／ 74
Cell Biology 109 ／ 180
Genetics & Heredity 76 ／ 157

Neurosciences 69 ／ 243
Zoology 4 ／ 146
Mathematical & Computational Biology 7 ／ 47
Neurosciences 135 ／ 243
Dermatology 6 ／ 58
Endocrinology & Metabolism 86 ／ 121
Environmental Sciences 42 ／ 205
Public, Environmental & Occupational Health 29 ／ 157
Toxicology 27 ／ 83

Cell Biology 70 ／ 180
Physiology 12 ／ 79
Endocrinology & Metabolism 20 ／ 121
Hematology 11 ／ 68
Neurosciences 41 ／ 243
Biochemistry & Molecular Biology 176 ／ 289
Neurosciences 141 ／ 243
Hematology 44 ／ 68
Gastroenterology & Hepatology 22 ／ 74
Oncology 5 ／ 194

解剖（神経科学）
産科婦人科
歯科口腔外科

病院病理

外科（上部消化管）
放射線，産科婦人科
内科（血液内科），先端研（細胞移植）
内科（上部消化管）

外科（下部消化管），泌尿器科，感染制御

内科（循環器），内科（冠疾患），超音波セ，
地域総合医療
心理
内科（内分泌代謝）
内科（上部消化管），内視鏡セ
内科（上部消化管）
公衆衛生
内科（肝胆膵），超音波セ，肝疾患セ
皮膚科
遺伝，歯科口腔外科
内科（循環器），内科（冠疾患），輸血，
超音波セ，先端研（細胞移植），地域総合医療
遺伝，病理（機能病理）

公衆衛生

皮膚科
内科（糖尿病），先進糖尿病

生理（生体機能）

2
1
1

1

1
1
1
1

8

1

2

1
1
3
3
2
1
1
1

1

1

1
2

1

1

1
2
2
5

内科（上部消化管），内科（下部消化管），腸管病態
内科（上部消化管），内科（下部消化管）
外科（上部消化管）
内科（内分泌代謝）
解剖（神経科学）

1

解剖（細胞生物）

1

内科（血液内科），先端研（細胞移植），
先端研（神経再生）

論文数
2

掲載論文著者所属
生理（生体情報），内科（呼吸器 RCU），
胸部腫瘍，輸血，がんセンター

3.406
3.278
3.746
5.402
3.641
22.589
9.561
2.923
2.527
2.170
NE
3.434
2.664
1.577
3.526
6.873
26.008
2.240

J Thorac Cardiovasc Surg

J Tissue Eng Regen Med

J Urol
J Virol

Lab Invest

Lancet Oncol

Leukemia

Leuk Res

Life Sci

Lipids health Dis
Low Urin Tract Symptoms

Lung Cancer

Metabolism
Mod Rheumatol
Mol Pain

Mol Ther

Nat Immunol

Neurochem Res

2.966

J Reprod Immunol
NE

1.683

J Radiat Res

3.661

3.828
NE
NE

J Pharmacol Exp Ther
J Phys Conf Ser
J Radiat Oncol Biol Phys

J Thorac Oncol

1.450

J Stroke Cerebrovasc Dis

0.843

J Pediatr Surg

インパクトファクター

J Orthop Sci

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

47 ／ 261

Oncology 61 ／ 194
Respiratory System 11 ／ 48
Endocrinology & Metabolism 57 ／ 121
Rheumatology 20 ／ 29
Neurosciences 84 ／ 243
Biotechnology & Applied Microbiology 9 ／ 157
Genetics & Heredity 14 ／ 157
Medicine, Research & Experimental 10 ／ 111
Immunology 3 ／ 139
Biochemistry & Molecular Biology 185 ／ 289
Neurosciences 158 ／ 243

Oncology 54 ／ 194
Respiratory System 9 ／ 48
Cardiac & Cardiovascular Systems 32 ／ 117
Respiratory System 12 ／ 48
Surgery 14 ／ 198
Biotechnology & Applied Microbiology 43 ／ 157
Cell & Tissue Engineering 9 ／ 12
Cell Biology 90 ／ 180
Engineering, Biomedical 10 ／ 72
Urology & Nephrology 11 ／ 73
Virology 6 ／ 32
Medicine, Research & Experimental 28 ／ 111
Pathology 14 ／ 78
Oncology 4 ／ 194
Hematology 3 ／ 68
Oncology 9 ／ 194
Hematology 27 ／ 68
Oncology 79 ／ 194
Medicine, Research & Experimental 46 ／ 111
Pharmacology & Pharmacy 107 ／ 261
Biochemistry & Molecular Biology 193 ／ 289

Biology 39 ／ 84
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Immunology 71 ／ 139
Reproductive Biology 11 ／ 28

Orthopedics 40 ／ 63
Pediatrics 58 ／ 113
Surgery 92 ／ 198
Pharmacology & Pharmacy

主題分野および分野別順位

58 ／ 116

薬理学

先端研（アレルギー）

遺伝

内科（内分泌代謝）
整形外科
解剖（神経科学），生理（生体情報）

呼吸器外科

生理（生体情報）
泌尿器科

解剖（細胞生物），生理（生体情報）

内科（血液内科），先端研（細胞移植）

内科（血液内科），先端研（細胞移植）

内科（呼吸器 RCU）

内科（上部消化管）

泌尿器科
病原微生物

整形外科

数学，心臓血管外科

内科（呼吸器 RCU），呼吸器外科

リハビリ

産科婦人科，エコチル調査

放射線

遺伝
物理
中央放射線

外科（小児）

整形外科

掲載論文著者所属

1

1

1

1
1
2

1

1
1

2

1

1

1

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1
1

1

1

1

論文数

3.485
2.133

Prostate

Psychiatry Clin Neurosci

3.601

2.106

Prenat Diagn

Resucitation

NE

PM&R

3.360

4.092

PloS One

Respir Res

3.691

Phys Rev B

2.475

1.253

Pediatr Surg Int

Respir Med

0.626

Pediatr Int

2.242

2.378

Pathology

Resir Physiol Neurobiol

5.777

Pain

NE

1.904

Otol Neurotol

0.824

1.457

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod

Ren Fail

1.299

Oncol Res

Radiol Res Pract

1.835

Oncol Rep

4.284

Obesity
NE

2.250

Neurosci Res

0.108

2.105

Neurosci Lett

Oncol Lett

1.656

Neuroreport

Obes Res Clin Pract

3.396

インパクトファクター

Nephrol Dial Transplant

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

170 ／ 243

129 ／ 194

189 ／ 194

12 ／ 84

13 ／ 69

33 ／ 81

Urology & Nephrology 61 ／ 73
Physiology 33 ／ 79
Respiratory System 26 ／ 48
Cardiac & Cardiovascular Systems
Respiratory System 22 ／ 48
Respiratory System 13 ／ 48
Critical Care Medicine 7 ／ 26
Emergency Medicine 2 ／ 24

50 ／ 117

Genetics & Heredity 100 ／ 157
Obstetrics & Gynecology 22 ／ 79
Endocrinology & Metabolism 40 ／ 121
Urology & Nephrology 14 ／ 73
Clinical Neurology 94 ／ 191
Neurosciences 165 ／ 243
Psychiatry 70 ／ 129

Biology

Pediatrics 97 ／ 113
Pediatrics 67 ／ 113
Surgery 109 ／ 198
Physics, Condensed Matter

Oncology 153 ／ 194
Dentistry, Oral Surgery & Medicine
Pathology 50 ／ 78
Surgery 91 ／ 198
Clinical Neurology 106 ／ 191
Otorhinolaryngology 8 ／ 41
Anesthesiology 1 ／ 28
Clinical Neurology 13 ／ 191
Neurosciences 31 ／ 243
Pathology 31 ／ 78

Oncology

Oncology

Neurosciences 157 ／ 243
Endocrinology & Metabolism 31 ／ 121
Nutrition & Dietetics 9 ／ 72

Neurosciences

Transplantation 7 ／ 24
Urology & Nephrology 15 ／ 73
Neurosciences 188 ／ 243

麻酔科，集中治療，中央手術

病院病理

内科（呼吸器 RCU），胸部腫瘍

生理（生体機能）

内科（腎透析）

放射線

精神科

先端研（細胞遺伝子）

産科婦人科

輸血

形成外科

物理

外科（小児）

外科（小児）

病理（分子病理），外科（下部消化管）

解剖（神経科学）

耳鼻咽喉科

歯科口腔外科

泌尿器科

内科（上部消化管），歯科口腔外科

病理（機能病理），歯科口腔外科

環境予防

環境予防

先端研（神経再生）
解剖（神経科学），生化学，耳鼻咽喉科，
歯科口腔外科
解剖（神経科学）

内科（腎透析）

掲載論文著者所属

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

3

1
1

2

1

1

1
2
2
1

1

1

3

1

2

論文数

NE
1.250
1.140
3.007
2.471

Thorac Ann

Transfus Apher Sci

Transfus Med

Ultrasound Obstet Gynecol

World J Gastroenterol

1.391

3.561

Strahlenther Onkol

Ther Apher Dial

NE

Stem Cell Stud
5.729

4.459

Stem Cells Dev

1.224
3.794
3.025
2.683

7.781

Stem Cells

Surg Today
Talanta
Tetrahedoron
Tetrahedoron Lett

1.877

Stat Med

Stroke

NE
2.019
NE

インパクトファクター

Recent Advances and Research Updates
Scand J Gastroenterol
Soud Lek

雑誌名（Index Medicus 略誌名）
46 ／ 74

56 ／ 68

Hematology 63 ／ 68
Acoustics 2 ／ 30
Obstetrics & Gynecology 11 ／ 79
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Surgery 32 ／ 74

Hematology

Oncology 57 ／ 194
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Clinical Neurology 14 ／ 191
Peripheral Vascular Disease 8 ／ 67
Surgery 114 ／ 198
Chemistry, Analytical 12 ／ 73
Chemistry, Organic 16 ／ 56
Chemistry, Organic 19 ／ 56
Hematology 51 ／ 68
Urology & Nephrology 49 ／ 73

1
1
内科（下部消化管），外科（下部消化管），感染制御

1

2

1

3

1
1
1
1

1

1

1

1

2

1

1
1
2

論文数

外科（小児）

感染制御
公衆衛生
化学
化学
生物，内科（上部消化管），内科（下部消化管），
内科（腎透析），腸管病態，腸管病態，内視鏡セ
内科（冠疾患）
内科（血液内科），内科（下部消化管），
産科婦人科，輸血，先端研（細胞移植）
内科（血液内科），輸血，先端研（細胞移植）

環境予防

放射線

先端研（神経再生）

内科（神経脳卒中），先端研（神経再生）

遺伝，眼科

数学

内科（上部消化管）
超音波セ
法医

掲載論文著者所属

合計
297
Impact Factor は Journal Citation Reports 2011 を使用したものです．

25 ／ 116

18 ／ 116

Mathematical & Computational Biology 18 ／ 47
Medical Informatics 8 ／ 23
Medicine, Research & Experimental 64 ／ 111
Public, Environmental & Occupational Health 65 ／ 157
Statistics & Probability 15 ／ 116
Biotechnology & Applied Microbiology 7 ／ 157
Cell & Tissue Engineering 2 ／ 12
Cell Biology 27 ／ 180
Hematology 5 ／ 68
Oncology 13 ／ 194
Cell & Tissue Engineering 4 ／ 12
Hematology 17 ／ 68
Medicine, Research & Experimental 17 ／ 111
Transplantation 2 ／ 24

Gastroenterology & Hepatology

主題分野および分野別順位

賛助会員名簿

（ＡＢ C 順）

アステラス製薬株式会社
バイエル薬品株式会社
医療法人愛仁会 千船病院
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
ファイザー株式会社
学校法人 平成医療学園
河野医科機器株式会社
杏林製薬株式会社
医療法人 明和病院
持田製薬株式会社
ＭＳＤ株式会社
大塚製薬株式会社
塩野義製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
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
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