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characteristics（ROCs）of the relationships between

A k a s a k a T， H i r a n o Y， O h t e N， D a i m o n T ,

obesity indices and multiple risk factors（MRFs）for

Nakatani S， Ito H． Superiority of long-acting to
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するグラニセトロン（Gra）およびデキサメタゾン（Dex）の予防

and advanced heart failure． Circulation

的制吐効果の検討． 第10回日本臨床腫瘍学会学術集会

2012;126:S205-13

2012.7 大阪

Kawamura M， Miyagawa S， Miki K， Saito A,

辻大樹， 大門貴志， 岩部悠太郎， 多久佳成， 渡辺昌也,

Fukushima S， Higuchi T， Kawamura T， Kuratani

内田恭之， 青島広明， 安井博史， 伊藤邦彦， 朴成和,

T， Daimon T， Shimizu T， Okano T， Sawa Y.

山本信之， 金容壱． 化学療法誘発性悪心・嘔吐発現にお

Feasibility， safety， and therapeutic efficacy of

けるリスク因子の解析． 第50回日本癌治療学会学術集会

human induced pluripotent stem cell-derived
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第II相単群ベイズ流適応型デザイン． 第50回日本癌治療学
会学術集会 2012.10 横浜
辻大樹， 亀里真那， 多久佳成， 大門貴志， 岩部悠太郎,
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predictive sample size selection design for single-arm
exploratory clinical trials． International Society for
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2012.10 Barcelona
Kainuma S， Taniguchi K， Toda K， Funatsu T,

■学術論文■
［原著］
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Sawada A， Ezawa ZF． Onset temperature for the
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quantum Hall state． Phys Rev B 2012;86:165320 1-6

Miyagawa S， Kondoh H， Daimon T， Masai T,

Y a m a n a k a S， A r a i T， S a w a d a A， F u k u d a A ,

Ueno T， Kuratani T， Sawa Y． Does pulmonary

Yayama H． Incompressible edge wave in classical

vascular remodeling reverse after restrictive mitral

two-dimensional electron liquid on helium surface.
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American Heart Association Scientific Sessions 2012
（AHA2012）2012.11 Los Angels

Europhys Lett 2012;100:17009 1-5
Fukuda A， Terasawa D， Morikawa T， Zheng YD,
Arai T， Ezawa ZF， Sawada A． Activated

K a i n u m a S， T a n i g u c h i K， S h u d o Y， T o d a K ,

transport in the ν=1 bilayer quantum Hall states with

Miyagawa S， Takeda K， Hamada S， Daimon T,

small tunneling energy ΔSAS = 1 K． J Phys Conf Ser

Ueno T， Kuratani T， Sawa Y． Changes in b-type

2012;400:042008 1-4

natriuretic peptide and reverse left ventricular

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

remodeling after restrictive annuloplasty in patients

Anisotropic nuclear spin relaxation and dynamic

with advanced cardiomyopathy． American Heart

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

Association Scientific Sessions 2012（AHA2012）

J Phys Conf Ser 2012;400:042022 1-4

2012.11 Los Angels
［国内学会］

Arai T， Yamanaka S， Yayama H， Sawada A,
Fukuda A． Linewidth broadening in edge-
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福田昭， 寺澤大樹， 大野恭秀， 松本和彦． グラフェンを用
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
研究拠点研究成果報告書（平成23年度）2012:2011242
福田昭， 寺澤大樹， 大野恭秀， 松本和彦． グラフェンを用

Zurich
［国内学会］
津田是文， Nguyen MH， 三谷昌平， 福田昭， 寺澤大
樹， 鄭仰東， 新井敏一， 澤田安樹． 二層系ν=1量子

いた量子ホール効果ナノデバイス． ナノデバイス物質・デバ

ホール状態における核スピン緩和時間の電子密度差依存性.

イス領域共同研究拠点研究成果報告書（平成23年度）

日本物理学会第67回年次大会 2012.3 西宮
津田是文， Nguyen MH， 福田昭， 寺澤大樹， 澤田安樹.

2012;2011A10,741-2
福田昭． 希釈冷凍機を用いた超低温におけるミリ波帯ESR装
置の開発． 遠赤外領域開発研究 2012;13:135
藤井裕， 光藤誠太郎， 水崎隆雄， 田中俊大， 青山大志,

量子ホール状態ν＝2/3における磁気抵抗値の温度変化．日
本物理学会2012年秋季大会 2012.9 横浜
藤井裕， 光藤誠太郎， 水崎隆雄， 田中俊大， 菊池彦光，

菊池彦光， 千葉明朗， 上野智弘， 松原明， 福田昭,

上野智弘， 松原明， 福田昭， Lee S， Lee SG， Gwak

Lee S， Lee SG． 希薄ドープSi：Pの31P核スピン状態観測

M， Vasiliev S． 希薄ドープSi：Pの極低温・強磁場中での

のためのESR/NMR二重共鳴システムの開発とESRによる動

スピンダイナミクス． 日本物理学会2012年秋季大会 2012.9

的核偏極効果の測定． 遠赤外領域開発研究 2012;13:95-

横浜
三谷昌平， 津田是文， Nguyen MH， 寺澤大樹， 福田

102
寺澤大樹． 2層系ν=1量子ホール状態におけるスピン−擬スピン

昭， 澤田安樹． 量子ホール状態ν=2/3付近における抵抗

の絡み合った励起状態の核スピン緩和による研究． Annual

増大状態の充填率依存性．日本物理学会2012年秋季大会

Report of the Murata Science Foundation 2012;26,877-

2012.9 横浜
［研究会・講演会等］

8
■学会発表■

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

［国際学会］

Zheng YD， Arai T， Sawada A． Dependence of the

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

difference of the electron densities on the nuclear spin

Zheng YD， Arai T， Sawada A． Dynamic nuclear

relaxation time at bilayer ν=1 quantum Hall state． 京

spin polarization and spin diffusion in the quantum

都大学グローバルCOEプログラム「普遍性と創発性から紡ぐ

Hall system． The 4th International Workshop on

次世代物理学」全体シンポジウム「階層の連結」 2012.2

Far-Infrared Technologies 2012（IW-FIRT2012）

京都
Mitani S， Terasawa D， Fukuda A， Tiemann L， Tsuda

2012.3 Fukui
F u j i i Y， M i t s u d o S， M i z u s a k i T， A o y a m a H ,

S， Nguyen MH， Zheng YD， Arai T， Sawada A.

Kikuchi H， Chiba M， Ueno T， Matsubara A,

Preparation for the measurement of AC Josephson

Fukuda A， Lee S， Lee SG． Development of double

Effect on bilayer quantum Hall states． 京 都 大 学グ

resonance system for observation of

ローバルCOEプログラム「普遍性と創発性から紡ぐ次世代

31

P nuclear spin

s t a t e i n l o w c o n c e n t r a t i o n S i：P ． T h e 4 t h
International Workshop on Far-Infrared Technologies
2012（IW-FIRT2012）2012.3 Fukui
Tsuda S， Fukuda A， Nguyen MH， Terasawa D,
Zheng YD， Arai T， Sawada A． Enhancement of

物理学」全体シンポジウム「階層の連結」 2012.2 京都
福田昭， 寺澤大樹， 大野恭秀， 松本和彦． グラフェンを用
いた量子ホール効果ナノデバイス．（ワークショップ）平成23
年度物質・デバイス共同研究拠点共同研究・特定研究
［A-4］ワークショップ 2012.2 大阪

the nuclear spin relaxation rate by the irradiation of

福田昭， 津田是文， Nguyen MH， 寺澤大樹， 鄭仰東，

rf in the quantum Hall state． The 20th International

新井敏一， 澤田安樹． 電子密度差のある2層系ν＝１量子

Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor

ホール状態の電気伝導とスピン緩和． 2011年度第10回京都

Physics（HMF-20）2012.7 Chamonix

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

Tsuda S， Terasawa D， Nguyen MH， Fukuda A,
Zheng YD， Arai T， Sawada A， Ezawa ZF． Spin-

2012.3 京都
津田是文， Nguyen MH， 寺澤大樹， 福田昭， 鄭仰東，

pseudospin intertwined excitation at ν=1 bilayer

新井敏一， 澤田安樹． 二層系ν＝2/3量子ホール状態にお

quantum Hall state investigated by the nuclear-spin

ける核スピン拡散． 2011年度第10回京都大学低温物質科

relaxation． 31st International Conference on the
Physics of Semiconductors（ICPS2012）2012.8 Zurich

学研究センター講演会・研究交流会 2012.3 京都
三谷昌平， 寺澤大樹， 福田昭， 澤田安樹． 2層系量子

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

ホール状態における層間トンネル効果． 2011年度第10回

Z h e n g Y D， A r a i T， S a w a d a A ． I n t e r l a y e r

京都大学低温物質科学研究センター講演会・研究交流会

4

兵庫医大業績録（2012）
の開発．日本薬学会第132年会 2012.3 札幌

2012.3 京都
寺澤大樹， 福田昭， 大野恭秀， 松本和彦， 澤田安樹，
矢山英樹． グラフェンへの分子吸着と電気伝導度． 2011

［地方会等］
服部倫弘， 坪根綾， 江嵜啓祥， 澤間善成， 門口泰也,

年度第10回京都大学低温物質科学研究センター講演会・

佐治木弘尚． 球状活性炭担持型パラジウムを触媒とするフ

研究交流会 2012.3 京都

ロー式接触水素化法． 第58回日本薬学会東海支部総会・

新井敏一， 山中修司， 矢山英樹， 澤田安樹， 福田昭． 古

大会 2012.7 静岡

典２次元電子液体の非圧縮性運動． 2011年度第10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

生物学

2012.3 京都
西中川良平， 松田一成， 新井敏一， 福田昭， 澤田安樹，

Biology

寺嶋孝仁． ジグザグ端グラフェンナノリボンのラマン分光.
2011年度第10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 2012.3 京都
松原明， 藤井裕， 光藤誠太郎， 水崎隆雄， 青山大志，
菊 池 彦 光， 千 葉 明 朗， 上 野 智 弘， 福 田 昭， Lee S,

■学術論文■
［総説］
池田啓子． 嗅上皮における2種類のNeurogenesis．日本味と
匂学会誌 2012;19:63-9

Lee SG． 希薄ドープSi：Pの核スピン状態観測のための二重

柏村信一郎． 病態解析におけるサスペンション・アレイ法の有

共鳴装置開発． 2011年度第10回京都大学低温物質科学

用性：慢性炎症性疾患の病態解析における試み． 兵庫医

研究センター講演会・研究交流会 2012.3 京都
津田是文， 福田昭， 寺澤大樹， Nguyen MH， 三谷昌

科大学医学会雑誌 2012;37:35-42
［原著］

平， 澤田安樹．ν＝2/3量子ホール系での動的核スピン偏極

Sato S， Ikeda K， Shioi G， Nakao K， Yajima H,

におけるドメイン形成ダイナミクス． 第１７回半導体スピン工学

Kawakami K． Regulation of Six1 expression by

の基礎と応用（PASPS-17）2012.12 福岡

evolutionarily conserved enhancers in tetrapods.
Dev Biol 2012;368:95-108

化学

Chemistry
■学術論文■
［総説］
野坂和人， 江嵜啓祥．リボスイッチを標的とする抗菌剤の開
発．ビタミン 2012;86:647-9
［原著］

Onimaru H， Ikeda K， Kawakami K． Relationship
between the distribution of the paired-like homeobox
gene（Phox2b）expressing cells and blood vessels in
the parafacial region of the ventral medulla of
neonatal rats． Neuroscience 2012;212:131-9
Onimaru H， Ikeda K， Kawakami K． Postsynaptic
mechanisms of CO2 responses in parafacial respiratory
neurons of newborn rats． J Physiol 2012:590;1615-24
Yamagiwa T， Fukunishi S， Tachibana T， Okamura

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

H， Yoshiya S， Kashiwamura S． Abrogation of Treg

Y， Akaji K． Facilitated recruitment of Pdc2p， a

function deteriorates rheumatoid arthritis． Mod

yeast transcriptional activator， in response to
thiamin starvation． FEMS Microbiol Lett
2012;330:140-7
■学会発表■
［国内学会］

Rheumatol 2012;22:80-8
Takata M， Nakagomi T， Kashiwamura S， Nakano-Doi
A， Saino O， Nakagomi N， Okamura H， Mimura O,
Taguchi A， Matsuyama T． Glucocorticoid-induced
TNF receptor-triggered T cells are key modulators

菊池真理， 野坂和人， 赤路健一， 今野博行． Callipeltin

for survival/death of neural stem/progenitor cells

E の固相全合成． 日本農芸化学会2012年度大会 2012.3

induced by ischemic stroke． Cell Death Differ

京都

2012;19:756-67

生駒恵， 大槻雄介， 野坂和人， 今野博行． 抗真菌活性を

Okui S， Yamamoto H， Li W， Gamachi N， Fujita Y,

有する Bk-1229 の β-hydroxyTyr 部位の立体化学と合成

Kashiwamura S， Miura D， Takai S， Miyazaki M,

に関する研究． 日本農芸化学会2012年度大会 2012.3 京

Urade M， Okamura H， Ueda H． Cisplatin-induced

都

acute renal failure in mice is mediated by chymase-

林麻利亜， 中村幸恵， 村上真愛， 田鶴谷惠子， 野坂和
人， 山田和子． ユーグレナにおけるチアミン生合成経路の
研究．日本薬学会第132年会 2012.3 札幌
江嵜啓祥， 門口泰也， 野坂和人， 佐治木弘尚． 球状活性
炭担持型パラジウム触媒による官能基選択的接触還元反応

activated angiotensin-aldosterone system and
interleukin-18． Eur J Pharmacol 2012;685:149-55
■学会発表■
［国際学会］
Ikeda K， Suzuki Y， Kawakami K． Development of

兵庫医大業績録（2012）
gustatory papillae in the absence of Six1 and Six4.
Society for Developmental Biology 71st Annual
Meeting（SDB）2012.7 Montreal
Yajima H， Suzuki M， Ochi H， Ikeda K， Sato S,
Ogino H， Ueno N， Kawakami K． Key regulator for
developmental and evolutionary switch from RohonBeard cells to dorsal root ganglia． Society for

5

［国際学会］
Saito Y， Fujihara Y， Murayama Y． A study of
reconstruction watcher in disaster area． The ACM
SIGCHI Conference on Human Factors in Computing
Systems（CHI2012）2012.5 Austin
［研究会・講演会等］
西岡大， 藤原康宏， 村山優子． 知識のないユーザの情報セ

Developmental Biology 71st Annual Meeting（SDB）

キュリティ技術の安心感に対する知識と経験の影響． 情

2012.7 Montreal

報 処 理 学 会 第3回セキュリティ心 理 学とトラスト研 究 会

Sato S， Ikeda K， Shioi G， Nakao K， Yajima H,

2012.5 習志野

Kawakami K． Six1 expression is regulated by

西岡大， 齊藤義仰， 藤原康宏， 村山優子． 知識のない

evolutionarily conserved enhancers． Society for

ユーザを対象とした情報セキュリティ技術に関する安心

Developmental Biology 71st Annual Meeting（SDB）

モデルの考察． 情報処理学会マルチメディア， 分散， 協

2012.7 Montreal

調とモバイルシンポジウム（DICOMO2012）2012.7 加賀

［国内学会］
Sato S， Ikeda K， Shioi G， Nakao K， Aizawa S,
Yajima H， Kawakami K． Conservation and diversity
of Six1 gene enhancers in chordates． Joint Meeting
of the 45th Annual Meeting of the Japanese Society of
Developmental Biologists（JSDB2012）& The 64th
Annual Meeting of the Japan Society for Cell Biology
（JSCB2012）2012.5 Kobe
Ikeda K， Suzuki Y， Kawakami K． Developmental
defects of gustatory papillae in Six gene-knockout
mice． Joint Meeting of the 45th Annual Meeting of
the Japanese Society of Developmental Biologists
（JSDB2012）& The 64th Annual Meeting of the Japan
Society for Cell Biology（JSCB2012）2012.5 Kobe
池田啓子． DYT12モデルマウスの小脳抑制系神経伝達の
変化． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋
［研究会・講演会等］
池田啓子． 頭部感覚器発生を司る遺伝子カスケード． 兵庫医
科大学医学会学術講演会 2012.1 西宮

情報学

Informatics
■著書■
藤原康宏， 加藤浩． 相互評価． 永岡慶三， 植野真臣,
山内祐平 編著． 日本教育工学会 監． 教育工学における
学習評価． 京都：ミネルヴァ書房 2012:143-58
■学術論文■
［原著］
Murayama Y， Fujihara Y， Saito Y， Nishioka D.
Usability issues in security． Security Protocols XX
2012;7622:161-71
西岡大， 藤原康宏， 村山優子． 専門知識のないユーザを
対象とした情報セキュリティ技術に関する安心感の調査.
情報処理学会論文誌 2012;53:2213-24
■学会発表■
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〔保健体育系学科目〕
Health and Physical Education Subject

健康スポーツ科学

Health and Sports Sciences
■学術論文■
［原著］
Furuta T， Takemura M， Tsujita J， Oku Y.

Meeting（ACSM2012）2012.5 San Francisco
［国内学会］
辻田純三， 武村政徳， 古田高征， 玉木彰， 越久仁敬.
干渉波による経皮的頸部刺激は嚥下閾値を低下させる． 第
47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸
武村政徳， 石田哲士， 藤竹俊輔， 秋山隆一， 出原千寛,
辻田大， 辻田純三． 収縮−弛緩タイプのストレッチング効
果． 第47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸
古田高征， 辻田純三． 鍼の刺激感覚の違いによる柔軟性へ

Interferential electric stimulation applied to the neck

の影響． 第61回全日本鍼灸学会学術大会 2012.6 四日市

i n c r e a s e s s w a l l o w i n g f r e q u e n c y． D y s p h a g i a

武村政徳， 中尾哲也， 栗田興司， 山本隼人， 辻田純三.

2012;27:94-100
■学会発表■
［国際学会］
Kanoh Y， Takemura M， Kurita K， Kaya M,
T s u c h i y a M， T s u j i t a J． I n f l u e n c e o f v e r v a l
instruction for center of gravity position and sex on

四肢挙上を用いた腰部体幹伸筋群強化運動． 第67回日本
体力医学会大会 2012.9 岐阜
山本隼年， 武村政徳， 辻田純三． 野球選手における体幹
回旋可動域の一評価方法の検討． 第6７回日本体力医学会
大会 201２.9 岐阜
中尾哲也， 辻田純三， 平川和文， 増田研一， 金井成行.

landing muscle activity． American College of Sports

下部体幹筋群収縮様式の違いが股関節可動域と筋力に及

Medicine 59th Annual Meeting（ACSM2012）2012.5

ぼす影響． 第67回日本体力医学会大会 2012.9 岐阜

San Francisco
Kurita K， Takemura M， Kanoh Y， Kaya M,
Tsuchiya M， Tsujita J． Effects on leg muscle
activity using the compression belt on squat exercise.

山下陽一郎， 小田南州生， 賀屋光晴， 辻田純三． 運動習
慣の変化が体力テストの結果に及ぼす影響． 第67回日本体
力医学会大会 2012.9 岐阜
賀屋光晴， 山下陽一郎， 小山勝弘， 大谷秀憲， 玉木彰,

American College of Sports Medicine 59th Annual

辻田純三． 医療系大学生の体力に関する研究（４）
． 第67

Meeting（ACSM2012）2012.5 San Francisco

回日本体力医学会大会 2012.9 岐阜

Yamamoto H， Takemura M， Kurita K， Kanoh Y,

大谷秀憲， 賀屋光晴， 辻田純三． 高体温が上肢運動時の

Kaya M， Tsuchiya M， Tsujita J． A comparative

活動筋および非活動筋の筋疲労に及ぼす影響． 第67回日

electromyographic analysis of the shoulder muscles

本体力医学会大会 2012.9 岐阜

during elevation in the scapular plane． American

栗田興司， 武村政徳， 中尾哲也， 賀屋光晴， 辻田純三.

College of Sports Medicine 59th Annual Meeting

特性ベルトによる下肢基部加圧がスクワット動作時の大腿部

（ACSM2012）2012.5 San Francisco
Fujitake S， Takemura M， Ishida T， Dehara C,
Tsujita J． Electromyographic analysis of the

筋活動へ及ぼす影響． 第67回日本体力医学会大会 2012.9
岐阜
伊藤健司， 武村政徳， 辻田純三． 健康力測定を用いた健

infraspinatus muscle during several shoulder elevation

康力評価尺度の作成． 第67回日本体力医学会大会 2012.9

tasks． American College of Sports Medicine 59th

岐阜

Annual Meeting（ACSM2012）2012.5 San Francisco
Ishida T， Takemura M， Fujitake S， Dehara C， Park
M， Hashiguchi Y， Tsujita J． Electromyographic
analysis of the lower extremity position during trunk

辻田純三， 中尾哲也， 武村政徳， 伊藤健司， 賀屋光晴.
加齢に伴う歩行障害の発症要因と予防方法の検討． 第67
回日本体力医学会大会 2012.9 岐阜
狩野祐司， 武村政徳， 辻田純三． ジャンプ着地における口

exercise in prone position． American College of

頭指示が筋放電活動に与える影響−第2報 女性を対象−.

Sports Medicine 59th Annual Meeting（ACSM2012）

第67回日本体力医学会大会 2012.9 岐阜

2012.5 San Francisco

藤高紘平， 大槻伸吾， 藤竹俊輔， 岸本恵一， 橋本雅至,

Dehara C， Takemura M， Ishida T， Fujitake S,

武村政徳， 辻田純三， 大久保衞． サッカー選手における

Tsujita J． Electromyographic analysis of the upper

第5中足骨疲労骨折の運動学的特徴と身体的特徴との関連.

limb position during trunk exercise in prone position.
American College of Sports Medicine 59th Annual
Meeting（ACSM2012）2012.5 San Francisco
Takemura M， Kaya M， Tsujita J， Oku Y.
Determination of anaerobic threshold by the

第23回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2012.11 横浜
藤竹俊輔， 武村政徳， 藤高紘平， 辻田純三， 立入克敏.
挙上面の違いによる肩関節周囲筋の筋活動． 第23回日本
臨床スポーツ医学会学術集会 2012.11 横浜
［地方学会］

breakpoint of locomotor respiratory coupling.

辻田純三， 伊藤健司， 狩野祐司， 賀屋光晴， 栗田興司,

American College of Sports Medicine 59th Annual

武村政徳．ミニ・ストレッチボールの効果について． 日本体

兵庫医大業績録（2012）
力医学会第26回近畿地方会 2012.1 北葛城
武村政徳， 伊藤健司， 辻田純三． 小学生の体力は上向い
ているのか？−「健康力測定」を用いた検証−． 日本体力
医学会第26回近畿地方会 2012.1 北葛城
中尾哲也， 増田研一， 金井成行， 辻田純三， 平川和文.
片脚起立安定時骨盤回旋角度計測の妥当性と信頼性． 日
本体力医学会第26回近畿地方会 2012.1 北葛城
伊藤健司， 武村政徳， 辻田純三． 一般高齢者における体
力維持に必要な運動量について−健康力年齢と歩数との
関係に着目して−． 日本体力医学会第26回近畿地方会
2012.1 北葛城
賀屋光晴， 谷所慶， 岡田修一， 高田義弘， 辻田純三,
桂豊， 福田一儀， 矢野琢也， 長野崇， 平川和文． ひょう
ごジュニアスポーツアカデミーの事業評価に関する研究Ⅰ～
アカデミー生選考会～． 兵庫体育・スポーツ科学学会第23
回大会 2012.5 姫路
■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 2012.3 加古川

7
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専 門 部 門
Specialty Division
〔基礎医学系講座〕
Basic Medicine Seminars

解剖学

Anatomy

細胞生物部門

Division of Cell Biology
■学術論文■

疼痛． 東京：克誠堂出版 2011:11-23
■学術論文■
［総説］
山中博樹， 野口光一． あなたにもわかる痛みのメカニズム.
分子リウマチ治療 2012;5:16-22
山中博樹， 野口光一． 神経障害性疼痛の病態． Brain and
Nerve 神経研究の進歩 2012;64:1255-65
［原著］
Kashimoto R， Yamanaka H， Kobayashi K， Okubo M,
Yagi H， Mimura O， Noguchi K． Phosphorylation of
Ezrin/Radixin/Moesin（ERM）protein in spinal
microglia following peripheral nerve injury and
lysophosphatidic acid administration． Glia

［総説］

2012;61:338-48

前田誠司， 早川徹， 関真． 腎臓の副交感性調節とアセチル

Daigo E， Sakuma Y， Miyoshi K， Noguchi K， Kotani

コリンの作用経路． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:79-

J． Increased expression of interleukin-18 in the

88

trigeminal spinal subnucleus caudalis after inferior

［原著］

alveolar nerve injury in the rat． Neurosci Lett

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

2012;529:39-44

Seki M． Localization in the vagal ganglia of calcitonin

Lee SM， Cho YS， Kim TH， Jin MU， Ahn DK,

gene-related peptide and calretinin immunoreactive

Noguchi K， Bae YC． An ultrastructural evidence for

neurons that innervate the cervical an d t h e

the expression of transient receptor potential ankyrin 1

subdiaphragmatic esophagus of the rat． J Chem

（TRPA1）in astrocytes in the rat trigeminal caudal

Neuroanat 2012;43:34-42
■学会発表■

nucleus． J Chem Neuroanat 2012;45:45-9
Kobayashi K， Yamanaka H， Yanamoto F， Okubo M,

［国内学会］

Noguchi K． Multiple P2Y subtypes in spinal microglia

全瑨坤， 前田誠司， 大谷佐知， 田中宏一， 早川徹， 関
真． ラット腎上皮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117回日本解剖学会総会・
全国学術集会 2012.3 甲府

are involved in neuropathic pain after peripheral
nerve injury． Glia 2012;60:1529-39
Wang S， Dai Y， Kobayashi K， Zhu W， Kogure Y,
Yamanaka H， Wan Y， Zhang W， Noguchi K.

田中宏一， 早川徹， 前田誠司， 桑原佐知， 関真． 壁側

Potentiation of the P2X3 ATP receptor by PAR-2 in

腹膜の知覚神経終末． 第117回日本解剖学会総会・全国

rat dorsal root ganglia neurons， through protein

学術集会 2012.3 甲府

kinase-dependent mechanisms， contributes to

早川徹， 大谷佐知， 前田誠司， 田中宏一， 関真．ラットの

inflammatory pain． Eur J Neurosci 2012;36:2293-301

頸部及び横隔膜下食道に分布するCGRPとカルレチニン免疫

Okubo M， Yamanaka H， Kobayashi K， Kanda H， Dai

陽性ニューロンの迷走神経節内の分布． 第117回日本解剖

Y， Noguchi K． Up-regulation of platelet-activating

学会総会・全国学術集会 2012.3 甲府

factor synthases and its receptor in spinal cord

早川徹， 大谷佐知， 前田誠司， 田中宏一， 関真．ラットの

contribute to development of neuropathic pain

迷走神経運動ニューロンの胃， 十二指腸， 小腸と大腸へ

following peripheral nerve injury． Mol Pain 2012;8:8

の投射様式． 第65回日本自律神経学会総会 2012.10 東京

Fukuoka T， Yamanaka H， Kobayashi K， Okubo M,
Miyoshi K， Dai Y， Noguchi K． Re-evaluation of the
phenotypic changes in L4 dorsal root ganglion neurons

神経科学部門

Division of Neuroscience

after L5 spinal nerve ligation． Pain 2012;153:68-79
Xie MJ， Yagi H， Kuroda K， Wang CC， Komada K,
Zhao H， Sakakibara A， Miyata T， Nagata K， Oka

■著書■

Y， Iguchi T， Sato M． WAVE2 - Abi2 complex

野口光一． 運動器の痛みの慢性化のメカニズム． 中村耕三,

controls growth cone activity and regulates the

山下敏彦 編． 運動器のペインマネジメント． 東京：中山書

multipolar–bipolar transition as well as the initiation

店 2011:9-20

of glia-guided migration． Cereb Cortex 2012;7:bhs123

福岡哲男， 野口光一． 末梢神経・一次ニューロンの可塑的

Iguchi T， Yagi H， Wang CC， Sato M． A tightly

変化から見る神経障害性疼痛． 眞下節 編． 神経障害性

controlled conditional knockdown system using the

兵庫医大業績録（2012）

9

tol2 transposon-mediated technique． PLoS One

artemin inflammation． The 42nd Annual Meeting of

2012;7:e3380

the Society for Neuroscience（Neuroscience2012）

Urano T， Shiraki M， Yagi H， Ito M， Sasaki N,

2012.10 New Orleans

Sato M， Ouchi Y， Inoue S． GPR98/Gpr98 gene is

Yu L， D a i Y， N o g u c h i K． I n h i b i t o r y e f f e c t o f

involved in the regulation of human and mouse bone

stilbenoids in TRP channels． The 42nd Annual

mineral density． J Clin Endocrinol Metab 2012;97:
E565-74
■学会発表■
［国際学会］

Meeting of the Society for Neuroscience
（Neuroscience2012）2012.10 New Orleans
Kanda H， Kobayashi K， Yamanaka H， Noguchi K.
Endothelial PGI2 is involved in pathogenesis of

Noguchi K． Leukotriene synthases and the receptors in

neuropathic pain in spinal cord following peripheral

nociceptive pathway contribute to the neuropathic

nerve injury． The 42nd Annual Meeting of the

and inflammatory pain． 14th World Cogress on Pain

Society for Neuroscience（Neuroscience 2012）2012.10

（IASP2012）2012.8 Milan
Fukuoka T， Dai Y， Noguchi K． Delayed intrathecal
infusion of glial cell line-derived neurotrophic factor

New Orleans
［国内学会］
小林希実子． 疼痛伝達系におけるATP受容体の役割．
（受

exerts anti-allodynic effect by mitigation of injury-

賞講演）第117回日本解剖学会総会・全国学術集会 2012.3

induced neuropeptide expression in touch-sense

甲府

pathway following L5 spinal nerve ligation． 14th
World Cogress on Pain（IASP2012）2012.8 Milan
Kobayashi K， Yamanaka H， Noguchi K． Changes in

野口光一． 痛みの科学−神経障害性疼痛のメカニズムと神経
可塑性−．（共催セミナー）日本ペインクリニック学会第46回
大会 2012.7 出雲

the expression pattern of P2X receptors in the rat

野口光一． 痛み研究の目指すところ：今後の研究の方向性に

DRG following peripheral nerve injury． The 42nd

ついて．（シンポジウム）日本ペインクリニック学会第46回大会

Annual Meeting of the Society for Neuroscience

2012.7 出雲

（Neuroscience2012）2012.10 New Orleans
Yamanaka H，Kobayashi K，Noguchi K．Phosphorylation
of L1-CAM is differentially regulated in somata and

宮川慈子， 小林希実子， 山中博樹， 戴毅， 八木秀司,
野口光一． Arteminによる疼痛関連TRP受容体発現調節.
第34回日本疼痛学会 2012.7 熊本

central terminal of DRG neuron after nerve injury.

神田浩里， 小林希実子， 山中博樹， 野口光一．ラット脊髄

The 42nd Annual Meeting of the Society for

におけるPGD2とTXA2合成酵素および受容体の発現と疼痛

Neuroscience（Neuroscience2012）2012.10 New
Orleans
Takahashi E， Yamanaka H， Sakagami M， Noguchi K.
Effect of Rho kinase inhibitor on the morphology of

行動への関与． 第34回日本疼痛学会 2012.7 熊本
福岡哲男， 三好歓， 野口光一． GDNFは神経障害による触
覚経路での神経ペプチド発現誘導を抑えることで抗アロディニ
ア作用を発揮する． 第34回日本疼痛学会 2012.7 熊本

glial cells in the rat spinal cord of neuropathic pain

野口光一． 神経障害性疼痛の動物モデルと遺伝子発現．（シ

model． The 42nd Annual Meeting of the Society for

ンポジウム）第 2 7 回日本 整 形 外 科 学 会 基 礎 学 術 集 会

Neuroscience（Neuroscience2012）2012.10 New
Orleans

2012.10 名古屋
神田浩里， 小林希実子， 山中博樹， 野口光一． 末梢神経

Miyoshi K， Fukuoka T， Noguchi K． Spatio-temporal

障害後の脊髄におけるPGI2合成酵素および受容体の発現と

imaging of spinal activities in the rat model of pain

疼痛行動への関与． 第5回日本運動器疼痛学会 2012.11

hypersensitivity． The 42nd Annual Meeting of the

東京

Society for Neuroscience（Neuroscience2012）2012.10
New Orleans
Yagi H， Kuroda K， Xie MJ， Ikeda H， Iguchi T,
Komada M， Murase K， Okabe M， Noguchi K,
Sato M． Filip is involved in the morphological control

三好歓， 福岡哲男， 野口光一． 慢性疼痛モデルラットを用い
た脊髄神経活動の時間空間的解析． 第5回日本運動器疼
痛学会 2012.11 東京
［科学研究費等班会議］
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

of dendritic spine through actomyosin regulation.

達制御機構． 新学術領域研究「生命応答を制御する脂質

The 42nd Annual Meeting of the Society for

マシナリー」第3回班会議 2012.11 秋田

Neuroscience（Neuroscience2012）2012.10 New
Orleans
Miyagawa Y， Kobayashi K， Yamanaka H， Yu L， Dai
Y， Yagi H， Noguchi K． Regulation of TRPV1 and
TRPA1 channels expression in sensory neurons by

［研究会・講演会等］
野口光一． 痛みの分子メカニズム．（特別講演）第13回北海
道疼痛研究会 2012.9 札幌
野口光一． 痛みの分子メカニズム．（特別講演）和歌山麻酔
科学セミナー 2012.11 和歌山
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福岡哲男， 野口光一． GDNFによる抗アロディニア作用の新

Hirata Y， Oku Y． TRP channels are involved in

しい分子メカニズム． 平成24年度生理学研究所研究会

mediating hypercapnic Ca responses in rat glia-rich

2012.12 岡崎

medullary cultures independent of extracellular pH.
第89回日本生理学会大会 2012.3 松本

生理学

Physiology

生体機能部門

Division of Physiome
■学術論文■
［総説］
越久仁敬． 非線形ダイナミクス解析． Annual Review 呼吸
器 2012: 68-73
荒田晶子． 橋の呼吸調節神経機構． 自律神経 2012;49:2432
［原著］
Furuta T， Takemura M， Tsujita J， Oku Y.

越久仁敬． 呼吸器系の機能イメージング−現状と未来への
展望．（教育講演）第52回日本呼吸器学会学術講演会
2012.4 神戸
越久仁敬． 頸部の干渉波電気刺激による嚥下促通効果． 第
52回日本呼吸器学会学術講演会 2012.4 神戸
辻田純三， 武村政徳， 古田高征， 玉木彰， 越久仁敬.
干渉波による経皮的頚部刺激は嚥下閾値を低下させる． 第
47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸
解良武士， 安福祐一， 玉木彰， 大島洋平， 大久保康,
越久仁敬． 運動呼吸同調現象の誘発が胸腹部運動からみ
た呼吸パターンへ及ぼす影響． 第47回日本理学療法学術
大会 2012.5 神戸
安福祐一， 玉木彰， 解良武士， 大久保康， 越久仁敬． ペ
ダリング運動におけるLocomotor Respiratory Couplingの

Interferential electric stimulation applied to the neck

誘発が運動継続時間や呼吸パターンに及ぼす影響． 第47

i n c r e a s e s s w a l l o w i n g f r e q u e n c y． D y s p h a g i a

回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸

2012;27:94-100

三分一史和， 越久仁敬， 岡田泰昌， 川合成治， 田村義保,

Mats umoto H， Hir ata Y， Otsu ka K， Iwa t a T ,

石黒真木夫． 機能画像と高次脳機能 生体イメージングデー

Inazumi A， Niimi A， Ito I， Ogawa E， Muro S,

タ解析のための時空間フィルタリング法． 第17回認知神経科

Sakai H，Chin K，Oku Y，Mishima M.
Interleukin-13 enhanced Ca2+ oscillations in airway
smooth muscle cells． Cytokine 2012;57:19-24

学会学術集会 2012.9 東京
Fujiki Y， Okada Y， Oku Y， Yokota S， Tamura Y,
Ishiguro M， Miwakeichi F． Spatial averaging of

三分一史和， 越久仁敬， 岡田泰昌， 川合成治， 田村義保,

dynamic voltage imaging data by standardizing

石黒真木夫． 単一試行生体イメージングデータ解析のため

the shape， size and internal structure of multiple

のAR型モデルに基づく時空間フィルタリング法． 統計数理
2012;60:149-57

samples． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋
Arata A． The role of homeobox genes and synaptic

Okada Y， Sasaki T， Oku Y， Takahashi N， Seki M,

activity in the formation of the respiratory network.

Ujita S， Tanaka KF， Matsuki N， Ikegaya Y.

（シンポジウム 招待講演）第35回日本神経科学大会 2012.9

Preinspiratory calcium rise in putative pre-Bötzinger
complex astrocytes． J Physiol 2012;590:4933-44
■学会発表■
［国内学会］
Koganezawa T， Okada Y， Terui N， Paton J， Oku
Y． A µ-opioid receptor agonist DAMGO induces
rapid breathing in the arterially-perfused in situ rat
preparation． 第89回日本生理学会大会 2012.3 松本
Okada Y， Yokota S， Oku Y． Identification of

名古屋
A o k i T， K i n o s h i t a M， A o k i R， A g e t s u m a M ,
Aizawa H， Yamazaki M， Arata A， Higashijima S,
Okamoto H． Encoding the avoidance memory in
zebrafish telencephalon． 第 3 5 回日本 神 経 科 学 大 会
2012.9 名古屋
Shimomura H， Nishiyama A， Tanizawa T， Arata A.
Properties of non-respiratory activity analyzed in
brainstem-spinal cord with unilateral upper limb

intrinsically chemosensitive astrocytes and neurons in

preparation． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋

the ventral medulla． 第89回日本生理学会大会 2012.3

Shiga M， Kume-Kanbara N， Shimomura H， Tanizawa

松本
Shimomura H， Tanizawa T， Arata A． Analysis of the
mechanism for fetal movement from fetal stage to
neonatal stage． 第89回日本生理学会大会 2012.3 松本
Shiga M， Kanbara-Kume N， Shimomura H， Okabe A,
Tanizawa T， Arata A． Developmental changes of
respiratory rhythm modulation in the hypoxia
condition． 第89回日本生理学会大会 2012.3 松本

T， Arata A． The central chemoreception in hypoxic
condition using neonatal brainstem-spinal cord
preparation． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋
荒田晶子， 下村英毅， 谷澤隆邦， 山中章弘． オレキシンに
よる呼吸神経回路の調節． 第65回日本自律神経学会総会
2012.10 東京
解良武士， 安福祐一， 玉木彰， 大島洋平， 大久保康,
越久仁敬． LRC誘発による呼吸困難感減少の要因につい

兵庫医大業績録（2012）
ての検討． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学
術集会 2012.11 福井
［研究会・講演会等］
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Okuwa H， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Tabata C,
Fukuoka K， Nakano T， Nishizaki T． Sphingosine
suppresses mesothelioma cell proliferation by

A r a t a A， S h i m o m u r a H． T h e p o s s i b l e r o l e s o f

inhibiting PKC-δ and inducing cell cycle arrest at the

respiratory neurons in nucleus parabrachialis complex

G0/G1 phase． Cell Physiol Biochem 2012;30:995-1004

using brainstem-spinal cord preparation isolated from

Kanno T， Nishimoto T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,

neonatal rat．（ワークショップ）第35回日本神経科学大会サ

Nishizaki T． Sphingosine induces apoptosis in MKN-

テライトシンポジウム 2012.9 岡崎

28 human gastric cancer cells in an SDK-dependent

Arata A， Ito M． Respiratory activities involved in the

manner． Cell Physiol Biochem 2012;30:987-94

cerebellar circuit formation during early development.

K a n n o T， T s u c h i y a A， S h i m i z u T， T a n a k a A ,

（ワークショップ）第35回日本神経科学大会サテライトシンポ

Nishizaki T． Indomethacin Serves as a Potential

ジウム 2012.9 岡崎

Inhibitor of Protein Phosphatases． Cell Physiol

志賀真理， 小林希実子， 下村英毅， 谷澤隆邦， 野口光
一， 荒田晶子． 周産期の低酸素受容に対するTRPA1チ
ャネルの関与． 第105回近畿生理学談話会 2012.9 守口
下村英毅， 谷澤隆邦， 荒田晶子． 摘出脳幹−脊髄標本に
おける胎動性活動の発達過程の解析． 第40回自律神経生
理研究会 2012.12 東京

Biochem 2012;30:1014-22
Gotoh A， Kanno T， Nagaya H， Nakano T， Tabata C,
Fukuoka K， Tagawa M， Nishizaki T． Gene therapy
using adenovirus against malignant mesothelioma.
Anticancer Res 2012;32:3743-7
Kanno T， Nakano T， Fujita Y， Gotoh A， Nishizaki T.

■その他■

Adenosine induces apoptosis in SBC-3 human lung

荒田晶子． 呼吸中枢について−最近の知見−． 田中啓

cancer cells through A3 adenosine receptor-dependent

治， 岡本仁 編．（ビデオ）脳科学の進歩 分子から心まで.

AMID upregulation． Cell Physiol Biochem

東京：放送大学教育振興会

2012;30:666-77
K a n n o T， T s u c h i y a A， S h i m i z u T， T a n a k a A ,
Nishizaki T． Novel indomethacin action：selective and

生体情報部門

Physiology Division of Bioinformation

direct activation of protein kinase C-ɛ． Cell Physiol
Biochem 2012;30:771-7
Kanno T， Shimizu T， Tanaka A， Nishimoto T,

■著書■

Nishizaki T． Free fatty acid derivative HUHS2002

Nishizaki T， Kanno T． Resveratrol：a candidate drug

potentiates α7 ACh receptor responses through

for treating rheumatoid arthritis． In：Lemmey AB.
Rheumatoid arthritis - treatment． Intech 2012:269-84
■学術論文■
［原著］
Kanno T， Nishizaki T． A2a adenosine receptor mediates
PKA-dependent glutamate release from synaptic-like

indirect activation of CaMKII． Lipids 2012;47:865-71
Otsuki T， Kanno T， Fujita Y， Tabata C， Fukuoka K,
Nakano T， Gotoh A， Nishizaki T． A 3 adenosine
receptor-mediated p53-dependent apoptosis in Lu-65
human lung cancer cells． Cell Physiol Biochem
2012;30:210-20

vesicles and Ca2+ efflux from an IP3 - and ryanodine-

Nagaya H， Tagawa M， Hiwasa K， Terao S， Kanno T,

insensitive intracellular calcium store in astrocytes.

Nishizaki T， Gotoh A． Fiber-substituted conditionally

Cell Physiol Biochem 2012;30:1398-412

replicating adenovirus for oncolysis of human renal

Kanno T， Gotoh A， Nakano T， Tagawa M， Nishizaki

carcinoma cells． Anticancer Res 2012;32:2985-9

T． Beneficial oncolytic effect of fiber-substituted

Kanno T， Tanaka A， Nishizaki T． Linoleic acid

conditionally replicating adenovirus on human lung

derivative DCP-LA stimulates vesicular transport of

cancer． Anticancer Res 2012;32:4891-5

α7 ACh receptors towards surface membrane. Cell

Kanno T， Gotoh A， Fujita Y， Nakano T， Nishizaki T.

Physiol Biochem 2012;30:75-82

A 3 adenosine receptor mediates apoptosis in 5637

Nogi Y， Kanno T， Nakano T， Fujita Y， Tabata C,

human bladder cancer cells by G q protein/PKC-

Fukuoka K， Gotoh A， Nishizaki T． AMP converted

dependent AIF upregulation． Cell Physiol Biochem

from intracellularly transported adenosine upregulates

2012;30:1159-68

p53 expression to induce malignant pleural

Gotoh A， Nagaya H， Kanno T， Nishizaki T． Anti
tumor action of α1-adrenoceptor blockers on human
bladder， prostate and renal cancer cells.
Pharmacology 2012;90:242-6

mesothelioma cell apoptosis． Cell Physiol Biochem
2012;30:61-74
Kamiya H， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,
Nishizaki T． Apoptosis-related gene transcription in
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human A549 lung cancer cells via A 3 adenosine
receptor． Cell Physiol Biochem 2012;29:687-96

増加させる． 兵庫医大・産業医大・徳島大・九州大合同セ
ミナー 2012.12 神戸

Honda M， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,

西本高明．うつ病モデルマウスに対するDCP-LAの作用とその

Nishizaki T． Mesothelioma cell proliferation through

機序． 第6回兵庫医科大学主催3大学合同勉強会 2012.12

autocrine activation of PDGF-ββ receptor． Cell

神戸

Physiol Biochem 2012;29:667-74
K a n n o T， Y a g u c h i T， S h i m i z u T， T a n a k a A ,

生化学

Nishizaki T． 8-［2-（2-Pentyl-cyclopropylmethyl）
cyclopropyl］
-octanoic acid and its diastereomers

Biochemistry

improve age-related cognitive deterioration． Lipids
2012;47:687-95

■著書■

Okada A， Yaguchi T， Kanno T， Gotoh A， Nakano T,

鈴木敬一郎． 15 糖質代謝Ⅰ：主要代謝経路と制御， 16 糖質

Nishizaki T． PDGF-D/PDGF-ββ receptor-regulated

代謝Ⅱ：特別な経路と複合糖質． 上代淑人， 澁谷正史,

chemotaxis of malignant mesothelioma cells． Cell

井原康夫 監訳． デブリン生化学臨床の理解のために． 原

Physiol Biochem 2012;29:241-50

書7版． 東京：丸善出版 2012:759-864

Kanno T， Yaguchi T， Nagata T， Nishizaki T.
Indomethacin activates protein kinase C and
potentiates α7 ACh receptor responses． Cell Physiol
Biochem 2012;29:189-96
Tsuchiya A， Kanno T， Saito M， Miyoshi Y， Gotoh A,

■学術論文■
［原著］
Yoshihara D， Fujiwara N， Kato S， Sakiyama H,
Eguchi H， Suzuki K． Alterations in renal iron
metabolism caused by a copper/zinc-superoxide

Nakano T， Nishizaki T． Intracellularly transported

dismutase deficiency． Free Radic Res 2012;46:750-7

adenosine induces MCF-7 human breast cancer cells

Chen X， Shang H， Qiu X， Fujiwara N， Cui L， Li

by accumulating AMID in the nucleus． Cancer Lett

XM， Gao TM， Kong J． Oxidative modification of

2012;321:65-72

cysteine 111 promotes disulfide bond-independent

Tamura K， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,

aggregation of SOD1． Neurochem Res 2012;37:835-45

Nishizaki T． A2a adenosine receptor mediates HepG2

Ihara K， Fujiwara N， Yamaguchi Y， Torigoe H,

cell apoptosis by downregulating Bcl-X L expression

Wakatsuki S， Taniguchi N， Suzuki K． Structural

and upregulating bid expression． J Cell Biochem

switching of Cu，
Zn-superoxide dismutases at loop VI：

2012;113:1766-75

Insights from the crystal structure of 2-

Kanno T， Yaguchi T， Nagata T， Shimizu T， Tanaka
A， Nishizaki T． Indomethacin enhances learning
and memory potential by interacting with CaMKII.
J Cell Physiol 2012;227:919-26

mercaptoethanol-modified enzyme． Biosci Rep
2012;32:539-48
Shodai A， Ido A， Fujiwara N， Ayaki T， Morimura
T， Oono M， Uchida T， Takahashi R， Ito H,

Nakayama H， Yaguchi T， Yoshiya S， Nishizaki T.

Urushitani M． Conserved acidic amino acid residues

Resveratrol induces apoptosis MH7A h u m a n

in a second RNA recognition motif regulate assembly

rheumatoid arthritis synovial cells in a sirtuin

and function of TDP-43． PLoS One 2012;7:e52776

1-dependent manner． Rheumatol Int 2012;32:151-7
Kimura R， Mactavish D， Yang J， Westaway D,

■学会発表■
［国際学会］

Jhamandas JH． Beta amyloid-induced depression of

Fujiwara N， Ihara K， Kato S， Yoshihara D， Eguchi

hippocampal long-term potentiation is mediated

H， Sakiyama H， Suzuki K． The forms of loops VI

through the amylin receptor． J Neurosci

including reactive Cys 111 of human copper-zinc

2012;32:17401-6

superoxide dismutase． 13th FAOBMB International

Kimura R， Ma LY， Wu C， Turner D， Shen JX,
Ellsworth K， Wakui M， Maalouf M， Wu J． Acute

Congress of Biochemistry and Molecular Biology 2012
（FAOBMB2012）2012.11 Bangkok

exposure to the mitochondrial complex I toxin

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

rotenone impairs synaptic long-term potentiation in

Suzuki K． The new insight of transcriptional

r a t h i p p o c a m p a l s l i c e s． C N S N e u r o s c i T h e r

activation of Carbohydrate Response Element-binding

2012;18:641-6

Protein（ChREBP）． 13th FAOBMB International

■その他■
菅野武史， 土屋綾子， 田中明人， 西崎知之． DCP-LAは
4.1N依存性にα7アセチルコリン受容体の細胞膜表面発現を

Congress of Biochemistry and Molecular Biology 2012
（FAOBMB2012）2012.11 Bangkok
［国内学会］

兵庫医大業績録（2012）
寺西佑理， 河原正浩， 藤原範子， 上田宏， 鈴木敬一郎，
長棟輝行． 細胞増殖活性を指標とした抗体選択法． 化学
工学会第77年会 2012.3 東京
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Publishers 2011:131-51
■学術論文■
［原著］

江口裕伸， 藤原範子， 崎山晴彦， 吉原大作， 鈴木敬一

Kitanaka N， Kitanaka J， Hall FS， Uhl GR， Watabe

郎． LPSによるNO産生作用における過酸化水素の影響.

K， Kubo H， Takahashi H， Takemura M.

第12回日本NO学会学術集会 2012.6 神戸

Attenuation of methamphetamine-induced conditioned

藤原範子， 伊原健太郎， 山口芳樹， 若槻壮市， 谷口直

place preference in mice after a drug-free period and

之， 鈴木敬一郎．ヒトSOD1二量体のループV Iは非対称

facilitation of this effect by exposure to a running

構 造を有する． 第65回日本 酸 化ストレス学 会 学 術 集 会

wheel． J Exp Neurosci 2012;6:11-9
Kitanaka N， Kitanaka J， Hall FS， Uhl GR， Watabe

2012.6 徳島
吉原大作， 藤原範子， 加藤信介， 崎山晴彦， 江口裕伸,

K， Kubo H， Takahashi H， Tatsuta T， Morita

鈴木敬一郎． SOD1欠損が腎臓の鉄代謝に与える影響.

Y , T a k e m u r a M． A s i n g l e a d m i n i s t r a t i o n o f

第65回日本酸化ストレス学会学術集会 2012.6 徳島

methamphetamine to mice early in the light period

藤原範子， 伊原健太郎， 山口芳樹， 鳥越秀峰， 若槻壮
市， 谷口直之， 鈴木敬一郎． Cu/Zn-スーパーオキシドジ
スムターゼのループV I 構造は2 種類のタイプに分類される.
第85回日本生化学会大会 2012.12 福岡

decreases running wheel activity observed during the
dark period． Brain Res 2012;1429:155-63
Kitanaka J， Kitanaka N， Hall FS， Uhl GR， Asano H,
Chatani R， Hayata S， Yokoyama H， Tanaka K,

江口裕伸， 藤原範子， 崎山晴彦， 吉原大作， 鈴木敬一

Nishiyama N， Takemura M． Pretreatment with

郎． 活性酸素種によるNO産生増強作用の解析． 第85回

nomifensine or nomifensine analogue 4-phenyl-1,2,3,4-

日本生化学会大会 2012.12 福岡

tetrahydroisoquinoline augments methamphetamine-

崎山晴彦， 藤原範子， 江口裕伸， 吉原大作， 鈴木敬一
郎． 転写因子Carbohydrate Response Element-binding
Protein（ChREBP）の新規活性化因子の探索． 第85回
日本生化学会大会 2012.12 福岡

induced stereotypical behavior in mice． Brain Res
2012;1439:15-26
Kitanaka J， Kitanaka N， Hall FS， Uhl GR， Tanaka
K， Nishiyama N， Takemura M． Straub tail reaction

崎山晴彦， 藤原範子， 江口裕伸， 吉原大作， 鈴木敬一

in mice treated with σ１ receptor antagonist in

郎． 糖尿病病態下における転写因子 ChREBPの新規活性

combination with methamphetamine． Brain Res

化機構の解明． 第22回日本メイラード学会年会 2012.12 東

2012;1482:40-6
■学会発表■

京
［地方会等］

［国際学会］

野口隆弘， 藤原範子， 鴨田信子， 北野隆之， 武内悠希，

Kitanaka J， Kitanaka N， Hall FS， Uhl GR， Tanaka

吉原大作， 崎山晴彦， 江口裕伸， 鈴木敬一郎． 変異型

K， Nishiyama N， Takemura M． Hypothalamic

SOD1に対する新規モノクローナル抗体の反応性． 第59回日

histamine levels are negatively correlated with

本生化学会近畿支部例会 2012.5 京都

expression frequency of methamphetamine-induced

■特許■

stereotypical biting in mice． The 11th Biennial

漆谷真， 藤原範子， 伊東秀文． TDP-43の凝集体が蓄積す

Meeting of the Asian Pacific Society for

る疾患の発症リスクを予測する方法， 診断薬及び治療薬.
出願日：2012.2.13 出願番号：特願 2012-028737

Neurochemistry 2012.9 Kobe
Tanaka K， Kitanaka N， Kitanaka J， Yokoyama S,
Miyake T， Park M， Hanatani J， Oh-I H， Kishi Y,

薬理学

Pharmacology

Sato T， Nishikawa T， Takemura M， Baba A,
Nishiyama N． Mechanism of thymidine incorporation
into astrocytic acid insoluble fraction via SLC28 and
SLC29 on oxidative stress DNA injury． The 11th

■著書■

Biennial Meeting of the Asian Pacific Society for

Kitanaka N， Kitanaka J， Minami H， Okamoto H,

Neurochemistry 2012.9 Kobe

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

Kitanaka J， Kitanaka N， Hall FS， Uhl GR， Tanaka

Takemura M． Chapter 5． Isoliquiritigenin， a licorice

K， Nishiyama N， Takemura M． Nomifensine

flavonoid， inhibits methamphetamine-induced

analogue 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline displays

hyperlocomotion but not stereotypy or conditioned

dopaminergic agonist properties in mice． The 42nd

place preference in mice． In：Orney J， He X eds.

Annual Meeting of the Society for Neuroscience

Methamphetamines：Abuse， Health Effects and
Treatment Options． New York：Nova Science

（Neuroscience 2012） 2012.10 New Orleans
Kitanaka N， Kitanaka J， Hall FS， Uhl GR， Watabe
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病原微生物学

K， Kubo H， Takahashi H， Tanaka K， Nishiyama
N， Takemura M． Effects of experience of running

Microbiology

wheel on methamphetamine-induced conditioned place
preference in mice． The 42nd Annual Meeting of

■著書■

the Society for Neuroscience（Neuroscience 2012）

奥野壽臣． 水痘・帯状疱疹の免疫学． 浅野喜造 編． 水

2012.10 New Orleans
［国内学会］
北中順惠， 北中純一， 渡部要， 久保仁志， 高橋仁， 田
中康一， 西山信好， 竹村基彦． マウスの覚せい剤誘導場
所嗜好性は回転皿を経験することで消去促進される． 第85
回日本薬理学会年会 2012.3 京都
北中純一， 北中順惠， 南弘樹， 岡本正幸， 田中康一， 立
田知大， 守田嘉男， 西山信好， 竹村基彦． 甘草フラボノ
イドのイソリキリチゲニンはマウスにおける覚せい剤誘発自
発運動亢進を抑制する． 第85回日本薬理学会年会 2012.3
京都
田中康一， 北中順惠， 北中純一， 横山翔， 貴志由梨子,

痘・帯状疱疹のすべて． 東京：メジカルビュー社 2012:78-89
■学術論文■
［総説］
内山良介， 筒井ひろ子． インフラマソームの活性化． 炎症と
免疫 2012;20:27-30
筒井ひろ子．インフラマソームによるI L - 1 8 分泌とアレルギー疾
患． 実験医学 2012;30:1756-60
内山良介， 筒井ひろ子． ヘリコバクター・ピロリ感染による胃
炎発症機序の研究． 化学療法の領域 2012;28:1906-12
藤本ゆかり， 下山敦史， 佐伯昭典， 來山直弘， 生地哲平,
隅田泰生， 筒井ひろ子， 三宅健介， 深瀬浩一． 寄生性
細菌 H . p y l o r iおよび P . g i n g i v a l i sリピドAの化学合成と

佐藤友昭， 西川殷維， 竹村基彦， 馬場明道， 西山信

免疫調節活性． エンドトキシン・自然免疫研究 2012;15:7-15

好． 酸不溶性画分への酸化ストレスDNA障害修復における

Tsutsui H，Nakanishi K．Immunotherapeutic applications

チミジン取り込み機構． 第85回日本薬理学会年会 2012.3
京都

of IL-18． Immunotherapy 2012;4:1883-94
［原著］

田中康一， 北中順惠， 北中純一， 佐藤友昭， 西川殷維,

Kurashima Y， Amiya T， Nochi T， Fujisawa K,

竹村基彦， 馬場明道， 西山信好． チミジン取り込みにおけ

Haraguchi T， Iba H， Tsutsui H， Sato S， Nakajima

るヌクレオシド輸送体の詳細．日本薬学会第132年会 2012.3

S， Iijima H， Kubo M， Kunisawa J， Kiyono H.

札幌

Extracellular ATP mediates mast cell-dependent

田中康一， 北中順惠， 北中純一， 横山翔， 大井春菜， 三
宅照久， 朴珉世， 花谷淳弥， 貴志由梨子， 佐藤友昭,
西川殷維， 竹村基彦， 馬場明道， 西山信好． 酸化ストレ

intestinal inflammation through P2X7 purinoceptors.
Nat Commun 2012;3:1034
Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,

スDNA障害におけるアストロサイト酸不溶性画分へのチミ

S a s a k i Y， M a t s u s h i t a K， T a k i Y， F u t a t s u g i -

ジン輸送機構． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋

Yumikura S， Tsutsui H， Ishii KJ， Yoshimoto T,

北中順惠， 北中純一， 渡部要， 久保仁志， 高橋仁， 田

Akira S， Nakanishi K． Contribution of IL-33-

中康一， 西山信好， 竹村基彦． 覚せい剤を使った条件付

activated type II innate lymphoid cells to pulmonary

け場所嗜好性：回転皿および覚せい剤用量の影響． 第35回

eosinophilia in intestinal nematode-infected mice.

日本神経科学大会 2012.9 名古屋
北 中 純 一， 北 中 順 惠， Hall FS， Uhl GR， 浅 野 裕 美，

Proc Natl Acad Sci USA 2012;109:3451-6
Otani N， Yamanishi K， Sakaguchi Y， Imai Y， Shima

茶 谷 龍 己， 早 田 禎 子， 横 山 浩 子， 田 中 康 一， 西

M， Okuno T． Varicella-zoster virus-specific cell-

山 信 好， 竹 村 基 彦． Nomifensine類 似 物 質4-phenyl-

mediated immunity in subjects with herpes zoster． J

1,2,3,4-tetrahydroisoquinolineは マウスに お い てドー パ
ミン神経作動性である． 第35回日本神経科学大会 2012.9
名古屋
［研究会・講演会等］

Immunol Methods 2012;377:53-5
Hayashi K， Hooper LC， Okuno T， Takada Y， Hooks
JJ． Inhibition of HSV-1 by chemoattracted
neutrophils：supernatants of corneal epithelial cells

横山翔， 田中康一， 北中順惠， 北中純一， 三宅照久， 花

（HCE）and macrophages（THP-1）treated with virus

谷淳弥， 朴珉世， 大井春菜， 貴志由梨子， 佐藤友昭,

components chemoattract neutrophils（PMN）
， and

西川殷維， 竹村基彦， 馬場明道， 西山信好． 酸化ストレ

supernatants of PMN treated with these conditioned

スにおけるSLC28・SLC29を介した酸 不 溶 性 画 分 へ の

media inhibit viral growth． Arch Virol 2012;157:1377-

thymidine輸送機構． 第7回トランスポーター研究会年会
2012.6 京都

81
Matsuda F， Torii Y， Enomoto H， Kuga C， Aizawa N,
Iwata Y， Saito M， Imanishi H， Shimomura S,
Nakamura H， Tanaka H， Iijima H， Tsutsui H,
T a n a k a Y， N i s h i g u c h i S ． A n t i - i n t e r f e r o n -α
neutralizing antibody is associated with nonresponse

兵庫医大業績録（2012）
to pegylated interferon-α plus ribavirin in chronic
hepatitis C． J Viral Hepat 2012;19:694-703
Kosaka A， Yan H， Ohashi S， Gotoh Y， Sato A,
Tsutsui H， Kaisho T， Toda T， Tsuji NM.
Lactococcus lactis subsp. cremoris FC triggers IFN-γ

15

activated type II innate lymphoid cells to pulmonary
eosinophilia in intestinal nematode-infected mice． 第
77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6
神戸
内山良介， 筒井ひろ子． 細菌感染におけるFasシグナル依存

production from NK and T cells via IL-12 and IL-18.

的な炎症惹起のメカニズム． 第77回日本インターフェロン・サ

Int Immunopharmacol 2012;14:729-33

イトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

■学会発表■
［国際学会］
Yamada A， Okuno T， Baba K， Okuno Y， Maeda K,
K a s e Y， T a k a h a s h i K， Y a s u i Y， O k a b e N .
Effectiveness of vaccine against influenza A（H1N1）

Uchiyama R， Tsutsui H． Importance of Fas signaling
for inflammatory responses after Listeria

monocytogenes infection．（ワークショップ）第41回日本免
疫学会学術集会 2012.12 神戸
Okamoto T， Uchiyama R， Tsutsui H． IFNγ/STAT1-

2009 pdm in preventing household transmission.

mediated tissue factor expression contributes to T

15th International Congress on Infectious Diseases

cell-mediated hepatitis via induction of

（ICID2012）2012.6 Bangkok
Okuno T， Otani N， Yamanishi K， Sakaguchi Y， Imai

hypercoagulation in mice．（ワークショップ）第41回日本
免疫学会学術集会 2012.12 神戸

Y， Baba K， Shima M． Quantification of varicella-

Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,

zoster virus（VZV）-specific cell-mediated immunity

Sasaki Y， Matsushita K， Yumikura S， Tsutsui H,

in patients with varicella or zoster． 37th Annual

Ishii K， Yoshimoto T， Akira S， Nakanishi K.

Herpesvirus Workshop 2012.8 Calgary

Contribution of IL-33-activated type II innate

Hayashi K， Hooper LC， Okuno T， Hooks JJ． HCMV

lymphoid cells to pulmonary eosinophilia in

infected retinal endothelial cells（REC）release

Strongyloides venezuelensis -infected mice．（ワークショ

cytokine， chemokine and adhesion molecules． 37th

ップ）第41回日本免疫学会学術集会 2012.12 神戸

Annual Herpesvirus Workshop 2012.8 Calgary

Muto T， Yasuda K， Kawagoe T， Matsumoto M,

Tsutsui H． Contribution of IFN-γ/STAT1 signaling to

Sasaki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S,

T cell-mediated hepatitis through induction of hepatic

Tsutsui H， Ishii K， Yoshimoto T， Akira S,

hypercoagulation status．（Symposium）The 12th

Nakanishi K． Chitin induces lung eosinophilia

Biennial International Endotoxin & Innate Immunity

dependently on IL-33．（ワークショップ）第41回日本免疫

Society Meeting（IEIIS2012）2012.10 Tokyo
U c h i y a m a R． I m p o r t a n c e o f F a s s i g n a l i n g f o r

学会学術集会 2012.12 神戸
［地方会等］

inflammatory responses after Listeria monocytogenes

内山良介， 筒井ひろ子． 細菌感染によるFasシグナルを介し

infection． The 12th Biennial International Endotoxin

た炎症応答機構． 第65回日本細菌学会関西支部総会・学

& Innate Immunity Society Meeting（IEIIS2012）

術講演会 2012.11 神戸

2012.10 Tokyo
［国内学会］
Uchiyama R， Fukuda N， Tsutsui H． Contribution of

［科学研究費等班会議］
隅田泰生， 奥野壽臣， 中嶋一彦， 他8名． 糖鎖GNPにRS
ウイルスは結合するか． 厚生労働科学研究費補助金医療

IL-33 in induction of gastric inflammation in mice

機器開発推進研究事業「シュガーチップと糖鎖固定化金

infected with Helicobacter pylori ．（ワークショップ）第85

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

回日本細菌学会総会 2012.3 長崎

開発」平成23年度第2回班会議 2012.3 鹿児島

大谷成人， 島正之， 奥野壽臣． 帯状疱疹患者における細
胞性免疫の評価． 第86回日本感染症学会総会・学術講演
会 2012.4 長崎
岡 本 共 弘， 内 山 良 介， 西 口 修 平， 筒 井 ひ ろ 子.

［研究会・講演会等］
内山良介． Helicobacter pylori 感染によるIL-33依存的な胃
炎発症のメカニズム． 第6回細菌学若手コロッセウム 2012.8
東京

Concanavalin A重症肝炎の責任病態である肝局所DICに

■その他■

おける， IFNγ/STAT1に依存した組織因子発現誘導の重

筒井ひろ子． インフラマソームと疾患． 第9回消化器研究セミ

要性． 第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集
会 2012.6 神戸
Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,
S a s a k i Y， M a t s u s h i t a K， T a k i Y， F u t a t s u g i Yumikura S， Tsutsui H， Ishii KJ， Yoshimoto T,
Akira S， Nakanishi K． Contribution of IL-33-

ナー 2012.5 岡山

16

兵庫医大業績録（2012）

免疫学・医動物学

Immunology and Medical Zoology
■著書■
吉田裕樹， 中西憲司． サイトカインとケモカイン． 熊ノ郷淳,
阪口薫雄， 竹田潔， 吉田裕樹 編． 免疫学コア講義． 改
訂第3版． 東京：南山堂 2012:101-7
■学術論文■
［総説］
安田好文， 中西憲司． 蠕虫の排除と自然免疫・獲得免疫.
臨床免疫・アレルギー科 2012;57:307-15

抗体によるヴェネズエラ糞線虫排除機構． 第81回日本寄生
虫学会大会 2012.3 西宮
中西憲司． アレルギーに関与する基礎免疫の進歩1 IL-18と
IL-33で誘導されるアレルギー性炎症．（特別講演）第24回
日本アレルギー学会春季臨床大会 2012.5 吹田
松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 善本知広， 中西憲司.
ヴェネズエラ糞線虫に対する抗体依存性排虫機構． 第77回
日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸
Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,
S a s a k i Y， M a t s u s h i t a K， T a k i Y， F u t a t s u g i Yumikura S， Tsutsui H， Ishii KJ， Yoshimoto T,

中平雅清， 中西憲司． サイトカインの種類 インターロイキンIL-

Akira S， Nakanishi K． Contribution of IL-33-

18． 臨床免疫・アレルギー科 2012:57（Suppl.21）:125-36

activated type II innate lymphoid cells to pulmonary

安田好文， 中西憲司． 自然免疫による好酸球性肺炎発症機
構． 医学のあゆみ 2012;243:91-7
武藤太一朗， 安田好文， 中西憲司． 寄生虫感染と肺におけ
るT h 2 型自然免疫応答． 実験医学 2012;30:3056-61

eosinophilia in intestinal nematode-infected mice． 第
77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6
神戸
Nakahira M， Nakanishi K． Requirement of GATA

安田好文． 寄生虫感染と宿主粘膜免疫の攻防におけるIL-33

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

とⅡ型自然リンパ系細胞の役割． 実験医学 2012;30増刊:

stimulated Th1 cells． 第77回日本インターフェロン・サイト

3323-9

カイン学会学術集会 2012.6 神戸

中平雅清， 中西憲司． アレルギーに対するサイトカイン IL-4.
アレルギー・免疫 2012;19:1868-77
Yoshimoto T， Nakanishi K． Generation and

中西憲司． Type II Innate Cellとアレルギー性炎症．（シン
ポジウム）第42回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会
学術大会 2012.7 北佐久郡

characterization of mouse basophils from bone

今井康友， 善本隆之， 中西憲司， 山西清文， 善本知広.

marrow and purification of basophils from spleen.

IL-27はTc17誘導を抑制して接触過敏症を減弱させる． 第

Curr Protoc Immunol 2012:3.24.1-16
Tsutsui H， Nakanishi K． Immunotherapeutic
applications of IL-18． Immunotherapy 2012;4:1883-94
［原著］
Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,

62回日本アレルギー学会秋季学術大会 2012.11 大阪
萌拔陽子， 久育男， 中西憲司， 審良静男， 善本知広． ア
レルギー性鼻炎モデルマウスにおける内因性IL-33の病因的
役割．（シンポジウム）第62回日本アレルギー学会秋季学術
大会 2012.11 大阪

S a s a k i Y， M a t s u s h i t a K， T a k i Y， F u t a t s u g i -

Futatsugi-Yumikura S， Matsushita K， Fukuoka A,

Yumikura S， Tsutsui H， Ishii KJ， Yoshimoto T,

Yoshimoto T， Yonehara S， Nakanishi K． Balb/c

Akira S， Nakanishi K． Contribution of IL-33-

FasKO mice develop severe autoimmunity， allergy

activated type II innate lymphoid cells to pulmonary

and highly achivated Tfh cells． 第41回日本免疫学会学

eosinophilia in intestinal nematode-infected mice.

術集会 2012.12 神戸

Proc Natl Acad Sci USA 2012;109:3451-6
Haenuki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S， Ishii

Matsumoto M， Sasaki Y， Yasuda K， Muramatsu M,
Honjo T， Yoshimoto T， Nakanishi K． Antibody-

KJ， Kawagoe T， Imoto Y， Fujieda S， Yasuda M,

mediated expulsion of Strongyloides venezuelensis in

Hisa Y， Akira S， Nakanishi K， Yoshimoto T． A

a primary infection． 第41回日本 免 疫 学 会 学 術 集 会

critical role of IL-33 in experimental allergic rhinitis.
J Allergy Clin Immunol 2012;130:184-94
■学会発表■
［国内学会］

2012.12 神戸
Muto T， Yasuda K， Kawagoe T， Matsumoto M,
Sasaki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S,
T s u t s u i H， I s h i i K J， Y o s h i m o t o T， A k i r a S ,

安田好文． 糞線虫感染時に肺でみられる好酸球性炎症発症

Nakanishi K． Chitin induces lung eosinophilia

機序の解析．（シンポジウム）第81回日本寄生虫学会大会

dependently on IL-33．（ワークショップ）第41回日本免疫

2012.3 西宮

学会学術集会 2012.12 神戸

武藤太一朗， 安田好文， 河越龍方， 松本真琴， 松下一

Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,

史， 石井健， 善本知広， 審良静男， 中西憲司． Chitin

Sasaki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S,

はIL-33依存症に好酸球性肺炎を誘導する． 第81回日本寄

T s u t s u i H， I s h i i K J， Y o s h i m o t o T， A k i r a S ,

生虫学会大会 2012.3 西宮

Nakanishi K． Contibution of IL-33-activated type II

松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 善本知広， 中西憲司.

innate lymphoid cells to pulmonary eosinophilia in

兵庫医大業績録（2012）

Strongyloides venezuelensis -infected mice．（ワーク
ショップ）第41回日本免疫学会学術集会 2012.12 神戸
Haenuki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S,
Hisa Y， Akira S， Nakanishi K， Yoshimoto T.
Ragweed pollen-driven IL-33 contributes to the
development of allergic rhinitis．（ワークショップ）第41回
日本免疫学会学術集会 2012.12 神戸
Fukuoka A， Futatsugi-Yumikura S， Takahashi S,
Iyoda T， Yoshimoto T， Inaba K， Nakanishi K,
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■学術論文■
［総説］
島正之． 自動車排出ガスの健康影響に関する疫学研究の現状
と課題． 人間と環境 2012;38
（3）
:16-24
［原著］
Jia X， Song X， Shima M， Tamura K， Deng F， Guo
X． Effects of fine particulate on heart rate variability
in Beijing：a panel study of healthy elderly subjects.
Int Arch Occup Environ Health 2012;85:97-107

Y o n e h a r a S． A n o v e l t y p e o f t y p e 2 i n n a t e

Wu S， Deng F， Wei H， Huang J， Wang H， Shima

immunocytes with ability to enhance IgE production

M， Wang X， Qin Y， Zheng C， Hao Y， Guo X.

found in Balb/c FasKO mice with allergic blepharitis.

Chemical constituents of ambient particulate air

（ワークショップ）第41回日本免疫学会学術集会 2012.12 神

pollution and biomarkers of inflammation，
coagulation and homocysteine in healthy adults：a

戸
中西憲司． 蛋白抗原で免疫されたマウスを経気道的に同一抗

prospective panel study． Part Fibre Toxicol 2012;9:49

原でチャレンジするときIL-18が共存すると気道過敏性と気道

Saitoh K， Shima M， Yoda Y， Nakatsubo R，

炎症が増強される． 第35回日本分子生物学会年会 2012.12

Tsunetomo D， Hiraki T， Sera K． Year-round

福岡

behavior for inorganic composition of size-resolved

［地方会等］

airborne particles in Himeji City， Japan.

安田好文， 武藤太一朗， 松本真琴， 中西憲司． 蠕虫感染
による好酸球性肺炎は自然免疫応答で誘導される． 第68回
日本寄生虫学会西日本支部大会 2012.10 奈良
［研究会・講演会等］

International Journal of PIXE 2012;22:179-84
Aung MN， Yuasa M， Moolphate S， Nedsuwan S，
Yokokawa H， Kitajima T， Minematsu K， Tanimura
S， Fukuda H， Hiratsuka Y， Ono K， Kawai S，

Yasuda K． Contribution of IL-33-activated type Ⅱ innate

Marui E． Reducing salt intake for prevention of

lymphoid cells to pulmonary eosinophilia in intestinal

cardiovascular diseases in high-risk patients by

nematodeinfected mice． The 5th Immunoparasitology

advanced health education intervention（RESIP-CVD

Meeting 2012.3 Suita

study）， Northern Thailand:study protocol for a

Nakanishi K． Function of natural adjuvant of helminth
in induction of pulmonary eosinophilic infiltration.
The 34th Naito Conference 2012.10 Sapporo

cluster randomized trial． Trials 2012;13:158
Otani N， Yamanishi K， Sakaguchi Y， Imai Y， Shima
M， Okuno T． Varicella-zoster virus-specific cellmediated immunity in subjects with herpes zoster． J
Immunol Methods 2012;377:53-5

公衆衛生学

Public Health
■著書■
Tang N， Hama H， Kameda T， Toriba A， Hayakawa

Tang N， Yoda Y， Otani N， Kameda T， Toriba A，
Hayakawa K， Shima M． Personal and atmospheric
concentrations of ozone in southeastern Hyogo
prefecture， Japan． Chem Pharm Bull 2012;60:962-6
Li Y， Yoshida S， Chondo Y， Nassar H， Tang N，

K． Change of atmospheric concentrations and source

Araki Y， Toriba A， Kameda T， Hayakawa K.

of benzo［a ］pyrene and 6-nitrobenzo［a ］pyrene in

On-line concentration and fluorescence determination

Kanazawa， a typical local city in Japan， during 1999

HPLC for polycyclic aromatic hydrocarbons in

and 2010． In：Morrison RD， O’Sullivan G eds.

seawater samples and its application to Japan Sea.

Environmental Forensics-Proceedings of the 2011
INEF Conference． Cambridge：Royal Society of
Chemistry 2012:163-70

Chem Pharm Bull 2012;60:531-5
Hosozumi C， Toriba A， Chuesaard T， Kameda T，
Tang N， Hayakawa K． Analysis of 8-hydroxy-2'-

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 ，

deoxyguanosine in human urine using hydrophilic

Hayakawa K． Hydroxylated nitro polycyclic aromatic

interaction chromatography with tandem mass

compounds：atmospheric occurrence and health

spectrometry． J Chromatogr B Analyt Technol

impacts． In：Bandeira GC， Meneses HE eds.
Handbook of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons：

Biomed Life Sci 2012;893-4:173-6
Inomata Y， Kajino M， Sato K， Ohara T， Kurokawa

Chemistry， Occurrence and Health Issues． New

J， Ueda H， Tang N， Hayakawa K， Ohizumi T，

York：Nova Science Publishers 2012:235-264

Akimoto H． Emission and atmospheric transport of
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particulate PAHs in Northeast Asia． Environ Sci

A， Hayakawa K， Tang N， Zhao L， Chung H,Y，

Technol 2012;46:4941-9

Watanabe M， Wakabayashi K． Trans-boundary air

戸次加奈江， 鳥羽陽， 唐寧， 亀田貴之， 滝上英孝， 鈴

pollution with genotoxic compounds in East Asia.

木剛， 早川和一． 多環芳香族炭化水素類の生体影響に

3rd Asian Conference on Environmental Mutagens

対し輸送及び生体内代謝がどのように関与しているのか． 薬
学雑誌 2012;132:325-9

（3rd ACEM）2012.10 Hangzhou
［国内学会］

Bekki K， Takigami H， Suzuki G， Toriba A， Tang

旭美樹，細住智恵美，鳥羽陽，Thaneeya Chetiyanukornkul,

N， Kameda T， Hayakawa K． Gene expression

唐寧， 亀田貴之， 早川和一． 活性酸素種を生成する

changes of phases I and II metabolizing enzymes

9，
10-phenanthrenequinone のヒト尿中代謝物の測定． 日

induced by PAH derivatives． Polycycl Aromat
Compd 2012;32:141-53
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 ，

本薬学会第132年会 2012.3 札幌
吉田翔太， 中瀬久淑， 唐寧， 洪天祥， 立松路也， 川西琢
也， 鳥羽陽， 亀田貴之， 早川和一． 日本海における多

Hayakawa K． Atmospheric formation of

環芳香族炭化水素の分布． 日本薬学会第132年会 2012.3

hydroxynitrofluoranthene from photochemical

札幌

reactions of 2-nitrofluoranthene． Polycycl Aromat
Compd 2012;32:177-87
Pham CT，Kameda T，Toriba A，Tang N，Hayakawa
K． Characteristics of atmospheric polycyclic

福島杏希， 亀田貴之， 安積愛里， 松木篤， 唐寧， 鳥羽
陽， 早川和一． 黄砂発生時に中国北京で観測されたニト
ロピレンの大気内二次生成．日本薬学会第132年会 2012.3
札幌

aromatic hydrocarbons and nitropolycyclic aromatic

鳥羽陽， 戸次加奈江， 唐寧， 亀田貴之， 早川和一． GC-

hydrocarbons in Hanoi-Vietnam， as a typical

MS/MSによる大気粉じん中水酸化多環芳香族炭化水素類

motorbike city． Polycycl Aromat Compd 2012;32:296312

の測定．日本薬学会第132年会 2012.3 札幌
末松千賀子， 濵寛貴， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川

濱寛貴， 徳田貴裕， 伊崎陽彦， 大野友子， 渡辺有梨，

和一． 東アジア4ヶ国（日本， 中国， 韓国， ロシア）にお

神田哲雄， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 金

ける大気中多環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭化

沢市内における大気粉塵中多環芳香族炭化水素類およびニ

水素の長期変動．日本薬学会第132年会 2012.3 札幌

トロ多環芳香族炭化水素類の最近12年間の変遷． 大気環
境学会誌 2012;47:1-8
Yoda Y， Otani N， Hasunuma H， Kanegae H， Shima

奥田浩人， 十万佐知子， 植田愛， 三木知博， 島正之.
女子大学生の外反母趾の実態とその要因に関する調査.
第82回日本衛生学会学術総会 2012.3 京都

M． Storage conditions for stability of offline

大谷成人， 島正之， 奥野壽臣． 帯状疱疹患者における細

measurement of fractional exhaled nitric oxide after

胞性免疫の評価． 第86回日本感染症学会総会・学術講演

collection for epidemiologic research． BMC Pulm

会 2012.4 長崎

Med 2012;12:68
■学会発表■
［国際学会］
Inomata Y， Kajino M， Sato K， Ohara T， Kurokawa
JI， Ueda H， Tang N， Hayakawa K， Okuda T，
Ohizumi T， Akimoto H． Newly developed emission
i n v e n t o r y， R E A S - P O P：p a r t i c u l a t e P A H s i n
Northeast Asia． Third International Workshop on
Emission Inventory in Asia 2012.2 Yokohama
Shima M． Health effects of regional air pollution in
Japan． Korea-China-Japan Symposium on Air Quality

余田佳子， 大谷成人， 蓮沼英樹， 鐘江宏， 島正之． オフ
ライン法による呼気一酸化窒素濃度の経時変化と保存状態と
の関連． 第24回日本アレルギー学会春季臨床大会 2012.5
大阪
蓮沼英樹， 鐘江宏， 余田佳子， 島正之． 全国38地域にお
ける小児の喘息有症率と大気汚染状況の経年変化． 第24
回日本アレルギー学会春季臨床大会 2012.5 大阪
島正之． 大気汚染の健康影響に関する疫学研究の現状と課
題．（教育講演）日本環境学会第38回研究発表会 2012.6
別府
亀田貴之， 安積愛理， 福島杏希， 唐寧， 松木篤， 小林

Management Policy of Large Cities 2012.7 Suncheon

茉緒， 鳥羽陽， 早川和一． 黄砂粒子表面における多環

Okuno T， Otani N， Yamanishi K， Sakaguchi Y， Imai

芳香族炭化水素誘導体の二次生成． 第21回環境化学討

Y， Baba K， Shima M． Quantification of varicella-

論会 2012.7 松山

zoster virus（VZV）-specific cell-mediated immunity

島正之， 余田佳子， 唐寧， 齊藤勝美， 中坪良平， 常友

in patients with varicella or zoster． 37th Annual

大資， 平木隆年． 大気中オゾン濃度と気管支喘息発作と

International Herpesvirus Workshop（IHW2012）

の関連に関する疫学研究 姫路市における長期的観察． 第

2012.8 Calgary

53回大気環境学会年会 2012.9 横浜

Watanabe T， Coulibaly S， Hasei T， Funasaka K，

齊藤勝美， 島正之， 余田佳子， 中坪良平， 常友大資，

Asakawa D， Sera N， Seiyama T， Kido M， Toriba

平木隆年， 世良耕一郎， 美和千裕． 姫路市における大

兵庫医大業績録（2012）
気粒子の通年観測で捉えた黄砂粒子の特徴． 第53回大気
環境学会年会 2012.9 横浜
中坪良平， 常友大資， 平木隆年， 島正之， 余田佳子，
唐寧， 齊藤勝美． 兵庫県姫路市における粒径別粒子の測
定と発生源解析． 第53回大気環境学会年会 2012.9 横浜
常友大資， 中坪良平， 平木隆年， 島正之， 余田佳子，
唐寧， 齊藤勝美． 兵庫県における微小粒子状物質の成分
分析と発生源解析． 第53回大気環境学会年会 2012.9 横
浜
Tang N， Yoda Y， Huang C， Kameda T， Toriba A，
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中多環芳香族の分析方法． 第71回日本公衆衛生学会総会
2012.10 山口
松島眞浩， 余田佳子， 大谷成人， 島正之． 小児の血清高
感度CRP値とアレルギー因子， 血清脂質の関連． 第71回
日本公衆衛生学会総会 2012.10 山口
余田佳子， 大谷成人， 奥田浩人， 島正之． 呼気一酸化窒
素濃度および呼気凝縮液を用いた気道炎症の非侵襲的評
価． 第71回日本公衆衛生学会総会 2012.10 山口
藤田浩祐， スレイマン・クゥリバリ， 高橋亮平， 貴志茜衣，
坂本みずほ， 松井元希， 長谷井友尋， 池盛文数， 盛山

Hayakawa K， Shima M． Evaluation of personal

哲郎， 木戸瑞佳， 世良暢之， 船坂邦弘， 浅川大地，

exposure ozone by using indirect photometric ion

鳥羽陽， 早川和一， 唐寧， 趙利霞， 鄭海泳， 若林敬

chromatography． 第53回大気環境学会年会 2012.9 横

二， 渡部仁成， 渡辺徹志． 東アジア地域5地点における

浜

大気粉塵の化学成分及び変異原性の比較． 日本環境変

黄誠金， 唐寧， 余田佳子， 島正之． 西宮市の幹線道路沿
道における大気粒子物質中水溶性イオン成分の特徴． 第53
回大気環境学会年会 2012.9 横浜
李英， 唐寧， 稲垣冬彦， 鳥羽陽， 亀田貴之， 向智里，

異原学会第41回大会 2012.11 静岡
西出りつ子， 中野正孝， 島正之． 3歳児健康診査受診児
の少食についての保護者の心配と食品別摂取量の分析.
第22回日本健康医学会総会 2012.11 津

早川和一． Synthesis of ionic liquid-modified magnetic

余田佳子， 島正之． オフライン法による呼気一酸化窒素濃度

nanoparticles and application for determining

の経時変化に影響を及ぼす因子の検討． 第22回日本健康

polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental
water samples．日本分析化学会第61年会 2012.9 金沢

医学会総会 2012.11 津
［地方会等］

鳥羽陽， 旭美樹， 唐寧， 亀田貴之， 早川和一． 活性酸

谷村晋， 湯浅資之， 島正之， 丸井英二． 開発途上国にお

素種を生成する多環芳香族炭化水素キノン誘導体のヒト尿中

ける基盤地図情報と位置情報の取得を巡る事例研究．日本

代謝物の測定．日本分析化学会第61年会 2012.9 金沢

国際保健医療学会第30回西日本地方会 2012.3 高知

功刀正行， 鶴川正寛， 松村千里， 鈴木元治， 中野武， 中

藤田浩祐， スレイマン・クゥリバリ， 高橋亮平， 貴志茜衣，

瀬久淑， 吉田翔太， 洪天祥， 唐寧， 早川和一． アジア

坂本みずほ， 松井元希， 長谷井友尋， 池盛文数， 盛山

東岸海域におけるPOPs観測とその解析．（特別シンポジウ

哲郎， 木戸瑞佳， 世良暢之， 船坂邦弘， 浅川大地，

ム）日本分析化学会第61年会 2012.9 金沢

鳥羽陽， 早川和一， 唐寧， 趙利霞， 鄭海泳， 若林敬

唐寧， 島正之， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 東アジア

二， 渡部仁成， 渡辺徹志． 北京， 釜山並びに日本海沿

の都市における大気中多環芳香族炭化水素類の汚染とその

岸3地点における大気粉塵の有機及び無機化学成分の比較.

推 移．（ 特 別シンポジウム）日本 分 析 化 学 会 第61年 会
2012.9 金沢
末松千賀子， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 土
壌中の多環芳香族炭化水素類及びニトロ多環芳香族炭
化水素類の分析法の開発と実試料への応用． 日本分析
化学会第 6 1年会 2012.9 金沢
吉田翔 太， Yvonne Chondo， 唐 寧， 洪 天 祥， 鳥 羽 陽，

第62回日本薬学会近畿支部総会・大会 2012.10 西宮
［研究会・講演会等］
島正之． 大気汚染が呼吸器系に与える影響:疫学研究から.
第3回大気環境と気道疾患研究会 2012.6 米子
谷村晋． Rによるマルチエージェントシミュレーション． 2012年度
統計数理研究所共同研究集会 2012.12 立川
■その他■

亀田貴之， 早川和一．日本海域における多環芳香族炭化

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

水素類の動態． フォーラム2012衛生薬学・環境トキシコロ

て． 独立行政法人環境再生保全機構平成23年度環境改

ジー 2012.10 名古屋

善研修 2012.1 東京

末松千賀子， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽， 早川和一． 東ア

早川和一， 唐寧， 亀田貴之， 鳥羽陽． 最近10年の日中韓

ジア4ヶ国（日本， 中国， 韓国， ロシア）における大気中

露のPAH， NPAH大気汚染の変化． 第3回能登総合シン

多環芳香族炭化水素及びニトロ多環芳香族炭化水素の最

ポジウム 2012.3 珠洲

近14年間の変動とその要因． フォーラム2012衛生薬学・環
境トキシコロジー 2012.10 名古屋
旭美樹，細住智恵美，鳥羽陽，Thaneeya Chetiyanukornkul,
唐寧，亀田貴之，早川和一．タイ住民を対象とした多環芳
香族炭化水素キノン誘導体の尿中代謝物測定．フォーラム
2012衛生薬学・環境トキシコロジー 2012.10 名古屋
山本良二， 余田佳子， 島正之． 固相抽出法を用いた毛髪

常友大資， 中坪良平， 平木隆年， 島正之， 余田佳子，
齊藤勝美． 兵庫県姫路市における大気中粒子状物質及び
ガス状物質の並行測定（1）−成分濃度の季節変動−． 財
団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター紀要
（オンラインジャーナル）2012;3:16-20
中坪良平， 常友大資， 平木隆年， 島正之， 余田佳子,
齊藤勝美． 兵庫県姫路市における大気中粒子状物質及び
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ガス状物質の並行測定（2）−PM2.5の発生源解析−． 財
団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター紀要
（オンラインジャーナル）2012;3:21-25
島正之． 睡眠時無呼吸症候群の早期発見のために． 平成24
年度産業保健セミナー 2012.9 神戸

prehypertension and hypertension in young women
than in young men． J Hypertens 2012;30:1423-9
Wakabayashi I． Age-dependent influence of gender on
the association between obesity and a cluster of
cardiometabolic risk factors． Gend Med 2012;9:267-77

谷村晋． 熱帯地域の土地利用分類と生活習慣病−北タイの

Higashiyama A， Wakabayashi I， Kubota Y， Adachi Y,

事例−． 平成24年度長崎大学熱帯医学研究所共同研究

Hayashibe A， Nishimura K， Sugiyama D， Kadota

集会 2012.10 長崎

A， Imano H， Miyamatsu N， Miyamoto Y,
Okamura T． Does high-sensitivity C-reactive protein
or low-density lipoprotein cholesterol show a stronger

環境予防医学

Environmental and Preventive Medicine
■学術論文■
［総説］
武田裕司， 丸茂幹雄， 若林一郎． 2型糖尿病自然発症ラット
の免疫応答． エンドトキシン・自然免疫研究 2012;15:49-52

relationship with the cardio-ankle vascular index in
healthy community dwellers ?： the KOBE study． J
Atheroscler Thromb 2012;19:1027-34
Wakabayashi I． Influence of age and gender on
triglycerides-to-HDL-cholesterol ratio（TG/HDL
ratio）and its association with adiposity index． Arch
Gerontol Geriatr 2012;55:729-34

内田景博， 末廣謙， 沢村達也， 若林一郎． LOX-1リガンド

Wakabayashi I． Inverse association between

活 性を用いた酸 化LDLの測 定． 日本血栓止血学会誌

triglycerides-to-HDL-cholesterol ratio and alcohol

2012;23:306-8

drinking in middle-aged Japanese men． J Stud

［原著］

Alcohol Drugs 2012;73:998-1004

Wakabayashi I． Influence of age on the relationship

S h i m o m u r a T， W a k a b a y a s h i I． A s s o c i a t i o n s o f

between alcohol consumption and metabolic

cardiovascular risk factors with prehypertension and

syndrome． Gerontology 2012;58:24-31

hypertension in women． Blood Press 2012;21:345-51

Wakabayashi I． Increased body mass index modifies

Suehiro A， Wakabayashi I， Uchida K， Yamashita T,

associations between alcohol intake and blood

Yamamoto J． Impaired spontaneous thrombolytic

cholesterol profile． Eur J Clin Invest 2012;42:179-85

activity measured by global thrombosis test in males

W a k a b a y a s h i I， D a i m o n T． R e c e i v e r - o p e r a t e d

with metabolic syndrome． Thromb Res 2012;129:

characteristics（ROCs）of the relationships between

499-501

obesity indices and multiple risk factors（MRFs）for

Nakano T， Hozumi Y， Iwazaki K， Okumoto K,

atherosclerosis at different ages in men and women.

Iseki K， Saito T， Kawata S， Wakabayashi I， Goto

Arch Gerontol Geriatr 2012;55:96-100

K． Altered expression of diacylglycerol kinase

Wakabayashi I， Daimon T． Age-dependent decline of
association between obesity and hyperglycemia in
men and women． Diabetes Care 2012;35:175-7

isozymes in regenerating liver． J Histochem
Cytochem 2012;60:130-8
Nakano T， Hozumi Y， Goto K， Wakabayashi I.

Takeda Y， Kaneda K， Jimma F， Shiobara N， Hidaka

Involvement of diacylglycerol kinase γ in modulation

M， Saniabadi AR， Wakabayashi I． Inhibition of

of iNOS synthesis in Golgi apparatus of vascular

CXCL10 release by monomeric C3bi and C4b． Clin

endothelial cells． Naunyn Schmiedebergs Arch

Exp Immunol 2012;167:149-57

Pharmacol 2012;385:787-95

Takeda Y， Wakabayashi I． Alteration in lymphocyte

Nakamura Y， Okamura T， Higashiyama A， Watanabe

population and humoral immune response in type 2

M， Kadota A， Ohkubo T， Miura K， Kasagi F,

diabetic Goto-Kakizaki rats． Life Sci 2012;90:545-52

Kodama K， Okayama A， Ueshima H， NIPPON

Wakabayashi I． Obesity-independent inverse association

DATA80 Research Group． Prognostic values of

between regular alcohol consumption and hemoglobin

clockwise and counterclockwise rotation for

A1C． Obes Facts 2012;5:60-7

cardiovascular mortality in Japanese subjects：a 24-

Marumo M， Nakano T， Takeda Y， Goto K,

year follow-up of the national integrated project for

Wakabayashi I． Inhibition of thrombin-induced Ca2+

prospective observation of noncommunicable disease

influx in platelets by R59949， an inhibitor of

and its trends in the aged， 1980-2004（NIPPON

diacylglycerol kinase． J Pharm Pharmacol 2012;

DATA80）
． Circulation 2012;125:1226-33

64:855-61
Wakabayashi I． Stronger associations of obesity with

丸茂幹雄， 丸茂久美子， 若林一郎． 血小板のカルシウム流
入および凝集能へのアルコール類の作用． アルコールと医学
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sensitivity C-reactive protein and low-density

生物学 2012;31:103-7
下村智子， 若林一郎． 中年女性における飲酒と高血圧およ

lipoprotein cholesterol：Which shows stronger relation

び前高血圧との関連性に関する横断研究． アルコールと医

with cardio-ankle vascular index in healthy

学生物学 2012;31:79-82

community dwellers ?； the KOBE study． 第44回日本

■学会発表■

動脈硬化学会総会・学術集会 2012.7 福岡

［国際学会］

Kubota Y， Higashiyama A， Sugiyama D， Imano H,

Nakamura Y， Kiyohara Y， Okamura T， Higashiyama

Kadota A， Nishimura K， Miyamatsu N， Miyamoto

A， Watanabe M， Kadota A， Nagasawa S， Miura

Y， Okamura T． Clinical characteristics of the

K， Ueshima H． Fatty acids intakes and coronary

participants of the KOBE study． 第44回日本動脈硬化

heart disease mortality in Japan：NIPPON DATA90,
1990-2005． XVI International Symposium on

学会総会・学術集会 2012.7 福岡
小西雅美， 東山綾， 山下好子， 丸茂幹雄， 久保田芳美,
西村邦宏， 門田文， 宮松直美， 宮本恵宏， 奥田真珠

Atherosclerosis（ISA2012）2012.3 Sydney
2+

美， 福田能啓， 岡村智教， 若林一郎． 高齢者の外出頻

entry and subsequent aggregation of platelets through

度と笑顔で楽しい日常生活との関連〜篠山市高齢者実態把

different pathways．（Symposium）16th Congress of

握調査 第1報〜． 第71回日本公衆衛生学会総会 2012.10

Marumo M， Wakabayashi I． Effects of alcohol on Ca

International Sociery for Biomedical Research on
Alcoholism（ISBRA2012）2012.9 Sapporo

山口
門田文， 永井雅人， 大久保孝義， 東山綾， 宮川尚子,

Marumo M， Wakabayashi I． Effects of ethanol on Ca2+

高嶋直敬， 村上義孝， 奥田奈賀子， 早川岳人， 宮松直

entry and aggregation of platelets through different

美， 斎藤重幸， 岡村智教， 上島弘嗣， 岡山明， 三浦

signal transduction pathways． 16th Congress of

克 之， NIPPON DATA2010 研 究グループ． NIPPON

International Sociery for Biomedical Research on

DATA2010における認知度（第二報）
：糖尿病に関する知

Alcoholism（ISBRA2012）2012.9 Sapporo

識． 第71回日本公衆衛生学会総会 2012.10 山口

Shimomura T， Wakabayashi I． Influences of gender and

久保田芳美， 東山綾， 西村邦宏， 杉山大典， 今野弘規,

smoking on the association between alcohol drinking

門田文， 宮松直美， 宮本恵宏， 岡村智教． ストレス状況

and blood pressure in middle-aged Japanese． 16th

と検査時血圧および家庭血圧についての検討：神戸トライア

Congress of International Sociery for Biomedical
Research on Alcoholism（ISBRA2012）2012.9 Sapporo
［国内学会］
丸茂幹雄， 若林一郎． 血小板のカルシウム流入および凝集能

ル． 第71回日本公衆衛生学会総会 2012.10 山口
永井雅人， 大久保孝義， 門田文， 宮川尚子， 村上義孝,
高嶋直敬， 奥田奈賀子， 東山綾， 早川岳人， 中村好一,
岡村智教， 上島弘嗣， 岡山明， 三浦克之， NIPPON

へのアルコール類の作用． 第31回アルコール医学生物学研

DATA2010研究グループ． NIPPON DATA2010におけ

究会学術集会 2012.1 金沢

る認知度（第一報）
：循環器疾患の危険因子． 第71回日本

下村智子， 若林一郎． 中年女性における飲酒と高血圧およ

公衆衛生学会総会 2012.10 山口

び前高血圧との関連性に関する横断研究． 第31回アルコー

■その他■

ル医学生物学研究会学術集会 2012.1 金沢

若林一郎． 産業現場でよくみられる有害業務による健康障害.

丸茂幹雄， 若林一郎． アルコールによる血小板機能抑制作用
のメカニズム． 第82回日本衛生学会学術総会 2012.3 京都

平成24年度兵庫医科大学病院産業医学研修会 2012.12 西
宮

武田裕司， 丸茂幹雄， 若林一郎． 2型糖尿病自然発症ラット
におけるリンパ球分画と液性免疫応答の変化． 第82回日本

法医学

衛生学会学術総会 2012.3 京都
末廣謙， 若林一郎， 山下勉， 山本順一郎． 血小板機能・

Legal Medicine

自発性線溶活性測定装置GTTを用いた血栓傾向の評価に
及ぼす生活習慣の影響． 第34回日本血栓止血学会学術集

■著書■

会 2012.6 東京

Ishizaka Y， Okudaira N， Okamura T． Regulation of

髙橋裕二， 中島信久， 曽根良夫， 水上奈穂美， 中野渡正

retrotransposition of long interspersed element-1 by

行， 小林謙二， 小池和彦， 照井健， 石谷邦彦， 若林

mitogen-activated protein kinases． In：Da Silva

一郎． Palliative Prognostic Indexを用いた予後予測適

Xavier G ed． Protein Kinases． Croatia：Intech

中度の年齢別比較検討． 第17回日本緩和医療学会学術大

2012:187-98

会 2012.6 神戸
Higashiyama A， Kubota Y， Nishimura K， Sugiyama

■学術論文■
［総説］

D， Kadota A， Imano H， Miyamatsu N,

Ishizaka Y， Okudaira N， Tamura M， Iijima K,

Wakabayashi I， Miyamoto Y， Okamura T． High-

Shimura M， Goto M， Okamura T． Modes of
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遺伝学

retrotransposition of long interspersed element-1 by
environmental factors． Front Microbiol 2012;3:191

Genetics

奥平准之， 石坂幸人． 難病発症に関わる内在性レトロエレメン
トの活性化とその機構． 生化学 2012;84:870-4
［原著］

■学術論文■
［原著］

Y o s h i d a S， K i n o s h i t a H， T a t a r a T， T a s h i r o C ,

Matsushita K， Kajiwara T， Tamura M， Satoh M,

Nishiguchi M， Ouchi H， Minami T， Hishida S.

Tanaka N， Tomonaga T， Matsubara H， Shimada

Involvement of glucocorticoid receptor on

H， Yoshimoto R， Ito A， Kubo S， Natsume T,

hyperpyrexia induced by methamphetamine

Levens D， Yoshida M， Nomura F． SAP155-

administration． Soud Lek 2012;57:66-8

mediated splicing of FUSE-binding protein-interacting

■学会発表■
［国内学会］

repressor serves as a molecular switch for c-myc
gene expression． Mol Cancer Res 2012;10:787-99

岡村匡史， 奥平准之， 後藤元人， 矢延 - 高梨理絵子， 清

Murakami A， Fujimori Y， Yoshikawa Y， Yamada S,

水有紀子， 石坂幸人． 二段階皮膚癌モデルにおける

Tamura K， Hirayama N， Terada T， Kuribayashi K,

LINE-1 レトロトランスポジションの機能解析． 第59回日本実

Tabata C， Fukuoka K， Tamaoki T， Nakano T． Heme

験動物学会総会 2012.5 別府

oxygenase-1 promoter polymorphism is associated

西口美紀， 大内晴美， 南貴子， 森川公子， 西尾元． メタ
ンフェタミン投与時の線条体内ドパミントランスポーターの
mRNA/蛋白質発現とアルコール嗜好性の関連． 第96次日
本法医学会学術全国集会 2012.6 浜松

w i t h r i s k o f m a l i g n a n t m e s o t h e l i o m a． L u n g
2012;190:333-7
Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Emi M， Morinaga
T， Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N,

高橋玄倫， 近藤武史， 浅野水辺， 長崎靖， 西口美紀,

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

西尾元， 上野易弘． 死後変性がC反応蛋白測定に及ぼす

Nakano T， Hashimoto-Tamaoki T． Frequent

影響． 第96次日本法医学会学術全国集会 2012.6 浜松

inactivation of the BAP1 gene in epithelioid-type

奥 平 准 之， 石 坂 幸 人． D M B A / T P A二 段 階 発 癌には
LINE-1のレトロトランスポジションが 関与する． 第71回日
本癌学会学術総会 2012.9 札幌

malignant mesothelioma． Cancer Sci 2012;103:868-74
Eguchi R， Kubo S， Takeda H， Ohta T， Tabata C,
Ogawa H， Nakano T， Fujimori Y． Deficiency of Fyn

石坂幸人， 奥平准之． 環境因子による芳香族炭素化合物受

protein is prerequisite for apoptosis induced by Src

容体を介したレトロトランスポジション誘導． 第71回日本癌

family kinase inhibitors in human mesothelioma cells.

学会学術総会 2012.9 札幌

Carcinogenesis 2012;33:969-75

石坂幸人， 飯島健太， 奥平准之， 岡村匡史． レトロトラン

Kubo S． Hybrid vectors as trojan horses; adventure

スポジションの意義とその制御異常による疾病の発症． 第

with adenovirus for successful gene therapy． Hyogo

35回日本分子生物学会年会 2012.12 福岡

Ika Daigaku Zasshi（Acta Med Hyogo）2012;37:95-103

奥平准之， 飯島健太， 土井昭宏， 後藤元人， 岡村匡史,
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Kihira T， Kokubo Y， Kuzuhara S， Ranum LP,

VprはLong Interspersed Element-1レトロトランスポジ

Tamaoki T， Ichikawa Y， Date H， Goto J， Tsuji S.

ションを誘導する． 第35回日本分子生物学会年会 2012.12

C9ORF72 repeat expansion in amyotrophic lateral
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［地方会等］
主田英之， Sperhake J， 西口美紀， 奥平准之， 菅紗緒

2012;69:1154-8
［症例報告］

里， 稲永聡， 大内晴美， Puschel K， 西尾元． 気道内

仲田洋美， 岡本陽子， 三村博子， 管原由恵， 三好康雄，
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冨田尚裕， 玉置知子． 家族性腫瘍に対する遺伝カウンセリ
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伝 2012;17:31-5
■学会発表■
［国際学会］
Kubo S， Takagi-Kimura M， Tamamoto A， Okamura N,
Maeyama Y， Terada N， Tagawa M， Kasahara N,
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末永浩一， 木村卓， Lee KY， 中森雅之， 高橋正紀， 藤
村 晴 俊， 陣 内 研 二， 久 保 秀 司， 玉 置（ 橋 本 ）知 子，
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会 2012.9 札幌
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仲田洋美， 高橋保正， 沢丞， 三好康雄， 冨田尚裕， 玉
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問題が臨床遺伝学の現場にもたらす影響． 第36回日本遺伝
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カウンセリング学会学術集会 2012.6 松本
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久保秀司， 木村美智， 玉本敦子， 吉川良恵， 森永伴法，
中野芳朗， 玉置知子， 田川雅敏， 笠原典之． 悪性中皮
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仲田洋美， 覚道真理子， 久保秀司， 冨田尚裕， 玉置知
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子．ガイドラインによる遺伝子検査規制の問題点．日本人類

会 2012.7 千葉
Emi M， Sato H， Yoshikawa Y， Morinaga T， Kubo S，

遺伝学会第57回大会 2012.10 東京
玉置（橋本）知子， 吉川良恵， 佐藤鮎子， 辻村享， 森永

Sato A， Tsujimura T， Hasegawa S， Nakano K，
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Takagi-Kimura M， Tamamoto A， Hashimoto-Tamaoki T,
Kubo S． Comparative evaluation of the antitumor
activity of anti-angiogenic proteins delivered by
lentivirus vector in human malignant mesothelioma
model． 第35回日本分子生物学会年会 2012.12 福岡
Takagi-Kimura M， Yamano T， Tamamoto A， Tagawa
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human malignant mesothelioma cells in vitro and in
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吉川良恵， 笹原祐介， 喜多野征夫， 玉置（橋本）知子． ア
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第35回日本分子生物学会年会 2012.12 福岡
江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 小川啓恭． FK506と
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本生化学会大会 2012.12 福岡
［科学研究費等班会議］
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久保秀司．（特別講演）Adventure of gene therapy with
adenovirus． 第14回外科分子細胞治療研究会 2012.4 千
葉
■その他■
松崎三徳， 水谷直也， 清水健史， 福井美穂， 重原良平，
原田圭， 矢野康平， 吉井肇， 玉置（橋本）知子， 成瀬
均， 鈴木敬一郎， 高橋敬子． 医学部2年生で遺伝学基
礎配属を経験する意義について． 第36回日本遺伝カウンセリ
ング学会学術集会 2012.6 松本
水谷直也， 松崎三徳， 玉置（橋本）知子， 成瀬均， 高橋
敬子， 鈴木敬一郎． 医学部の学部学生が遺伝カウンセリン
グアドバンストセミナーに臨む意義． 第36回日本遺伝カウンセリ
ング学会学術集会 2012.6 松本
玉置（橋本）知子， 岡本陽子， 仲田洋美， 覚道真理子，
中野芳朗， 成瀬均， 鈴木敬一郎． 遺伝カウンセリングのア
ドバンストOSCEへの導入． 第36回日本遺伝カウンセリング学
会学術集会 2012.6 松本
玉置知子， 久保秀司， 覚道真理子， 仲田洋美， 佐藤智
佳， 成瀬均， 鈴木敬一郎． 医学部6年生を対象とするアド
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日本人類遺伝学会第57回大会 2012.10 東京
［兼任］
玉置知子（臨床遺伝部 参照）
久保秀司（臨床遺伝部 参照）
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Bando Y，Kanehara H，Aoki K，Toya D，Notsumata
K， Tanaka N， Enomoto H， Nishiguchi S， Nakasho

病理学

K， Nakamura H， Kasayama S， Koga M． The

機能病理部門

increases along with the fibrosis stage in non-alcoholic

Pathology

Divisoin of Functional Pathology

glycated albumin to glycated haemoglobin ratio
steatohepatitis． Ann Clin Biochem 2012;49:387-90
Nakarai H， Yamashita A， Nagayasu S， Iwashita M,

■著書■

K u m a m o t o S， O h y a m a H， H a t a M， S o g a Y ,

Hirano H， Terada N， Yoshida T， Ouchi S， Nishigami

Kushiyama A， Asano T， Abiko Y， Nishimura F.
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Adipocyte-macrophage interaction may mediate LPS-
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metabolic complications． Innate Immun 2012;18:164-

Pancreas：anatomy， diseases and health implications.
New York：Nova Scientific Publishers Inc 2012:109-39
■学術論文■
［総説］
大山秀樹． " 歯周病にかかりやすい体質 "を科学する． 兵庫
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［原著］
Itoyama M， Hata M， Yamanegi K， Yamada N， Ohyama

70
Futani H， Fukunaga S， Tsukamoto Y， Terada N， Ono
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treated by high-dose ifosfamide and methotrexate,
combined with carboplatin and pirarubicin.
Anticancer Res 2012;32:965-71
［症例報告］

H， Hirano H， Terada N， Nakasho K． Expression of

Iimuro Y， Nakai N， Asano Y， Uyama N， Suzumura

both hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma

K， Nakai M， Nakasho K， Kashiwagi T， Fujimoto J.
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Primary epithelioid hemangioendothelioma of the

cholangiocarcinoma components in combined

retroperitoneum：report of a case． Surg Today

hepatocellular and cholangiocarcinoma． Med Mol
Morphol 2012;45:7-13
Yamanegi K， Yamane J， Kobayashi K， Kato-Kogoe N,
O h y a m a H， N a k a s h o K， Y a m a d a N， H a t a M ,
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Fukunaga S， Futani H， Okamura H， Terada N.

鈴村和大， 平野公通， 黒田暢一， 飯室勇二， 栗本亜美，

Valproic acid cooperates with hydralazine to augment

中正恵二， 藤元治朗． 混合型肝癌術後孤立性腹腔内リン
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2012;41:83-91
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■学会発表■
［国際学会］
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Futani H， Okamura H， Terada N． Downregulation
of matrix metalloproteinase-9 mRNA by valproic acid

Regulation of Gene Expression 2012.3 New York
［国内学会］
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秦正樹， 山根木康嗣， 山田直子， 大山秀樹， 平野博嗣，

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

寺田信行， 中正恵二． チオアセトアミ
ド誘導ラット肝胆管様

K，Miura H，Inoue H，Tanooka M，Nakamura T,

管状構造における胆管上皮細胞及び肝細胞形質発現と細

Shikata T，Kimura T，Tsujimura T，Hirota S． Long-

胞増殖能の検討． 第101回日本病理学会総会 2012.4 東京

term sequential changes of radiation proctitis and

木﨑久美子， 蔵下舞， 大山秀樹． 心臓血管外科疾患周術
期患者の口腔衛生管理に関する統計学的解析． 第55回春
季日本歯周病学会学術大会 2012.5 札幌

angiopathy in rats. J Radiat Res 2012;53:217-24
Fujii M，Toyoda T，Nakanishi H，Yatabe Y，Sato A,
Matsudaira Y，Ito H，Murakami H，Kondo Y,

山根木康嗣， 大山秀樹， 和唐雅博， 富永和也， 益野一

Kondo E，Hida T，Tsujimura T，Osada H，Sekido Y.

哉， 国分麻佑， 嘉藤弘仁， 西川哲成， 田中昭男． エナ

TGF-β synergizes with defects in the Hippo pathway

メル上皮腫術後再発悪性転化を疑った症例． 第23回日本

to stimulate human malignant mesothelioma growth.

臨床口腔病理学会総会・学術大会 2012.8 東京
山田直子， 山根木康嗣， 大山秀樹， 中正恵二， 秦正樹，
寺田信行． 骨肉腫細胞における低酸素誘導性の細胞

J Exp Med 2012;209:479-94
Yoshikawa Y，Sato A，Tsujimura T，Emi M，Morinaga T,
Fukuoka K，Yamada S，Murakami A，Kondo N,

表面 M I C Aの発現低下． 第 35 回日本分子生物学会年会

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

2012.12 福岡

N a k a n o T ，H a s h i m o t o - T a m a o k i T ． F r e q u e n t

［兼任］

inactivation of the BAP1 gene in epithelioid-type

寺田信行（病院病理部 参照）

malignant mesothelioma． Cancer Sci 2012;103:868-74

中正恵二（病院病理部 参照）

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

大山秀樹（病院病理部 参照）

Tsuboi K，Miura H，Inoue H，Tanooka M，Nakamura

山根木康嗣（病院病理部 参照）

T，Shikata T，Kimura T，Tsujimura T，Hirota S.

山田直子（病院病理部 参照）

Low-dose aspirin therapy does not increase the
severity of acute radiation proctitis． World J Oncol
2012;3:173-81

分子病理部門
Division of Molecular Pathology

Yoshikawa R，Tsujimura T，Tao L，Kamikonya N,
Fujiwara Y． The oncoprotein and stem cell renewal
factor BMI1 associates with poor clinical outcome in

■学術論文■
［総説］
H a s e g a w a S，K o n d o N，M a t s u m o t o S，T a k u w a T ,

oesophageal cancer patients undergoing preoperative
chemoradiotherapy． BMC Cancer 2012;12:461
Yoneda K，Tanaka F，Kondo N，Orui H，Hashimoto M,

H a s h i m o t o M，O r u i H，F u k u d a S，Y o n e d a K ,

Takuwa T，Matsumoto S，Okumura Y，Tsubota N,

O k u m u r a Y，T s u b o t a N，F u k u o k a K，T o r i i I ,

Sato A，Tsujimura T，Kuribayashi K，Fukuoka K,

Tsujimura T，Nakano T． Practical approaches to

Nakano T，Hasegawa S． Circulating endothelial cell

diagnose and treat for T0 malignant pleural

（CEC）as a diagnostic and prognostic marker in

mesothelioma：a proposal for diagnostic total parietal

malignant pleural mesothelioma（MPM）
． Ann Surg

pleurectomy． Int J Clin Oncol 2012;17:33-9
辻村亨，佐藤鮎子，鳥井郁子，亀井敏昭，長谷川誠紀，中
野孝司． 悪性胸膜中皮腫の早期発見への糸口 中皮腫の
細胞学的特徴を分子レベルで考える． 肺癌 2012;52:196200
佐藤鮎子． 悪性胸膜中皮腫の生物学的特性と病理診断マー
カー． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:9-11
［原著］
Tsujimura T，Torii I，Sato A，Song M，Fukuoka K,
Hasegawa S，Nakano T． Pathological and molecular

Oncol 2012;19:4229-37
［症例報告］
長井潤，近藤宣幸，辻村亨． 膀胱憩室に発生した小細胞癌
の1例． 泌尿器科紀要 2012;58:123
鈴村和大，飯室勇二，黒田暢一，平野公通，岡田敏弘，鳥
井郁子，藤元治朗． 肝転移巣に対して肝動脈塞栓療法を
施行した脾原発血管肉腫の1例． 日本臨床外科学会雑誌
2012;73:2072-7
■学会発表■
［国際学会］
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Tsujimura T． Differential diagnosis of malignant pleural
mesothelioma and reactive mesothelium in pleural
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シェーグレン症候群学会学術集会 2012.9 京都
山野理子，安藤久美子，石藏礼一，廣田省三，鍔本浩志,

effusion cytology -molecular biological approach． The

小森慎二，辻村亨，覚野綾子． 卵管癌の3例． 第13回

19th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic

Japanese Society for the Advancement of Women's

Cytopathology 2012.1 Sukhothai

Imagingシンポジウム（JSAWI2012）2012.9 淡路

Satake M，Eibl G，Hamada T，Babaya A，Nishii M，Go

榎本平之，辻村亨，高田亮，岩井孝史，髙嶋智之，坂井良

VL，Yamamoto N，Ishikawa H，Fujimoto J，Fukuda

行，會澤信弘，岩田一也，池田直人，田中弘教，岩田恵

Y，Tsujimura T． The role of signal transduction

典，齋藤正紀，今西宏安，飯島尋子，本多政夫，西口修

system，stem cell factor and c-kit receptor tyrosine

平． Sorafenibとインターフェロンの併用療法に関する検討.

kinase，in pancreatic acinar cells transdifferentiation.

第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

46th Annual Meeting of the Pancreas Club

亀井敏昭，畠榮，岡輝明，廣島健三，辻村亨，鍋島一樹,

（DDW2012）2012.5 San Diego

河原邦光，秋田弘俊． 悪性中皮腫診断における体腔液細

Yoneda K，Tanaka F，Fukuda S，Orui H，Hashimoto M,

胞診での免疫染色の考え方と有用性 腺癌細胞および反応

Takuwa T，Okumura Y，Matsumoto S，Kondo N，Sato

性中皮との鑑別を主体に．（ワークショップ）第53回日本肺癌

A，Tsujimura T，Tsubota N，Fukuoka K，Nakano T,

学会総会 2012.11 岡山

Hasegawa S． Circulating tumor cell（CTC）as a

近藤展行，黒田鮎美，大類隼人，橋本昌樹，多久和輝尚,

significant clinical marker in epithelioid-type

松本成司，福岡和也，鳥井郁子，辻村亨，坪田紀明，中

malignant pleural mesothelioma（MPM）
． American

野孝司，長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫を疑う症例に対す

Society of Clinical Oncology（ASCO2012）2012.6

る全身麻酔下胸膜生検の検討．（ワークショップ）第53回日

Chicago

本肺癌学会総会 2012.11 岡山

［国内学会］

多久和輝尚，田中文啓，近藤展行，奥村好邦，松本成司,

吉川良恵，森永伴法，佐藤鮎子，福岡和也，長谷川誠紀,

橋本昌樹，大類隼人，黒田鮎美，福田俊一，米田和恵,

辻村亨，中野孝司，玉置（橋本）知子． 悪性中皮腫細胞

坪田紀明，上紺屋憲彦，福岡和也，鳥井郁子，辻村亨,

における3p21.1領域の欠失およびセマフォリン3ファミリー遺伝

中野孝司，長谷川誠紀． 切除可能中皮腫に対するEPPを

子の発現抑制． 第70回日本癌学会学術総会 2011.10 名古

含む集学的治療はfeasibleである．（ワークショップ）第53回

屋

日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

藤井万紀子，豊田武士，中西速夫，谷田部恭，佐藤鮎子,

橋本昌樹，黒田鮎美，大類隼人，多久和輝尚，松本成司,

村上秀樹，近藤豊，近藤英作，樋田豊明，辻村亨，長田

近藤展行，鳥井郁子，辻村亨，坪田紀明，福岡和也，中

啓隆，関戸好孝． 悪性中皮腫細胞の増殖におけるTGF-β

野孝司，長谷川誠紀． 早期中皮腫に対する胸膜生検の限

シグナルとhippo pathwayの役割． 第70回日本癌学会学術

界と対策 最大限の診断 診断的全壁側胸膜切除術． 第53

総会 2011.10 名古屋

回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

鳥井郁子，佐藤鮎子，宋美紗，辻村亨． LPSを介する腸管

亀井敏昭，渋田秀美，畠榮，羽原利幸，濱川真治，辻村亨,

アレルギーの制御機構の解明． 第101回日本病理学会総会

鍋島一樹，廣島健三，岡輝明，河原邦光． 早期中皮腫

2012.4 東京

診断での体腔液細胞診の意義．（パネルディスカッション）

舟橋諭美，岡崎泰昌，永井裕崇，蒋麗，周珊瑚，辻村亨,

第51回日本臨床細胞学会秋期大会 2012.11 新潟

豊國伸哉． CD146の過剰発現は，アスベスト誘発ラット悪性

辻村亨，鳥井郁子，佐藤鮎子，宋美紗，長谷川誠紀，中野

腹膜中皮腫の検出に有用である．（示説）第101回日本病

孝司，鍋島一樹，亀井敏昭． 胸水細胞診で早期中皮腫を

理学会総会 2012.4 東京
佐久間暢夫，安永佳麻里，為平千奈美，渋田秀美，出尾優

診断するにあたり知っておくべき問題点．（パネルディスカッ
ション）第51回日本臨床細胞学会秋期大会 2012.11 新潟

佳，弘中貢，亀井敏昭，鍋島一樹，辻村亨，畠榮． 悪性

鳥居良貴，佐藤元，岡村義弘，廣田誠一，山本格士，鳥井

中皮腫診断での体腔液細胞診における免疫染色の有用性と

郁子，辻村亨，長谷川誠紀，中野孝司，亀井敏昭． 胸

限界．（支部長推薦演題）第53回日本臨床細胞学会総会

水細胞診による早期中皮腫の細胞形態学的検討．（パ

春期大会 2012.6 千葉

ネルディスカッション）第51回日本臨床細胞学会秋期大会

佐竹真，浜田哲宏，馬場谷彰仁，小澤りえ，西井真，Eibl

2012.11 新潟

G，石川英明，Go VL，福田能啓，辻村亨． 広範囲膵壊

中西昂弘，鳥居良貴，糸山雅子，石田誠実，榎本利香，中

死後の膵腺胞細胞の再生におけるSCF/KIT systemの生

村純子，廣田誠一，鳥井郁子，辻村亨，村上一郎． 左

物学的活性の検討． 第43回日本膵臓学会大会 2012.6 山

上眼瞼部に発生したLangerhans cell histiocytosisの1例.

形
野上みか，橋本尚明，関口昌弘，東直人，北野将康，角田

第51回日本臨床細胞学会秋期大会 2012.11 新潟
［地方会等］

慎一郎，宋美紗，佐野統． 潰瘍性大腸炎様の腸病変と肥

岡田あすか，金村普吾，柴田英輔，大桒久弥，神谷瞳，本

厚性硬膜炎を合併したIgG4関連疾患の1例． 第21回日本

田実紀，大搗泰一郎，前田理沙，寺田貴普，平山倫子,
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村上亜紀，山田秀哉，田村邦宜，田端千春，中野孝司,

鳥井郁子（病院病理部 参照）

福岡和也，大類隼人，近藤展行，長谷川誠紀，塚本吉

佐藤鮎子（病院病理部 参照）

胤，廣田誠一，鳥井郁子，辻村亨． 気管支内腔への発

宋美紗（病院病理部 参照）

育・進展を認めた肺腺癌の1切除例． 第95回日本肺癌学会
関西支部会 2012.2 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，田端千春，中野孝司,
福岡和也，坪田紀明，辻村亨，塚本吉胤，廣田誠一.
肺扁平上皮癌を合併した悪性胸膜中皮腫の1例． 第95回日
本肺癌学会関西支部会 2012.2 大阪
野木佳孝，大桒久弥，中島康博，堀尾大介，金村晋吾，柴
田英輔，本田実紀，政近江利子，大搗泰一郎，前田理
沙，三上浩司，寺田貴普，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，鳥井郁子，辻村亨，中正恵
二，寺田信行． 子宮内膜転移をした肺腺癌の1例． 第96
回日本肺癌学会関西支部会 2012.7 大阪
中道徹，柴田英輔，大搗泰一郎，福岡和也，中島康博，堀
尾大介，金村晋吾，神谷瞳，本田実紀，大桒久弥，政近
江利子，前田理沙，野木佳孝，三上浩司，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,
田端千春，中野孝司，塚本吉胤，廣田誠一，鳥井郁子,
辻村亨． 縦隔リンパ節転移の診断にEBUS-TBNAが有用
であった悪性胸膜中皮腫の2例． 第91回日本呼吸器内視鏡
学会近畿支部会 2012.7 大阪
［研究会・講演会等］
鳥井郁子，佐藤鮎子，宋美紗，橋本昌樹，長谷川誠紀，中
野孝司，坪田紀明，辻村亨． 症例検討Ⅰ症例3． 第14回
中皮腫パネル 2012.3 東京
辻村亨． 肝幹細胞：再生と発がん．（教育講演）第12回関西
肝血流動態イメージ研究会 2012.6 大阪
多久和輝尚，橋本昌樹，黒田鮎美，松本成司，近藤展行,
辻村亨，福岡和也，中野孝司，長谷川誠紀． 胸膜肺
全 摘 術 有 害 事 象 報 告．（ 症 例 検 討 会 ）第 3 回 J a p a n
Mesothelioma Interest Group（JMIG）研究会 2012.11
京都
岡崎泰昌，永井裕崇，周珊瑚，蒋麗，舟橋諭美，豊國伸哉,
辻村亨． CD146，IMP3の過剰発現はアスベスト誘発ラット
悪性腹膜中皮腫の生存期間を短縮する．（セッション）第3
回Japan Mesothelioma Interest Group（JMIG）研究会
2012.11 京都
中島康博，寺田貴普，田端千春，堀尾大介，柴田英輔，政
近江利子，神谷瞳，大桒久弥，大搗泰一郎，三上浩司,
前田理沙，野木佳孝，平山倫子，山田秀哉，田村邦宣,
中野孝司，福岡和也，多久和輝尚，長谷川誠紀，坪田紀
明，鳥井郁子，辻村亨． 小細胞型悪性胸膜中皮腫の１例.
（セッション）第3回Japan Mesothelioma Interest Group
（JMIG）研究会 2012.11 京都
［兼任］
辻村亨（病院病理部 参照）

病院病理部門

Division of Surgical Pathology
173ページ参照
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〔基礎医学系学科目〕
Basic Medicine Subject

医学教育学

Medicine Education
■学会発表■
［国内学会］
森藤ちひろ， 高橋敬子， 成瀬均， 鈴木敬一郎． 多職種学
生間における医療事故と医療安全に対する認識比較． 第44
回日本医学教育学会大会 2012.7 東京
■その他■
松崎三徳， 水谷直也， 清水健史， 福井美穂， 重原良平,
原田圭， 矢野康平， 吉井肇， 玉置（橋本）知子， 成瀬
均， 鈴木敬一郎， 高橋敬子． 医学部2年生で遺伝学基
礎配属を経験する意義について． 第36回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会 2012.6 松本
水谷直也， 松崎三徳， 玉置（橋本）知子， 成瀬均， 高橋
敬子， 鈴木敬一郎． 医学部の学部学生が遺伝カウンセ
リングアドバンストセミナーに臨む意義． 第36回日本遺伝カ
ウンセリング学会学術集会 2012.6 松本
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〔臨床医学系講座〕
Clinical Medicine Seminars

内科学

う浮腫の診断と治療． Fluid Management Renaissance
2012;2:233-9
辻 野 健， 増 山 理． ループ 利 尿 薬 の 功 罪． Circulation
2012;2:74-83

Internal Medicine

廣谷信一． バソプレシン受容体拮抗薬． Circulation 2012;

Cardiovascular Medicine
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一例． 第16回日本心不全学会学術集会 2012.11 仙台

三宅裕治， 貴島秀行， 峰隆直， 増山理．くも膜下出血に

中聡夫， 赤神隆文， 土居隆， 増山理， 大柳光正． 2型糖

合併した無症候性たこつぼ型心筋症の入院時心電図の特

尿病合併心不全患者におけるシタグリプチンの有用性及び安

徴． 第60回日本心臓病学会学術集会 2012.9 金沢
峰隆直， 貴島秀行， 瀧本光代， 佐藤幾生， 三宅裕治，

全性の検討：ピオグリタゾンとの比較． 第16回日本心不全学
会学術集会 2012.11 仙台

増山理． 非外傷性くも膜下出血患者の急性期予後における

増山理． ループ利尿薬の使い方：急性期に考えること， 慢性

無症候性たこつぼ心筋症の意義． 第60回日本心臓病学会

期に考えること．（ランチョンセミナー）第16回日本心不全学

学術集会 2012.9 金沢

会学術集会 2012.11 仙台

増山理， 内藤由朗． 食塩感受性と拡張不全．（シンポジウ
ム）第35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋
喜多川緑， 佐々木尚子， 上野あづさ， 田村悠理， 原愛美，
内藤由朗， 大柳光正， 増山理， 辻野健． 赤血球分布幅
はCardio-renal-anemia Syndromeのマーカーである． 第
35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋
藤井彩， 内藤由朗， 澤田悠， 辻野健， 佐々木尚子， 大柳
光正， 増山理． 慢性腎臓病モデルにおける鉄制限の効
果． 第35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋
田村悠理， 佐々木尚子， 竹内志織， 石田拓巳， 前田有
貴， 岡田侑磨， 大柳光正， 松本実佳， 川端正明， 増

増山理． 心不全治療における利尿薬の使い方～新しいエビデ
ンスからの考察～．（Meet the Expert）第26回日本冠疾
患学会学術集会 2012.12 東京
［地方会等］
藤井健一． OCT．（特別企画講演）第18回日本心血管インタ
ーベンション治療学会近畿地方会 2012.2 大阪
福永匡史， 藤井健一， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸，
大柳光正． 深部静脈血栓症に対する血管内治療の有用性
の検討． 第197回日本内科学会近畿地方会 2012.6 神戸
石井紀子， 合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 河合健志，
江口明世， 廣谷信一， 増山理， 梶山洋平， 宮本裕治.

山理， 辻野健． 少量のサイアザイド系利尿薬投与後の血

左室内腫瘤を形成した僧帽弁輪部石灰化の一例． 第113回

清尿酸値上昇は糸球体濾過量の低下と関連している． 第

日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪

35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋
土居隆， 中聡夫， 赤神隆文， 増山理， 大柳光正． 高血

東晃平， 廣谷信一， 真鍋恵理， 澤田悠， 江口明世， 奥
原祥貴， 岩破俊博， 名方剛， 土居隆， 内藤由朗， 大

圧患者に対するオルメサルタンの抗炎症・腎保護効果の検

柳光正， 増山理． 慢性骨髄性白血病（CML）治療薬，

討． 第35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋

ダサチニブにより肺動脈性肺高血圧症（PAH）を来した

森澤大祐， 廣谷信一， 中坊亜由美， 合田亜希子， 増山
理． 心疾患を伴わない肺高血圧症の心エコー図からみた特
徴． 第１回日本肺循環学会学術集会 2012.9 東京
森澤大祐， 廣谷信一， 東晃平， 増山理． 薬剤性肺高血圧
の一例． 第１回日本肺循環学会学術集会 2012.9 東京

一症例． 第113回日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪
川﨑大三， 峰隆直， 福永匡史， 岩破俊博， 藤井健一，
廣谷信一， 増山理， 舛谷元丸． 難治性高血圧症例に対
する経カテーテル的腎交感神経切除術の当院での経験． 第
113回日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪
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森すみれ， 森澤大祐， 廣谷信一， 福井美保， 祢木芳樹，

2012:31-5
中坊亜由美． 僧帽弁閉鎖不全症， 機能性僧帽弁逆流， 僧

増山理， 大柳光正． 急性大動脈解離にて全周性に血管

帽弁閉鎖不全症の定量評価， 肥大型心筋症（中部閉

壁が解離しdonut 状enhancement を認めた一症例． 第

塞）
， 心尖部肥大型心筋症． 増山理 編． 心エコー診断

114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪

100ステップ． 東京：中外医学社 2012:98-102,102-3,104-6，

［研究会・講演会等］
貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． Lead Integrity
Alertシステムによりリード不全に早期対処ができたCRT-Dの
1例． 第4回植込みデバイス関連冬季大会 2012.2 北九州
峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理． 左房左肺静脈間リ

122-4,124-6
■学術論文■
［総説］
藤井健一， 羽尾裕之， 福永匡史， 澤田悠， 名方剛， 澁
谷真彦， 大柳光正， 増山理． 光干渉断層法と血管内超

エントリーが心房細動発症に関連したと考えられた発作性心

音波法による冠動脈脂質性プラークと不安定粥腫評価の有

房細動の1例． 第24回カテーテル・アブレーション委員会公

用性と問題点：血管内画像診断装置と病理との対比．日本

開研究会 2012.11 下関

心臓病学会誌 2012;7:142-5

■その他■

大柳光正． 総論 循環器救急疾患の症状， 循環器救急疾患

増山理． 彼らもコメディカル？． 内科 2012;109:56

の身体所見， 検査， 院外心肺停止， 不整脈， 急性心不

増山理．特集にあたって．Fluid Management Renaissance

全， ショック， 急性心筋梗塞， 急性大動脈解離・肺塞栓

2012;2:106
増山理． 電 解 質と利 尿 薬．（Q u e s t i o n n a i r e）F l u i d
Management Renaissance 2012;2:181-6
辻野健， 増山理． エビデンスによるループ利尿薬の使用方法

症， その他の疾患． 月刊レジデント 2012;5:8-76
高橋敬子， 鈴木敬一郎． 医学部学生に対する医療安全教
育導入の意義． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:111-8
［原著］
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Kawasaki D， Fujii K， Fukunaga M， Masutani M,

Shibuya M， Kawasaki D， Ohyanagi M， Masuyama T.

Nakata A， Masuyama T． Safety and efficacy of

Elevated concentrations of pentraxin-3 are associated

endovascular therapy with a simple homemade

with neointimal tissue characterization of restenosis

carbon dioxide delivery system in patients with

lesions after bare-metal and drug-eluting stent

ileofemoral artery diseases． Circ J 2012;76:1722-8

implantation． American College of Cardiology 61st

Morisawa D， Higuchi Y， Iwakura K， Okamura A,
Date M， Ohmiya S， Shibuya M， Fujii K.

Annual Scientific Session 2012（ACC2012）2012.3
Chicago

Predictive factors for successful weaning from

Shibuya M， Fujii K， Fukunaga M， Miki K， Nakata

percutaneous cardiopulmonary support in patients

T， Kawasaki D， Ohyanagi M， Masuyama T.

with cardiogenic shock complicating acute myocardial

Histopathological validation of optical coherence

infarction． J Cardiol 2012;60:350-4

tomography analysis for extended late-phase in-stent

Naito Y， Fujii A， Sawada H， Hirotani S， Iwasaku T,

neointimal tissue characterization after bare-metal

Eguchi A， Ohyanagi M， Tsujino T， Masuyama T.

stent implantation． American College of Cardiology

Effect of iron restriction on renal damage and

61st Annual Scientific Session 2012（ACC2012）2012.3

mineralocorticoid receptor signaling in a rat model of

Chicago

chronic kidney disease． J Hypertens 2012;30:2192-201

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Nakata

Fukunaga M， Fujii K， Nakata T， Shibuya M， Miki K,

T， Shibuya M， Ohyanagi M， Masuyama T． The

Kawasaki D， Masutani M， Lee-Kawabata M,

impact of postprocedural intravascular ultrasound

Ohyanagi M， Masuyama T． Multiple complex

findings on long-term results following self-expandable

coronary atherosclerosis in diabetic patients with

nitinol stenting in the superficial femoral artery.

acute myocardial infarction：a three-vessel optical

American College of Cardiology 61st Annual Scientific

coherence tomography study． Eurointervention
2012;8:955-61
［症例報告］

Session 2012（ACC2012）2012.3 Chicago
Caracciolo G， Abe H， Nakabo A， Pedrizzetti G,
Narula J， Sengupta PP． Application of echo particle

Miki K， Fujii K， Nakata T， Shibuya M， Fukunaga M,

imaging velocimetry for guiding AV-interval

Kawai K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

optimization in heart failure patients． American

Masuyama T． The utility of intravascular ultrasound

College of Cardiology 61st Annual Scientific Session

for the diagnosis and management of spontaneous

2012（ACC2012）2012.3 Chicago

coronary artery dissection in a middle-aged woman

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

with acute inferior myocardial infarction． J Cardiol

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

Cases 2012;6:e78-80

antagonists attenuated aldosterone induces endothelin-

Mine T， Hamaoka M， Kishima H， Masuyama T.

Rho/Rho-kinase interleukin-18 pathway in

Catheter ablation of long-lasting accelerated

c a r d i o m y o c y t e s． 2 2 n d E u r o p e a n M e e t i n g o n

idioventricular rhythm in a patient with mild left

Hypertension and Cardiovascular Protection 2012.4

ventricular dysfunction． Case Reports in Cardiology
2012;1-4

London
Naka T， Akagami T， Doi T， Arii T， Masutani M,

M i n e T， S a t o I， K i s h i m a H， M i y a k e H ． L e f t

Tsujino T， Masuyama T， Ohyanagi M． Effect of

ventricular systolic dysfunction in a patient with

high dose angiotensin type1 receptor blocker therapy

accidental hypothermia：a case report． J Med Case

on plasma levels of aldosterone and inflammatory

Rep 2012;6:429

markers in patients with essential hypertention.

■学会発表■
［国際学会］

22nd European Meeting on Hypertension and
Cardiovascular Protection 2012.4 London

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Kawai K,

Kodani T， Mine T， Kishima H， Masuyama T． Risk

Nakata T， Shibuya M， Ohyanagi M， Masuyama T.

factors of spontaneous axillary-subclavian venous

Thermodilution-derived coronary blood flow pattern

occlusion before antiarrhythmic device implantation.

immediately after coronary intervention as a predictor
of microcirculatory damage and mid-term clinical

Heart Rhythm Society’s 33rd Annual Scientific Sessions
（HRS2012）2012.5 Boston

outcomes after acute myocardial infarction.

Nakabo A， Abe H， Caracciolo G， Pedrizzetti G,

American College of Cardiology 61st Annual Scientific

Narula J， Sengupta PP． Left ventricular segmental

Session 2012（ACC2012）2012.3 Chicago

‘lengthening-contractions’ in myopathic hearts are

Kawai K， Fujii K， Miki K， Fukunaga M， Nakata T,

maladapted to the distribution of intra-cavity vortex
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circulation． American Society of Echocardiography

Mine T， Sato I， Kishima H， Masuyama T.

23rd Annual Scientific Sessions（ASE2012）2012.6

Asymptomatic left ventricular apical ballooning as a

National Harbor

potential risk factor in patients with nontraumatic

Nakabo A， Abe H， Caracciolo G， Pedrizzetti G,
N a r u l a J， S e n g u p t a P P． E s t i m a t i o n o f l e f t
ventricular vortex strength in contrast echo particle

subarachnoid hemorrage． American Heart
Association Scientific Sessions 2012（AHA2012）
2012.11 Los Angeles

imaging velocimetry images． American Society of

Shibuya M， Hao H， Fujii K， Fukunaga M， Miki K,

Echocardiography 23rd Annual Scientific Sessions

Imanaka T， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

（ASE2012）2012.6 National Harbor

Masuyama T． Ex vivo evaluation of coronary yellow

Caracciolo G， Sengupta SP， Nakabo A， Pedrizzetti G,

plaque on coronary angioscopy：a histopathological

Narula J， Sengupta PP． Abnormalities of left

validation study． American Heart Association

ventricular vortex formation in hypertensive patients

Scientific Sessions 2012（AHA2012）2012.11 Los

with or without evidence of subclinical cardiac muscle

Angeles

dysfunction． American Society of Echocardiography

Fujii A， Naito Y， Sawada H， Hirotani S， Iwasaku T,

23rd Annual Scientific Sessions（ASE2012）2012.6

E g u c h i A， O k u h a r a Y， M i k i K， O h y a n a g i M ,

National Harbor

Tsujino T， Masuyama T． Dietary iron restriction

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Kawai K,

prevents and rescues renal injury in a rat model of

Nakata T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi M,

chronic kidney disease． American Heart Association

Masuyama T． Thermodilution derived coronary blood

Scientific Sessions 2012（AHA2012）2012.11 Los

flow patterns immediately after coronary intervention

Angeles

as a predictor of microcirculatory damage and mid-

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Tamaru H， Miki

term clinical outcomes after acute myocardial

K， Imanaka T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi

infarction． European Society of Cardiology Congress

M， Masuyama T． A pitfall of fractional flow reserve

2012（ESC2012）2012.8 Munich

measurement in the left anterior descending coronary

Doi T， Sakoda T， Akagami T， Naka T， Tsujino T,
Masuyama T， Ohyanagi M． T-type Ca2+ channel
antagonists attenuated aldosterone induces endothelin-

artery：a gradual decrease of coronary pressure.
American Heart Association Scientific Sessions 2012
（AHA2012）2012.11 Los Angeles

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

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

cardiomyocytes． European Society of Cardiology

T， Okuhara Y， Miki K， Eguchi A， Mitsuno M,

Congress 2012（ESC2012）2012.8 Munich

Miyamoto Y， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Masuyama

Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Effects

T． Interleukin-33 and soluble ST2 are expressed in

of purkinje potential pacing in left ventricular

human nonrheumatic aortic valve stenosis.

endocardium on hemodynamics in patients with

American Heart Association Scientific Sessions 2012

advanced heart failure． The 5th Asia-Pacific Heart
Rhythm Society Scientific Sessions（APHRS2012）
2012.10 Taipei

（AHA2012）2012.11 Los Angeles
Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Shibuya
M， Imanaka T， Tamaru H， Masutani M， Ohyanagi

Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Effect of

M， Masuyama T． Stent edge dissection and tiny

digitalis discontinuation in patients with permanent

reference vessel area are related to target lesion

atrial fibrillation． The 5th Asia-Pacific Heart Rhythm

revascularization after self-expanding nitinol stent

Society Scientific Sessions（APHRS2012）2012.10

implantation in the superficial femoral artery.

Taipei

American Heart Association Scientific Sessions 2012

Mine T， Kishima H， Kodani T， Masuyama T.

（AHA2012）2012.11 Los Angeles

Morphological reverse remodeling of left atrium after

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Tamaru

catheter ablation for atrial fibrillation． The 5th Asia-

H， Imanaka T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi

Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions

M， Masuyama T． The clinical impact of post

（APHRS2012）2012.10 Taipei

procedural peripheral vascular flow reserve on wound

Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Shock

healing following infrapopliteal intervention in patients

for defibrillation threshold testing transiently

with critical limb ischemia． American Heart

aggravates left ventricular systolic function． The 5th

Association Scientific Sessions 2012（AHA2012）

Asia-Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions
（APHRS2012）2012.10 Taipei

2012.11 Los Angeles
Imanaka T， Hao H， Fujii K， Shibuya M， Fukunaga M,
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環器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

Ohyanagi M， Masuyama T． Application of combined

Kawai K， Fujii K， Miki K， Fukunaga M， Nakata T,

use of optical coherence tomography and

Shibuya M， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

intravascular ultrasound for the diagnosis of coronary

Masuyama T． Elevated concentrations of pentraxin-3

vulnerable plaques：a histological validation study.

are associated with neointimal tissue characterization

American Heart Association Scientific Sessions 2012

of restenosis lesions after bare-metal and drug-eluting

（AHA2012）2012.11 Los Angeles
［国内学会］

stent implantation． 第76回日本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
（JCS2012）2012.3 福岡

Nakata T， Fujii K， Shibuya M， Fukunaga M， Kawai

Fukunaga M， Fujii K， Miki K， Kawai K， Nakata T,

K， Miki K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

Shibuya M， Akahori H， Kawasaki D， Masutani M,

Masuyama T． Morphological, functional， a n d

Ohyanagi M， Masuyama T． The "gradual decrease" in

biological vascular healing response 6-month after

distal coronary pressure in the left anterior

drug-eluting stent implantation：a randomized

descending coronary artery：diagnostic-pitfall of

comparison of 3 drug-eluting stents． 第76回日本循環

coronary ischemia with fractional-flow-reserve． 第76

器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

回日本循環器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

Fukunaga M， Fujii K， Nakata T， Shibuya M， Kawai

Nakata T， Fujii K， Shibuya M， Fukunaga M， Kawai

K， Miki K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

K， Miki K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

Masuyama T． Thermodilution-derived coronary blood

Masuyama T．The impact of the serum

flow pattern immediately after coronary-intervention

eicosapentaenoic acid to arachidonic acid ratio on

as a predictor of microcirculatory-damage and mid-

microcirculatory damage in patients undergoing

term clinical-outcomes after acute myocardial

percutaneous coronary intervention． 第76回日本循環

infarction． 第76回日本循環器学会学術集会（JCS2012）
2012.3 福岡

器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡
O h t a h a r a A， E n d o h S， K a s a h a r a T， O s a k i S ,

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Nakata

Mizuta E， Morishita T， Makabe H， Yoshida S,

T， Shibuya M， Kawai K， Masutani M， Ohyanagi M,

Masutani M． The medical institution supporting

Masuyama T． The predictive value of postprocedural

system for the Great-East-Japan earthquake disaster,

ankle-brachial pressure index in long-term patency

by using data source published by the Japanese

after nitinol stent implantation in the superficial

Circulation Society． 第76回日本循環器学会学術集会

femoral artery． 第76回日本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
（JCS2012）2012.3 福岡
Fujii K， Hao H， Shibuya M， Fukunaga M， Sawada H,

（JCS2012）2012.3 福岡
正木充， 合田亜希子， 廣谷信一， 吉田千佳子， 大塚美
里， 中坊亜由美， 川端正明， 戌角幸治， 小柴賢洋，

Nakata T， Kawai K， Miki K， Ohyanagi M,

増山理． 高血圧症患者における左室拡張能改善とアルドス

Masuyama T． Optical coherence tomography imaging

テロン濃度の関係：左房径を用いた検討．日本超音波医学

of lipid-rich plaque and thin-cap fibroatheroma：exvivo

会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京

comparison with histopathologic correl a t i o n .

小谷健， 峰隆直， 貴島秀行， 増山理． 除細動域値テスト

（Featured Research Session）第76回日本循環器学会学

時における心機能の検討． 第27回日本不整脈学会学術大

術集会（JCS2012）2012.3 福岡

会 2012.7 横浜

Fujii A， Naito Y， Hirotani S， Sawada H， Akahori H,

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． ワーファリン内服中

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

の心房粗細動患者における左房内血栓の予測因子の検討.

Tsujino T， Masuyama T． Iron restriction attenuates
hypertension and renal damage in chronic kidney
disease model． 第76回日本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
（JCS2012）2012.3 福岡

第27回日本不整脈学会学術大会 2012.7 横浜
舛谷元丸． 冠動脈血種．（教育セッション）第21回日本心血
管インターベンション治 療 学 会 学 術 集 会（CVIT2012）
2012.7 新潟

Takahashi K， Kajiya T， Hori M， Suzuki K． A new

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Nakata

three-dimensional（3-D）display of myocardial SPECT

T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi M,

in consideration of left ventricular volume． 第76回日

M a s u y a m a T． T h e i m p a c t o f p o s t - p r o c e d u r a l

本循環器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

intravascular ultrasound findings on long-term results

笹沼直樹， 高橋敬子， 田中隆史， 柳田亜維， 山崎允，

following self-expanding nitinol stenting in the

岡村正嗣， 森沢知之， 土居隆， 児玉典彦， 大柳光正，

superficial femoral artery． 第21回日本心血管インターベ

道免和久． 症状安定早期の心不全症例に対する低強度レ
ジスタンストレーニングの効果についての検討． 第76回日本循

ンション治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟
Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Kawai K,
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Nakata T， Shibuya M， Akahori H， Masutani M,

土居隆， 中聡夫， 赤神隆文， 増山理， 大柳光正． 高血

Ohyanagi M， Masuyama T． The "gradual decrease" in

圧患者に対するオルメサルタンの抗炎症・腎保護効果の検

distal coronary pressure in the left anterior

討． 第35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋

descending coronary artery：diagnostic-pitfall of

森澤大祐， 廣谷信一， 中坊亜由美， 合田亜希子， 増山

fractional flow reserve． 第21回日本心血管インターベンシ

理． 心疾患を伴わない肺高血圧症の心エコー図からみた特

ョン治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟

徴． 第１回日本肺循環学会学術集会 2012.9 東京

高橋敬子， 笹沼直樹， 山内真哉， 柳田亜維， 井谷祐介，

小谷健， 峰隆直， 貴島秀行， 増山理． 孤立性慢性心房細

田中隆史， 藤井利江， 森藤ちひろ， 眞渕敏， 中聡夫，

動患者におけるジギタリス製剤中止の影響． 第29回日本心

児玉典彦， 道免和久， 大柳光正． 急性期から係わる社

電学会学術集会 2012.10 千葉

会復帰を見据えた心臓リハビリテーションチーム（CR）の役

森澤大祐， 廣谷信一， 土居隆， 安藤友孝， 福井美保，

割．（パネルディスカッション）第18回日本心臓リハビリテーショ

菅原政貴， 増山理． 重症心不全患者に対し足浴にて和温

ン学会学術集会 2012.7 さいたま

療法を導入しえた1症例． 第16回日本心不全学会学術集会

中聡夫， 吉田千佳子， 赤神隆文， 土居隆， 高橋敬子，

2012.11 仙台

有井融， 舛谷元丸， 辻野健， 増山理， 大柳光正． 血

中聡夫， 赤神隆文， 土居隆， 増山理， 大柳光正． 2型糖

行再建に成功した心筋梗塞患者に対するエホニジピン追加

尿病合併心不全患者におけるシタグリプチンの有用性及び安

投与の運動耐容能に及ぼす影響． 第18回日本心臓リハビリ

全性の検討：ピオグリタゾンとの比較． 第16回日本心不全学

テーション学会学術集会 2012.7 さいたま

会学術集会 2012.11 仙台

笹沼直樹， 高橋敬子， 田中隆史， 柳田亜維， 眞渕敏，

［地方会等］

大柳光正， 児玉典彦， 宮本裕治， 道免和久． 開心術施

福永匡史， 藤井健一， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸，

行患者における人工呼吸管理期間と術後入院期間に影響を

大柳光正． 深部静脈血栓症に対する血管内治療の有用性

及ぼす因子についての検討． 第18回日本心臓リハビリテーシ
ョン学会学術集会 2012.7 さいたま
原愛美， 佐々木尚子， 竹内志織， 石田拓巳， 前田有貴，

の検討． 第197回日本内科学会近畿地方会 2012.6 神戸
東晃平， 廣谷信一， 真鍋恵理， 澤田悠， 江口明世， 奥
原祥貴， 岩破俊博， 名方剛， 土居隆， 内藤由朗， 大

岡田侑磨， 大柳光正， 松本実佳， 川端正明， 増山理，

柳光正， 増山理． 慢性骨髄性白血病（CML）治療薬，

辻野健． 少量のサイアザイド系利尿薬投与後の腎機能低下

ダサチニブにより肺動脈性肺高血圧症（PAH）を来した

は血清尿酸値上昇と関連している． 第60回日本心臓病学会
学術集会 2012.9 金沢

一症例． 第113回日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪
川﨑大三， 峰隆直， 福永匡史， 岩破俊博， 藤井健一，

上野あづさ， 佐々木尚子， 喜多川緑， 田村悠理， 原愛美，

廣谷信一， 増山理， 舛谷元丸． 難治性高血圧症例に対

内藤由朗， 大柳光正， 増山理， 辻野健． 赤血球容積分

する経カテーテル的腎交感神経切除術の当院での経験． 第

布幅はcardio-renal-anemia syndromeのマーカーである.
第60回日本心臓病学会学術集会 2012.9 金沢

113回日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪
沖津美穂， 貴島秀行， 小谷健， 峰隆直， 増山理， 大柳

佐藤幾生， 松山貴司， 北野貴子， 田代理枝， 瀧本光代，

光正． ワルファリン服用中に腎梗塞を発症し左房内血栓を認

三宅裕治， 貴島秀行， 峰隆直， 増山理．くも膜下出血に

めた持続性心房細動の一例． 第113回日本循環器学会近

合併した無症候性たこつぼ型心筋症の入院時心電図の特
徴． 第60回日本心臓病学会学術集会 2012.9 金沢
峰隆直， 貴島秀行， 瀧本光代， 佐藤幾生， 三宅裕治，

畿地方会 2012.6 大阪
澤田悠， 廣谷信一， 内藤由朗， 江口明世， 奥原祥貴，
岩破俊博， 赤堀宏州， 中坊亜由美， 合田亜希子， 増山

増山理． 非外傷性くも膜下出血患者の急性期予後における

理， 山脇弘二． 著明な１度房室ブロックを合併した心室

無症候性たこつぼ心筋症の意義． 第60回日本心臓病学会

中隔腫瘤の一例． 第113回日本循環器学会近畿地方会

学術集会 2012.9 金沢

2012.6 大阪

喜多川緑， 佐々木尚子， 上野あづさ， 田村悠理， 原愛美，

濱中宏光， 折山恭子， 森澤大祐， 廣谷信一， 増山理，

内藤由朗， 大柳光正， 増山理， 辻野健． 赤血球分布幅

土居隆， 大柳光正． 重症拡張型心筋症に対して和温療法

はCardio-renal-anemia Syndromeのマーカーである． 第

導入が有効であった1症例． 第198回日本内科学会近畿地

35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋
藤井彩， 内藤由朗， 澤田悠， 辻野健， 佐々木尚子， 大柳

方会 2012.9 京都
福永匡史， 藤井健一， 川﨑大三， 澁谷真彦， 今仲崇裕，

光正， 増山理． 慢性腎臓病モデルにおける鉄制限の効

三木孝次郎， 田丸裕人， 舛谷元丸， 増山理． 左前下行

果． 第35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋

枝におけるFractional Flow Reserveの診 断 的 落とし穴.

田村悠理， 佐々木尚子， 竹内志織， 石田拓巳， 前田有
貴， 岡田侑磨， 大柳光正， 松本実佳， 川端正明， 増

第19回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会
2012.10 京都

山理， 辻野健． 少量のサイアザイド系利尿薬投与後の血

三木孝次郎， 川﨑大三， 福永匡史， 藤井健一， 舛谷元

清尿酸値上昇は糸球体濾過量の低下と関連している． 第

丸， 大柳光正， 増山理． 人工膝関節置換術後に下肢急

35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋

性虚血を発症し， 血管内治療にて救肢しえた一例． 第19
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■学術論文■
［総説］

2012.10 京都
井上義仁， 貴島秀行， 小谷健， 峰隆直， 増山理． ペース
メーカー植え込み後にたこつぼ型心筋症を合併した一例.
第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪
曽山裕子， 合田亜希子， 真鍋恵理， 大星真貴子， 菅原政

池 亀 和 博， 小 川 啓 恭． Haploidentical造 血 幹 細 胞 移 植.
血液内科 2012;65:608-16
池亀和博． 造血幹細胞移植に必要な検査 移植後の検査 免
疫関連の評価． Medical Techonology 2012;40:860-64

貴， 福井美保， 中坊亜由美， 大塚美里， 正木充， 廣

日笠聡． 抗HIV療法と感染予防． 感染症 2012;42:220-4

谷信一， 増山理， 良本政章， 宮本裕治． 肥大型心筋症

日笠聡， 徳川多津子， 澤田暁宏． Future Prospects 血友

に合併した仮性心室瘤の1例． 第114回日本循環器学会近

病止血治療の今後の展望． 血液フロンティア 2012;22:1395-

畿地方会 2012.12 大阪
田丸裕人， 藤井健一， 三木孝次郎， 今仲崇裕， 福永匡
史， 澁谷真彦， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸， 大柳
光正． 冠動脈自然解離の急性期を血管内超音波で観察し
得た１例． 第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大

1402
石井慎一， 池亀和博．ミニ移植 移植細胞別の動向 血縁者
間造血幹細胞移植．血液フロンティア 2012;20:1537-43
［原著］
Yoshihara S， Taniguchi K， Ogawa H， Saji H． The
role of HLA antibodies in allogeneic SCT：is the 'type-

阪
奥野圭佑， 吉井三和， 森澤大祐， 廣谷信一， 福井美保，

and-screen' strategy necessary not only for blood type

藤井健一， 大柳光正， 増山理． 重症三尖弁逆流により心

but also for HLA ? ． Bone Marrow Transplant 2012;

房間相互作用が示唆された肺動脈性肺高血圧症の1症例.
第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪

47:1499-506
Ikegame K， Kaida K， Lakoma L， Ishii S， Inoue T,

池田祥子， 合田亜希子， 真鍋恵理， 大星真貴子， 菅原政

Kato R，Soma T，Okada M，Ogawa H.

貴， 福井美保， 中坊亜由美， 大塚美里， 正木充， 廣

Haploidentical hematopoietic stem cell transplantation

谷信一， 増山理， 梶山哲也， 良本政章， 宮本裕治.

for lymphoma with monosomy of chromosome 6（loss

β遮断薬負荷が診断に有用であった大動脈弁狭窄症の1例.

of heterozygosity in the HLA region） −Who should

第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪
森すみれ， 森澤大祐， 廣谷信一， 福井美保， 祢木芳樹，

be a donor ? ． Transpl Immunol 2012;27:162-5
Yoshihara S， Ando T， Ogawa H． Extramedullary

増山理， 大柳光正． 急性大動脈解離にて全周性に血管

relapse of acute myeloid leukemia after allogeneic

壁が解離しdonut状enhancementを認めた一症例． 第114

hematopoietic stem cell transplantation: an easily

回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪

overlooked but significant pattern of relapse． Biol

［研究会・講演会等］

Blood Marrow Transplant 2012;18:1800-7

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． Lead Integrity

Ikegame K， Kaida K， Yoshihara S， Fujiwara M,

Alertシステムによりリード不全に早期対処ができたCRT-Dの

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

1例． 第4回植込みデバイス関連冬季大会 2012.2 北九州

H， Okada M， Soma T， Kamikonya N， Saji H，

峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理． 左房左肺静脈間リ

Hirota S， Ogawa H． Feasibility of unmanipulated

エントリーが心房細動発症に関連したと考えられた発作性心

haploidentical stem cell transplantation using standard

房細動の1例． 第24回カテーテル・アブレーション委員会公

GVHD prophylaxis for HLA-homozygous patients.

開研究会 2012.11 下関

Int J Hematol 2012;96:101-8

■その他■

Morishita S， Kaida K， Tanaka T， Itani Y， Ikegame K,

内藤由朗， 澁谷真彦， 藤原昌平， 藤井健一， 廣谷信一，

Okada M， Ishii S， Kodama N， Ogawa H， Domen K.

増山理， 赤神隆文， 有井融， 大柳光正． ループス心筋

Prevalence of sarcopenia and relevance of body

炎の一例． Osaka Heart Club 2012;36:6-10

composition， physiological function， fatigue， and
health-related quality of life in patients before
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

血液内科

Hematology

Support Care Cancer 2012;20:3161-8
Ikemoto J， Yoshihara S， Fujioka T， Ohtsuka Y，
F u j i t a N， K o k u b u n j i A， O k a m o t o N， O n o J，

■著書■

Taniguchi K， Kaida K， Ikegame K， Okada M，

池亀和博， 谷口裕紀． ヘルペス科以外のウイルス感染症，

Tanizawa T， Ogawa H， Kai S． Impact of the

ニューモシスティス感染症． 神田善伸 編． みんなに役立つ

mobilization regimen and the harvesting technique on

造血幹細胞移植の基礎と臨床． 改訂版． 大阪：医薬ジャ

the granulocyte yield in healthy donors for

ーナル社 2012;455-9

granulocyte transfusion therapy. Transfusion

日笠聡． 抗HIV薬の処方状況． 医薬の門 2012;52:174-7

2012;52:2646-52
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Taniguchi K， Yoshihara S， Maruya E， Ikegame K,

2012;20:821-9

Kaida K， Hayashi K， Kato R， Inoue T， Fujioka T,

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

Tamaki H， Okada M， Onuma T， Fujii N， Kusunoki

Kim EH， Nakata J， Kato R， Inoue T， Fujioka T,

Y， Soma T， Saji H， Ogawa H． Donor-derived HLA

Tamaki H， Okada M， Soma T， Ogawa H． Salvage

antibody production in patients undergoing SCT from

haploidentical transplantation for graft failure using

HLA antibody-positive donors． Bone Marrow

reduced-intensity conditioning． Bone Marrow

Transplant 2012;47:1338-42

Transplant 2012;47:369-73

Kikuchi-Taura A， Taguchi A， Kanda T， Inoue T,

Shirahata A， Fukutake K， Minaya J， Takamatsu J,

Kasahara Y， Hirose H， Sato I， Matsuyama T,

Shima M， Hanabusa H， Takedani H， Takashima

Nakagomi T， Yamahara K， Stern D， Ogawa H,

Y， Matsushita T， Tawa A， Higasa S， Tanaka

Soma T． Human umbilical cord provides a significant

N， Sakai M， Kasakami K， Ohashi Y， Saito H.

source of unexpanded mesenchymal stromal cells.

Clinical pharmacological study of a plasma-derived

Cytotherapy 2012;14:441-50
Wada N， Zaki MA， Kohara M， Ogawa H， Sugiyama
H， Nomura S， Matsumura I， Hino M， Kanakura
Y， Inagaki H， Morii E， Aozasa K． Diffuse large

factor Ⅶa and factor X mixture（MC710）in
haemophilia patients with inhibitors--Phase Ⅰ trial.
Haemophilia 2012;18:94-101
［研究報告］

B cell lymphoma with an interfollicular pattern of

小川啓恭． 灌流法により採取された骨髄細胞を用いた骨髄内

proliferation shows a favourable prognosis：a study of

骨髄移植療法の安全性， 有効性を目指した研究． 平成23

the Osaka Lymphoma Study Group． Histopathology

年度厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予

2012;60:924-32

防・治療研究事業（移植医療分野）研究報告会抄録集

Taniguchi K， Yoshihara S， Tamaki H， Fujimoto T,

2012.1:43

Ikegame K， Kaida K， Nakata J， Inoue T， Kato R,

小川啓恭． 多剤併用GVHD予防によるHLA不適合移植の開

Fujioka T， Okada M， Soma T， Ogawa H． Incidence

発・不適合移植後のHLA抗体の解析． 厚生労働科学研

and treatment strategy for disseminated adenovirus

究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業

disease after haploidentical stem cell transplantation.

「HLA不適合血縁者間移植の安全性および有効性向上の

Ann Hematol 2012;91:1305-12

ための包括的研究」 平成23年度総括・分担研究報告書

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

2012.3:18-21

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

■学会発表■

Soma T， Ogawa H． Incidence of extramedullary

［国際学会］

relapse after haploidentical SCT for advanced AML/

Ikegame K． HLA haploidentical transplantation and

myelodysplastic syndrome． Bone Marrow

further． 151th Seasonal combined conference of the

Transplantat 2012;47:669-76

Hematology Society of Taiwan and Taiwan society of

Yoshihara S， Maruya E， Taniguchi K， Kaida K， Kato

blood and marrow transplantation 2012.8 Taiwan

R， Inoue T， Fujioka T， Tamaki H， Ikegame K,

Kaida K． Sobrecarga de Hierro en el paciente

Okada M， Soma T， Hayashi K， Fujii N， Onuma T,

transplantado． Transplante de Células Madre en el

Kusunoki Y， Saji H， Ogawa H． Risk and prevention

Paciente Hemato-Oncológico 2012.8 Costa Rica

of graft failure in patients with preexisting donor-

O k a d a M， F u j i m o r i Y， O k u N， T a m e k a n e A ,

specific HLA antibodies undergoing unmanipulated

Takafuta T， Nakajima T， Tokugawa T， Sawada A,

haploidentical SCT． Bone Marrow Transplantat

Ishii S， Kaida K， Ikegame K， Soma T， Ogawa H.

2012;47:508-15

FDG-PET/CT early after 90Y-ibritumomab tiuxetan

Okada M， Yoshihara S， Taniguchi K， Kaida K,

therapy predicts outcome in relapsed or refractory

Ikegame K， Kato R， Tamaki H， Inoue T， Soma T,

indolent B-cell lymphoma． The 54th Annual Meeting

Kai S， Kato S， Ogawa H． Intrabone marrow

and Exposition American Society of Hematology

transplantation of unwashed cord blood using

2012.12 Atlanta

reduced-intensity conditioning treatment：a phase I

Ishii S， Ikegame K， Kaida K， Yoshihara S， Okada M,

study． Biol blood Marrow Transplant 2012;18:633-9

Kato R， Inoue T， Tamaki H， Fujimori Y， Soma T,

Morishita S， Kaida K， Ikegame K， Yoshihara S,

Ogawa H． A novel regimen of unmanipulated HLA-

Taniguchi K， Okada M， Kodama N， Ogawa H,

haploidentical transplantation using a small dose of

Domen K． Impaired physiological function and health-

anti-T-lymphocyte globulin for patients in high tumor

related QOL in patients before hematopoietic stem-

burden． The 54th Annual Meeting and Exposition

cell transplantation． Support Care Cancer

American Society of Hematology 2012.12 Atlanta
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［国内学会］
Ogawa H． Intra-bone marrow transplantation of
unwashed cord blood using reduced-intensity
conditioning treatment．（会長シンポジウム）第34回日本
造血細胞移植学会総会（JSHCT）2012.2 大阪
曽山裕子， 池亀和博， 加藤るり， 藤岡龍哉， 岡田昌也，
海田勝仁， 谷口享子， 吉原哲， 井上貴之， 相馬俊裕，
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田中淳司， 河敬世， 森島泰雄， 熱田由子， 宮村耕一.
急性骨髄性白血病予後中間群に対する第一寛解期での同
種造血幹細胞移植． 第34回日本造血細胞移植学会総会
（JSHCT）2012.2 大阪
池亀和博． T細胞を除去しない血縁HLA半合致移植の現
在， 過去， 未来．（教育講演）第34回日本造血細胞移植
学会総会（JSHCT）2012.2 大阪

玉置広哉， 小川啓恭． 臍帯血移植後CMV髄膜脳炎症例

岡田昌也， 甲斐俊朗， 和氣敦， 倉田美穂， 熱田由子，

における脳脊髄液中CMV特異的T細胞の検出．（医学部

石川淳， 日野雅之， 青墳信之， 笠井正晴， 三澤眞人，

学生・初期臨床研修医セッション）第34回日本造血細胞移

谷口修一， 加藤俊一． 複数臍帯血同時移植の国内臨床

植学会総会（JSHCT）2012.2 大阪
藤岡龍哉， 加藤るり， 井上貴之， 石井慎一， 海田勝仁，
谷口享子， 吉原哲， 池亀和博， 玉置広哉， 岡田昌也，

第Ⅱ相 試 験 結 果 報 告（C-SHOT0507）
．（ プレナリー
セッション）第34回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）
2012.2 大阪

相 馬 俊 裕， 小 川 啓 恭． HLA不 適 合 移 植 後 早 期での

海田勝仁． 海外でハプロ移植はじめました！
！．（ワークショッ

FOXP3陽性制御性T細胞の測定による急性GVHD発症の

プ）第34回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）2012.2

予 測． 第34回日本 造 血 細 胞 移 植 学 会 総 会（JSHCT）
2012.2 大阪
吉原哲， 谷口享子， 石井慎一， 加藤るり， 井上貴之，
海田勝仁， 藤岡龍哉， 池亀和博， 玉置広哉， 岡田昌

大阪
石 井 慎 一． 難 治 性GVHDに対 するRIST “graft-versus
GVHD”．（ワークショップ）第34回日本造血細胞移植学会総
会（JSHCT）2012.2 大阪

也， 相馬俊裕， 林晃司， 丸屋悦子， 佐治博夫， 小川

松岡由和， 高橋雅也， 岩城隆二， 佐々木豊， 中塚隆介，

啓恭． 同種造血幹細胞移植後のドナー由来HLA抗体産

河野比良夫， 植村靖史， 井上雅美， 小川啓恭， 高橋隆

生． 第34回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）2012.2

幸， 石川淳，日野雅之， 薗田精昭．ヒト造血幹細胞支持

大阪

能を有するヒト骨髄由来間葉系幹細胞の予期的分離．（ワー

加藤るり， 玉置広哉， 吉原哲， 海田勝仁， 谷口享子，
石井慎一， 井上貴之， 藤岡龍哉， 相馬俊裕， 岡田昌

クショップ）第34回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）
2012.2 大阪

也， 池亀和博， 小川啓恭． GVHD予防をステロイドで

林邦雄， 池亀和博， 小川啓恭． MDRP敗血症時に成功裏

強 化したHLA半 合 致 移 植における， CMVpp65抗 原 特

にSCT（haplo-mini）を実施できたAMLの1例． 第34回日

異的T細胞の検討． 第34回日本造血細胞移植学会総会

本造血細胞移植学会総会（JSHCT）2012.2 大阪

（JSHCT）2012.2 大阪

日笠真一， 安田恵， 日笠聡， 澤田暁宏， 徳川多津子，

林 邦 雄， 野 村 昌 作， 小 川 啓 恭． s-E-selectinはacute

木村健． 日本人HIV感染症患者の喫煙率および喫煙が

GVHDのearly marker． 第34回日本造血細胞移植学会

脂質代謝に及ぼす影響． 第6回日本禁煙学会学術集会

総会（JSHCT）2012.2 大阪
仲宗根秀樹， 薬師神公和， 黒澤彩子， 小川啓恭， 大橋一
輝， 衛藤徹也， 坂巻壽， 森島泰雄， 長村登紀子， 鈴

2012.4 仙台
日笠聡． 成人・高齢血友病患者の診療．（ランチョンセミ
ナー）第34回日本血栓止血学会学術集会 2012.6 東京

木律朗， 村田誠， 谷口修一， 福田隆浩． 同種造血幹細

Eguchi R． Deficiency of fyn protein is prerequisite for

胞移植後合併症と長期予後に与えるHCV陽性の影響． 第

apoptosis induced by src family kinase inahabitors in

34回日本造血細胞移植学会総会（JSHCT）2012.2 大阪

human mesothelioma cells． 第21回日本Cell Death学会

矢野真吾， 横山洋紀， 西村理明， 福田隆浩， 小川啓恭，
大橋一輝， 金森平和， 田中淳司， 坂巻壽， 熱田由子，

学術集会 2012.7 名古屋
小川啓恭． HLA不適合移植におけるATGの役割．（コーポ

高見昭良． 急性骨髄性白血病に対する血縁者間同種造血

レートセミナー）第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都

幹細胞移植の再発リスク因子の解析−日本造血細胞移植学

日笠聡． 後天性血友病の診断と治療戦略．（コーポレートセミ

会AML Working Group−． 第34回日本造血細胞移植学
会総会（JSHCT）2012.2 大阪

ナー）第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都
Yokoyama H， Yano S， Nishimura R， Taniguchi S，

横山洋紀， 西村理明， 谷口修一， 坂巻壽， 大橋一輝,

Ogawa H， Ohashi K， Fukuda T， Eto T，

小川啓恭， 森島泰雄， 長村登紀子， 鈴木律朗， 福田隆

Morishima Y， Nagamura-Inoue T， Sakamaki H，

浩． HCT-CIを用いた同種造血幹細胞移植後の予後予測：

Atsuta Y， Takami A． Predictive factors for

JSHCTワーキンググループ． 第34回日本造血細胞移植学会

outcome of allogeneic HCT for AML not

総会（JSHCT）2012.2 大阪
今橋伸彦， 鈴木律朗， 福田隆浩， 垣花和彦， 金森平和，

in remission：JSHCT Adult AML WG．（オーラルセッ
ション）第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都

衛藤徹也， 守毅彦， 小林直樹， 岩戸康治， 佐倉徹，

Ishii S， Ikegame K， Kaida K， Kato R， Inoue T，

池亀和博， 黒川峰夫， 近藤忠一， 飯田浩充， 坂巻壽，

Yoshihara S， Okada M， Soma T， Ogawa H． HLA-

44

兵庫医大業績録（2012）

haploidentical myeloablative stem cell transplantation

Tamura K， Winiger-Candolfi I， Esteban A， Glaser

using anti-T-lymphocyte globulin．（オーラルセッション）

S， Urabe A． Global phaseⅡ study of deferasirox in

第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都

iron overloaded（IOL）patients：Japanese subgroup

Oshima K， Taniguchi S， Kurosawa S， Ogawa H，
Ohashi K， Eto T， Sakamaki H， Yabe H，

analysis．（オーラルセッション）第74回日本血液学会学術集
会 2012.10 京都

Morishita T， Nagamura T， Suzuki R， Fukuda T.

Hayashi K， Ikegame K， Ogawa H． Novel strategy for

Invasive fungal infections after allogeneic

myelodysplasic syndrome．（ポスターセッション）第74回日

hematopoietic stem cell transplantation．（オーラルセッ
ション）第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都
Murata M， Nishida T， Taniguchi S， Ohashi K，

本血液学会学術集会 2012.10 京都
日 笠 聡． 後 天 性 血 友 病の診 断と治 療．（コーポレイトセ
ミナー）第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都

Ogawa H， Fukuda T， Morishima Y， Nagamura-

日笠聡， 小島賢一， 桑原健． 抗HIV療法と服薬援助のため

Inoue T， Sakamaki H， Atsuta Y， Suzuki R， Naoe

の基礎的調査−治療開始時の抗HIV薬処方動向調査

T． O u t c o m e o f t r a n s p l a n t a t i o n f o r p r i m a r y

（2012年）
． 第26回日本エイズ学会学術集会・総会 2012.11

myelofibrosis：A retrospective study of the JSHCT.
（オーラルセッション）第74回日本血液学会学術集会 2012.10
京都
K a n d a J， N a k a s o n e H， A t s u t a Y， T o u b a i T，
Yokoyama H， Fukuda T， Taniguchi S， Ohashi K，
Ogawa H， Morishima Y， Nagamura-Inoue T，
Sakamaki H． Risk factors and organ involbement of

横浜
日笠真一， 安田恵， 秀田恭子， 木村健， 澤田暁宏， 徳
川多津子， 日笠聡．日本人HIV感染症患者のnon-HDLを
含めた脂質管理目標値の達成状況． 第26回日本エイズ学
会学術集会・総会 2012.11 横浜
日笠真一， 安田恵， 秀田恭子， 木村健， 澤田暁宏， 徳
川多津子， 日笠聡． テノホビル・ラルテグラビルを含む抗

chronic GVHD in Japan-JSHCT GVHD working group.

HIV療法開始後48週時点での腎機能変化−テノホビル・ブ

（オーラルセッション）第74回日本血液学会学術集会 2012.10

ーストされたプロテアーゼ阻害薬を含む抗HIV療法との比較

京都

−．第26回日本エイズ学会学術集会・総会 2012.11 横浜

Kobayashi S， Takeuchi J， Ueda Y， Kurokawa M，

小島賢一， 日笠聡， 桑原健． 抗HIV療法と服薬援助のため

Tamura H， Ogata K， Dan K， Shibayama H，

の基 礎 的 調 査 − 抗HIV薬の薬 剤 変 更 状 況 調 査（2012

Kihara R， Emi N， Motoji T， Sasaki K， Usuki K，

年）
． 第26回日本エイズ学会学術集会・総会 2012.11 横浜

Ogawa H， Sakura T， Ohyashiki K， Ozawa K， Imai

澤田暁宏， 日笠聡， 日笠真一， 徳川多津子， 小川啓恭.

K， Miyazaki Y， Morita Y， Matsuda A， Tohyama

糖尿病性腎症末期腎不全に対する維持透析中に間質性肺

K， Kakumoto K， Koga D， Tamaki H， Mitani K，

炎を発症し診断された慢性B型肝炎合併HIV感染症に対し

Naoe T， Sugiyama H， Takaku F． The usefulness

ARTを行った1例． 第26回日本エイズ学会学術集会・総会

of WT1 mRNA expression levels as a monitoring

2012.11 横浜

marker of MDS progression．（オーラルセッション）第74
回日本血液学会学術集会 2012.10 京都
O k a d a M， O k u N， T a m e g a n e A， T a k a f u t a T，
Nakajima T， Tokugawa T， Sawada A， Ishii S， Kaida
K， Ikegame K， Soma T， Fujimori Y， Ogawa H.

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CD4値， HIV-RNA量と治療の現状と推移． 第26
回日本エイズ学会学術集会・総会 2012.11 横浜
川戸美由紀， 橋本修二， 岡慎一， 吉崎和幸， 福武勝幸，

FDG-PET/CT early after Zevalin therapy predicts

日笠聡， 白阪琢磨． 血液製剤によるHIV感染者の調査成

outcome in relapsed indolent B-cell lymphoma．（オー

績第2報抗HIV薬の投与状況の推移． 第26回日本エイズ

ラルセッション）第74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都

学会学術集会・総会 2012.11 横浜

Nomura S， Ishii K， Fujita S， Ito T， Katayama Y，

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 小川啓恭． FK506と

Kyo T， Ishii S， Okada M， Ogawa H， Ota S，

FKBP12の複合体はカルシニューリンの阻害とは独立して血

Nishikii H， Hayashi K， Park Y-T， Takeuchi A，

管内皮細胞の毛細血管構造の崩壊に関与する． 第85回日

Ikezoe T， Aoki K， Fujishima N， Sawada K.

本生化学会大会 2012.12 福岡

Evaluation of various markers after allogeneic SCT：
Effect of conditioning regimen．（ポスターセッション）第
74回日本血液学会学術集会 2012.10 京都
Kohga Y， Miyamura K， Kurokawa M， Tajo A，
Manabe A， Nakano S， Ishikawa T， Tatsumi Y，

［地方会等］
澤田暁宏， 日笠聡， 徳川多津子， 小川啓恭． 待期的観血
処置時にエルトロンボパグによる止血管理を行った慢性免疫
性血小板減少症（ITP）の2症例． 第97回近畿血液学地
方会 2012.6 大阪

Matsumura I， Hata T， Kato J， Suzuki T，

林邦雄， 池亀和博， 小川啓恭． RIC-Haplo-SCT（Haplo-

Ohyashiki K， Tomita A， Yoshida T， Okada M，

mini）for MDS/AML． 第97回 近 畿 血 液 学 地 方 会

Harada H， Yonemura Y， Mitani Y， Umehara H，

2012.6 大阪
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［科学研究費等班会議］
池亀和博． 血縁者間HLA半合致ミニ移植（臨床第Ⅰ/Ⅱ相試
験）
． 厚生労働科学研究費補助金「HLA不適合血縁者
間移植の安全性および有効性向上のための包括的研究」
平成24年度第1回造血細胞移植合同班会議 2012.7 東京
池亀和博． 顆粒球輸血におけるG-CSFの保険適応拡大に向
けて． 厚生労働科学研究費補助金「造血幹細胞移植の
有効性と安全性向上のための薬剤のエビデンスの確立に関
する研究」 平成24年度第1回造血細胞移植合同班会議
2012.7 東京
［研究会・講演会等］
小川啓恭．「移植医療と輸血の現状」成人の造血幹細胞移
植と輸血医療． 第20回赤十字血液シンポジウム 2012.2 大
阪
小川啓恭． T細胞非除去HLA半合致移植． 第31回南大阪
血液疾患・幹細胞移植研究会 2012.3 大阪
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日笠聡． 院内の感染対策をバージョンアップしよう−最新の感
染症について学びませんか？． 兵庫歯科学院専門学校春期
研修会 2012.5 神戸
岡田昌也． HLA移植の流れについて． 中外製薬株式会社
社内研修会 2012.6 尼崎
日笠聡． パターナリズムとインフォームドコンセント． 関西医科大
学医師不足問題セミナー 2012.6 大阪
日笠聡． 性行為感染症・エイズの現状と予防． 平成24年度
西宮市大学交流センター共通単位講座 2012.6 西宮
日笠聡． ITP治療とロトンボポエチン受容体作動薬． グラクソ
スミスクライン社内研修会 2012.6 東京
日笠聡． HIV感染症の早期診断と病院間連携． 第6回京滋
HIVカンファレンス講演会 2012.6 京都
日笠聡． HIV感染症Q&A． 神戸市保健師勉強会 2012.6
日笠聡． 血友病のAgeing care． 家族・患者担当相談員研
修 2012.6 大阪

日笠聡， 徳川多津子， 澤田暁宏， 小川啓恭． 待期的観血

池 亀 和 博． graft versus GVHDについて． 第7回Virtual

処置におけるエルトロンボパグによる止血管理． 第19回近畿

Meeting of Young Stem Cell Transplant Physicians

ITP研究会 2012.3 大阪
日笠聡． 血友病基礎講座． 第5回血友病理学療法研究会学
術集会 2012.5 神戸
澤田暁宏． PCPでAIDS発症しARTを行うもウイルス量が長期
残存している一例． 第1回HIV/AIDS診療スキルアップセミ
ナー−若手医師のための症例検討会− 2012.6 大阪
小川啓恭． HLA半合致移植その発展と課題． 第9回HLA不
適合移植研究会 2012.9 大阪
海田勝仁． HLA半合致移植：海外との共同研究． 第9回
HLA不適合移植研究会 2012.9 大阪
■その他■
小川啓恭． 難治例やHLA一致ドナーが見つからない場合の
方策．（市民公開講座）第34回日本造血細胞移植学会総
会 2012.2 大阪
日笠聡． 血友病の新規治療製剤． 第6回血栓止血学会学術
標準化検討委員会シンポジウム 2012.2 東京
日笠聡． 拠点病院での診療の現状と地域医療の役割． 平成
23年度第2回神戸市エイズネットワーク会議 2012.2 神戸
日笠聡． HIV感染者・エイズ患者の医療にかかる地域連携.
尼崎保健所保健師研修会 2012.2 尼崎
日笠聡． HIV感染症の現状， 検査， 診断等． 加古川西市
民病院院内感染対策セミナー 2012.3 加古川
日笠聡． 血友病のAgeing care． 石川県血友病友の会 講
演会 2012.3 金沢
池亀和博． 移植の基礎からHLA不適合移植まで． 一般社団
法人化学及血清療法研究所所内講演会 2012.3 熊本
日笠聡． 教科書にはない止血管理のコツ． ヘモフィリアケアセ
ミナー in兵庫 2012.4 神戸
日笠聡． 血液媒介感染症（肝炎ウイルス，ヒト免疫不全ウイ
ルス）と職業感染対策． 第1回兵庫県感染対策講演会
2012.4 神戸
日笠聡． 患者QOL向上のための治療方針～定期補充療法の
重要性～． 京滋血友病B学術講演会 2012.5 京都

2012.6 岡山
日笠聡． 青年・成人血友病における定期補充療法． ベネフィ
クスWebシンポジウム 2012.7 神戸
日笠聡． 血友病の新規治療製剤． 関西血友病学術講演会
2012.7
日笠聡． 青年・成人血友病における定期補充療法． 第4回
大阪ヘモフィリアフォーラム 2012.7
日笠聡． 血友病のエイジング・ケア． 第8回阪神ヘモフィリア
研究会 2012.7 大阪
池亀和博． 造血幹細胞移植について． 平成24年度大学生を
対象とした造血幹細胞移植推進特別講座 2012.7 神戸
澤田暁宏． 新たな治療製剤の動向．（ワークショップ）近畿圏
ヘモフィリア友の会共催2012夏合宿 2012.8 京都
日笠聡． HIV感染症/AIDSの早期診断と結核合併につい
て． 平成24年度神戸市結核対策研修会 2012.9 神戸
日笠聡． HIV感染症の治療の原則と処方選択． 関西HIV臨
床カンファレンス特別講演会 2012.9
日笠聡． エイズはどのような疾患か？． 大学コンソーシアム京都
「エイズ−社会を映す鏡」2012.9 京都
日笠聡． 血友病基礎講座， 教科書にはない止血管理のコ
ツ． THE NEXT 2012 2012.9 大阪
池亀和博． ハプロミニ再移植後の髄内・髄外再発のPET-CT
でのフォローアップの1例． 第3回Hematological PET Club
総会 2012.9 大阪
日笠聡． あなたが大災害の時にできること． バイエルヘモフィリ
アセミナー2012 2012.9 神戸
日笠聡． 特発性血小板減少性紫斑病の理解と療養生活につ
いて． 西宮市難病医療相談会 2012.10 西宮
日笠聡．凝固系検査．血栓止血領域セミナー（CHANGE2012）
2012.10 大阪
日笠聡． 血友病の新規治療製剤． 第8回東京ヘモフィリアネッ
トワーク 2012.10 東京
岡田昌也． 当院におけるTKI治療患者のQOL調査． 第5回
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兵庫造血器腫瘍セミナー 2012.10 神戸
池亀和博． Graft-versus-GVHDの基礎と臨床． 第15回血
液細胞療法フォーラム 2012.10 大阪
日笠聡． 血友病治療薬最前線． 第8回東京ヘモフィリアネット

成人病と生活習慣病 2012;42:999-1004
岩崎剛， 佐野統． 自己免疫疾患の治療標的分子としての脂
質メディエーター． Frontiers in Rheumatology & Clinical
Immunology 2012;6:151-5
Sato Y， Tsunoda S， Nozue T， Pan Q， Wakasugi H,

ワーク 2012.10 東京
日笠聡． 血友病の最新治療． 尼崎市難病団体連絡協議会
医療相談会 2012.11 尼崎
日笠聡． 薬害エイズ． ノボノルディスクファーマ社内勉強会

Yoshimura A． Low-density lipoprotein apheresis
therapy for steroid-and cyclosporine-resistant
idiopathic membranous nephropathy． Intern Med
2012;51:2597-602

2012.11 大阪
日笠聡． 青年・成人血友病における定期補充療法． 鹿児島
ヘモフィリア勉強会 2012.11 鹿児島
岡田昌也． 兵庫医科大学におけるゼヴァリン治療． 第4回関
西核医学治療研究会 2012.11 大阪
池亀和博． HLA半合致移植の展望と野望． 第9回愛媛造血
細胞移植研究会 2012.11 愛媛
日笠聡． HIV感染症の概要（疫学・病態・治療法）
． 平成
24年度広島県歯科医師会の会員・準会員のためのHIV感
染症に関する講習会 2012.12 広島
日笠聡． 血友病の新規治療製剤の動向． 関東ブロック医療
等相談会 2012.12 横浜
［兼任］

［原著］
Takeshita H， Kitano M， Iwasaki T， Kitano S,
T s u n e m i S， S a t o C， S e k i g u c h i M， A z u m a N ,
Miyazawa K， Hla T， Sano H． Sphingosine
1-phosphate（S1P）/S1P receptor 1 signaling regulates
receptor activator of NF-κB ligand（RANKL）
expression in rheumatoid arthritis． Biochem Biophys
Res Commun 2012;419:154-9
Sato C， Iwasaki T， Kitano S， Tsunemi S， Sano H.
Sphingosine 1-phosphate receptor activation enhances
BMP-2-induced osteoblast differentiation． Biochem
Biophys Res Commun 2012;423:200-5

玉置広哉（先端医学研究所 細胞移植部門 参照）

［症例報告］
五十嵐陽子， 安藤久美子， 若田ゆき， 髙田恵広， 石藏礼
一， 廣田省三， 白川学， 有田憲生， 関口昌弘， 松井

リウマチ・膠原病科
Rheumatology

聖． 下垂体に発生したWegener肉芽腫症の1例． 臨床画
像 2012;28:1388-91
松井聖， 佐野統， 土田哲雄， 寺田信， 有田幹雄． 皮膚筋

■著書■
佐野統． COX-2阻害薬の適正使用． 大阪：フジメディカル出
版 2012
佐野統． 消炎鎮痛薬． 門脇孝， 永井良三 総編． 赤林朗,

炎に合併した間質性肺炎にミゾリビンが著効した1例． 臨床リ
ウマチ 2012;24:260-6
■学会発表■
［国際学会］

大内尉義， 黒川峰夫， 小池和彦， 辻省次， 長瀬隆英,

Hashimoto N， Uchiyama S， Kitano M， Iwasaki T,

藤田敏郎， 森屋恭爾， 山本一彦 編． カラー版 内科学.

Sano H， Hashimoto T． Ultrasonagraphic assessment

東京：西村書店 2012:200-4

of submandibular glands in anti-centromere antibody

東直人， 佐野統． 疼痛管理の重要性とNSAIDsの位置づけ

positive and negative primary sjogren’s syndrome

をみる． 岩本幸英， 菅野健太郎 編． 整形外科診療のた

patients． The Annual European Congress of

めのNSAIDs処方ハンドブック～ NSAIDs処方と潰瘍対策の
実際～． 東京：先端医学社 2012:14-21
■学術論文■
［総説］
角田慎一郎， 佐野統． 非ステロイド性抗炎症薬， NSAIDsと
心血管イベント． 薬局 2012;63:96-100
東直人．リウマチに対する正しい薬の使い方 RA治療up to
date．レジデントノート 2012;13:2853-7
佐 野 統． リウマチ性 多 発 筋 痛 症におけるステロイド治 療.
Modern Physician 2012;32:248
東直人． 再発性多発軟骨炎における気道病変の臨床． 日本
臨床免疫学会会誌 2012;35:157-67
関口昌弘， 常見幸， 北野将康， 岩崎剛， 佐野統． S1P.
臨床免疫・アレルギー科 2012;57（Suppl.21）:491-8
角田慎一郎， 佐野統．リウマチ性多発筋痛症と線維筋痛症.

Rheumatology（EULAR2012）2012.6 Berlin
Kitano M， Kitano S， Sato C， Nogami M， Morimoto M,
Nishioka A， Sekiguchi M， Azuma N， Hashimoto N,
Tsunoda S， Matsui K， Iwasaki T， Sano H． Effects
of tocilizumab on bone homeostasis and dickkopf-1 in
rheumatoid arthritis． The Annual European
Congress of Rheumatology（EULAR2012）2012.6
Berlin
Kitano M， Kitano S， Sato C， Fujita K， Yoshikawa T,
Katashima Y， Sekiguchi M， Azuma N， Hashimoto N,
Tsunoda S， Matsui K， Sano H． IL-6 signaling
inhibition improves abnormal bone homeostasis in
active rheumatoid arthritis． The 78rd Annual
Scientific Meeting of the American College of
Rheumatology（ACR/ARHP）2012.11 Washington,D.
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チル病（ASD）の1例． 第56回日本リウマチ学会総会・学
術集会（JCR2012）2012.4 東京

Ohmura K， Fujii T， Nakahara E， Maeda K,

北野将康， 北野幸恵， 神田ちえり， 野上みか， 藤田計

Hashimoto H， Kuroiwa T， Miki K， Funauchi M,

行， 日野拓耶， 森本麻衣， 西岡亜紀， 常見幸， 関口

H a t t a K， H i g a m i K， N a m i u c h i S， Y o s h i i I ,

昌弘， 東直人， 橋本尚明， 角田慎一郎， 松井聖， 岩

Nakatani T， Ikawa T， Matsutani T， Murakami K,

崎剛， 佐野統．トシリズマブの関節リウマチにおける骨破

Morita S， Kawahito Y， Nishimoto N， Mimori T,

壊抑制機序の検討． 第56回日本リウマチ学会総会・学術

Sano H． An interim analysis of the efficacy of
abatacept in Japanese biologics-naïve rheumatoid

集会（JCR2012）2012.4 東京
日野拓耶， 藤田計行， 森本麻衣， 西岡亜紀， 関口昌弘,

arthritis patients（results from ABROAD study）
：

東直人， 北野将康， 角田慎一郎， 佐野統． 膠原病加療

comparison of CRP and MMP-3 lebel after treatment

中に感染症で入院した患者背景の検討． 第56回日本リウマ

with abatacept versus anti-TNF agents． The 78rd

チ学会総会・学術集会（JCR2012）2012.4 東京

Annual Scientific Meeting of the American College of

関口昌弘， 岡﨑亮太， 藤田計行， 日野拓耶， 森本麻衣,

Rheumatology（ACR/ARHP）2012.11 Washington

西岡亜紀， 東直人， 北野将康， 角田慎一郎， 佐野統.

DC

ガリウムシンチグラフィで特徴的な集積像を呈した皮膚サル

［国内学会］
橋本尚明， 関口昌弘， 北野将康， 岩崎剛， 佐野統， 橋

コイドーシスの一例． 第56回日本リウマチ学会総会・学術
集会（JCR2012）2012.4 東京

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

藤田計行， 関口昌弘， 岡﨑亮太， 日野拓耶， 森本麻衣,

ける顎下腺超音波検査の検討．（ワークショップ）第56回日

西岡亜紀， 東直人， 北野将康， 橋本尚明， 角田慎一

本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2012）2012.4 東京

郎， 佐 野 統． タクロリムスによるカルシニューリンインヒ

東直人， 片田圭宣， 北野幸恵， 西岡亜紀， 関口昌弘,

ビター腎症および血栓性微小血管障害症をきたした全身

北野将康， 松井聖， 佐野統． シェーグレン症候群における

性エリテマトーデスの一例． 第56回日本リウマチ学会総

口腔内病変と唾液中EGFの関係．（ワークショップ）第56回

会・学術集会（JCR2012）2012.4 東京

日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2012）2012.4 東京

森本麻衣， 北野将康， 藤田計行， 日野拓耶， 西岡亜紀,

松谷隆治， 李頴， 村上美帆， 松井聖， 関口昌弘， 北野

関口昌弘， 東直人， 角田慎一郎， 松田正之， 植田光

将康， 村上孝作， 藤井隆夫， 大村浩一郎， 前田恵治,

晴， 佐 野 統． 老 人 性 全身性transthyretin（TTR）心

中原英子， 島岡康則， 南平昭豪， 入交重雄， 松尾崇

アミロイドーシスを合併した全身性強皮症の一例． 第56

史， 井村嘉孝， 川人豊， 三森経世， 佐野統， 西本憲

回日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2012）2012.4

弘． 生物学的製剤未治療RA患者に対するアバタセプト

東京

（CTLA4-lg）治療前後におけるT細胞サブセットの変化.

角田慎一郎， 谷内江昭宏， 西岡亜紀， 日野拓耶， 藤田計

（ワークショップ）第56回日本リウマチ学会総会・学術集会

行， 森本麻衣， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 神田

（JCR2012）2012.4 東京

ちえり， 松井聖， 佐野統． 成人発症Still病の診断・治

関口昌弘， 北野将康， 松井聖， 橋本英雄， 並木充夫,

療 マーカーとしてのIL-18：サイトカインプロファイルか

島岡康則， 前田恵治， 中谷晃之， 吉井一郎， 柏木聡,

らの治療戦略． 第56回日本リウマチ学会総会・学術集

南平昭豪， 渡辺晋， 波内俊三， 井川宣， 大村浩一郎,

会（JCR2012）2012.4 東京

藤井隆夫， 川人豊， 西本憲弘， 三森経世， 佐野統.

野上みか， 橋本尚明， 関口昌弘， 東直人， 北野将康,

生物学的製剤未治療関節リウマチ患者に対するアバタセプ

角田慎一郎， 宋美紗， 佐野統． 潰瘍性大腸炎様の腸病

ト（ABT）の有効性と安全性の検討（ABROAD試験）
.

変と肥厚性硬膜炎を合併したIgG4関連疾患の一例． 第56

（ワークショップ）第56回日本リウマチ学会総会・学術集

回日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2012）2012.4

会（JCR2012）2012.4 東京
西岡亜紀， 角田慎一郎， 藤田計行， 日野拓耶， 森本麻

東京
松井聖， 片嶋有希， 寺田信， 東直人， 関口昌弘， 北野

衣， 関口昌弘， 東直人， 北野将康， 佐野統， シェーグ

将康， 角田慎一郎， 佐野統． アレルギー性肉芽腫性血管

レン症候群の経過中に肺MALTリンパ腫を合併した一例.

炎と多発性筋炎の鑑別を要するマクロCPK血症について.

第56回日本リウマチ学 会 総 会・学 術 集 会（JCR2012）

第56回日本リウマチ 学 会 総 会・学 術 集 会（JCR2012）

2012.4 東京

2012.4 東京

並木充夫， 山崎任國， 角田慎一郎， 佐野統． 診 断に

寺田信， 田村誠朗， 片嶋有希， 田端理英， 松井聖． 著し

FDG-PET-CTが有用であった発症早期巨細胞動脈炎/側

い末梢血好酸球増多を伴う好酸球性副鼻腔炎にて発症し,

頭動脈炎の症例． 第56回日本リウマチ学会総会・学術集

診断に難渋したT細胞リンパ腫の一例．（ミニシンポジウム）

会（JCR2012）2012.4 東京

第24回日本アレルギー学会春季臨床大会 2012.5 大阪

片嶋有希， 寺田信， 松井聖． tocilizumabが奏功し， また

角田慎一郎， 木田有利， 野々口博史， 中西健， 佐野統,

その病勢評価に関節エコーが有用であった難治性の成人ス

長濱清隆． 全身性エリテマトーデスの経過中に急性腎不全
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を発症しHUS/TTPかCNI腎症の鑑別が困難であった1例.

弘． 関節リウマチにおけるCTLA4-Ig共刺激シグナル阻害剤

第55回日本腎臓学会学術総会 2012.6 横浜

のCD8＋T細胞への影響．（ワークショップ）第40回日本臨床

北野将康， 常見幸， 竹下治範， 北野幸恵， 藤田計行,

免疫学会総会 2012.9 東京

片嶋有希， 関口昌弘， 東直人， 角田慎一郎， 岩崎剛,

石津桃， 角田慎一郎， 古川哲也， 吉川卓宏， 藤田計行,

佐野統． スフィンゴシン1燐酸（S1P）/S1P受容体シグナル

片嶋有希， 佐藤ちえり， 齋藤篤史， 西岡亜紀， 関口昌

の関節リウマチ病態における役割． 第77回日本インターフェロ

弘， 東直人， 北野将康， 松井聖， 佐野統． 妊娠34週

ン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

にHELLP症候群を発症したSLE合併妊娠の一例． 第40回

角田慎一郎， 石津桃， 古川哲也， 藤田計行， 佐藤ちえ

日本臨床免疫学会総会 2012.9 東京

り， 片嶋有希， 齋藤篤史， 西岡亜紀， 関口昌弘， 東

関口昌弘， 北野将康， 松井聖， 橋本英雄， 並木充夫,

直人， 北野将康， 松井聖， 佐野統， 谷内江昭宏． 成

島岡康則， 前田恵治， 中谷晃之， 吉井一郎， 柏木聡,

人発症Still病の診断・治療マーカーとしてのIL-18． 第77回

南平昭豪， 渡辺晋， 波内俊三， 井川宣， 大村浩一郎,

日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

藤井隆夫， 川人豊， 西本憲弘， 三森経世， 佐野統.

松谷隆治， 李穎， 村上美帆， 李彗敏， 青木千恵子， 関

生物学的製剤未治療関節リウマチ患者に対するアバタセプト

口昌弘， 松井聖， 北野将康， 並木充夫， 大村浩一郎,

（ABT）の有効性の検討（ABROAD試験）
． 第40回日本

井村嘉孝， 藤井隆夫， 黒岩孝則， 島岡康則， 中原英

臨床免疫学会総会 2012.9 東京

子， 前田恵治， 野崎祐史， 船内正憲， 村上孝作， 南

片嶋有希， 石津桃， 古川哲也， 藤田計行， 佐藤ちえり,

平昭豪， 入交重雄， 東光久， 佐々木健陽， 井川宣， 横

齋藤篤史， 西岡亜紀， 関口昌弘， 東直人， 北野将康,

田章， 森田智視， 川人豊， 三森経世， 佐野統， 西本

角田慎一郎， 松井聖， 佐野統． MRIにて骨びらんを認め,

憲弘． 関節リウマチにおけるCTLA4-lg共刺激シグナル阻害

その病勢評価に関節エコーが有用であった難治性の成人

剤治療は， Th1とTh2細胞に影響せず， Th17細胞を減少

スチル病（ASD）の1例． 第40回日本臨床免疫学会総会

させる． 第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集
会 2012.6 神戸

2012.9 東京
齋藤篤史， 吉川卓宏， 東直人， 関口昌弘， 北野将康,

松谷隆治， 李穎， 村上美帆， 李彗敏， 青木千恵子， 関

角田慎一郎， 松井聖， 佐野統． 血清反応陰性脊椎症が

口昌弘， 松井聖， 北野将康， 大村浩一郎， 村上孝作,

先行し， 発見した潰瘍性大腸炎の1例． 日本脊椎関節炎

藤井隆夫， 黒岩孝則， 中原英子， 前田恵治， 井村嘉

学会第22回学術集会 2012.9 大阪

孝， 南平昭豪， 川人豊， 三森経世， 佐野統， 西本憲

関口昌弘， 北野将康， 並木充夫， 松井聖， 比嘉慎二,

弘． アバタセプト（CTLA4-Ig）はT細胞の活性化を抑制

中原英子， 前田恵治， 橋本英雄， 黒岩孝則， 三木健司,

し， IL-6の産生とTh17細胞を低下させる． 第33回日本炎

村上孝作， 山本相浩， 森田智視， 松谷隆治， 大村浩一

症・再生医学会 2012.7 福岡

郎， 藤井隆夫， 川人豊， 西本憲弘， 三森経世， 佐野

北 野 将 康， 関 口 昌 弘， 佐 野 統． 関 節リウマ チ で の

統． 多施設共同研究による生物学的製剤未治療RA患者に

sphingosine 1-phosphate（S1P）とS1P受 容 体1シグナル

おけるアバタセプトの有効性の検討（ABROAD試験）
．第

の役割． 第33回日本炎症・再生医学会 2012.7 福岡

27回日本臨床リウマチ学会 2012.11 神戸

東直人， 片田圭宣， 北野幸恵， 西岡亜紀， 関口昌弘,

松井聖， 片嶋有希， 東直人， 佐藤ちえり， 西岡亜紀,

北野将康， 松井聖， 佐野統． シェーグレン症候群における

齋藤篤史， 関口昌弘， 北野将康， 角田慎一郎， 佐野

口腔内病変と唾液中EGFの関係．（シンポジウム）第21回日

統． 総IgEが低値であった難治性喘息にオマリズマブが著

本シェーグレン症候群学会学術集会 2012.9 京都

効した2症例の検討． 第62回日本アレルギー学会秋季学術

佐野統． 関節リウマチ治療の最先端．（ランチョンセミナー）
第21回日本シェーグレン症候群学会学術集会 2012.9 京都
橋本尚明， 久野英樹， 関口昌弘， 北野将康， 佐野統,

集会 2012.11 大阪
東直人， 的場聖明， 西岡亜紀， 村本睦子， 上田英一郎,
真鍋蘭， 黄昌弘， 岩村優美， 野崎優子， 松井聖， 松

橋本武則． 長期間における抗セントロメア抗体陽性シェーグ

原弘明， 佐野統． 好酸球増多症候群に伴う難治性指趾壊

レンの食道病変の検討． 第21回日本シェーグレン症候群学

疽に対して骨髄単核球細胞による血管再生医療が有効で

会学術集会 2012.9 京都

あった一例． 第62回日本アレルギー学会秋季学術集会

古川哲也， 西岡亜紀， 角田慎一郎， 石津桃， 藤田計行,
片嶋有希， 佐藤ちえり， 齋藤篤史， 関口昌弘， 東直

2012.11 大阪
［地方会等］

人， 北野将康， 松井聖， 佐野統． シェーグレン症候群に

角田慎一郎， 齋藤篤史， 石津桃， 古川哲也， 佐野統,

胸腺MALTリンパ腫を合併した1例． 第21回日本シェーグレ

八尋真名， 木田有利， 野々口博史， 中西健． 尿所見が

ン症候群学会学術集会 2012.9 京都

乏しいにもかかわらず病理所見が顕著であったIgG4関連間

松谷隆治， 李頴， 村上美帆， 関口昌弘， 松井聖， 北野
将康， 大村浩一郎， 井村嘉孝， 藤井隆夫， 黒岩孝則,
中原英子， 前田恵治， 船内正憲， 村上孝作， 入交重
雄， 森田智視， 川人豊， 三森経世， 佐野統， 西本憲

質 性 腎 炎の1例． 第42回日本 腎 臓 学 会 西 部 学 術 大 会
2012.10 中頭
［科学研究費等班会議］
東直人， 佐野統． シェーグレン症候群における口腔内病変と
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唾液中EGFの関係に関する研究． 厚生労働科学研究費補

津桃， 古川哲也， 藤田計行， 佐藤ちえり， 片嶋有希,

助金難治性疾患等克服研究事業「自己免疫疾患に関する

西岡亜紀， 関口昌弘， 北野将康， 角田慎一郎， 松井

調査研究」平成24年度班会議 2012.12 東京

聖， 佐野統． 血清反応陰性脊椎関節症が先行し， 発見

［研究会・講演会等］
神田ちえり． 関節リウマチでの骨代謝マーカーに対する
生 物 学 的 製 剤の効 果． 第7回Young Researchers in
Advanced Rheumatology（YRAR）2012.1 大阪
東直人．リウマチ? 膠原病 ??アプローチの実際． 和歌山膠原
病セミナー 2012.3 和歌山
片田圭宣， 原田芳徳， 東直人， 佐伯行彦， 田中敏郎.

した潰瘍性大腸炎の一例． 第37回神戸免疫・膠原病懇話
会 2012.6 神戸
東直人． 関節リウマチのはなし～最近のトピックスから骨粗鬆症
との関係まで～．日本イーライリリー MR研修会 2012.6 神戸
佐野統．リウマチの抗サイトカイン療法． 市民公開講座 イン
ターフェロン・抗サイトカイン療法の現状と将来展望 2012.6 西
宮

経皮感作によると考えられる食物アレルギーカルミンと加水分

松井聖． 関節リウマチ薬（生物学的製剤）最新のプロモーシ

解小麦の症例から． 第69回臨床アレルギー研究会 2012.6

ョンについて． エーザイOST社外講師勉強会 2012.7 神戸

大阪
松井聖． 関節リウマチ薬（生物学的製剤）の使い方と医療師
の連携について． 神戸オレンシアナースセミナー 2012.7 神戸
松 井 聖． 症 例 検 討 会（ パネラー）
． Remission Meeting
2012.7 大阪
松井聖． アレルギー疾患の治療戦略． 大阪緑樹会後援会
2012.8 大阪
吉川卓宏， 東直人， 藤城亜貴子， 石津桃， 古川哲也,
藤田計行， 佐藤ちえり， 片嶋有希， 齋藤篤史， 西岡亜

松井聖． プログラフの製品評価とデイテールデータに関する調
査． アステラス製薬株式会社アドバイザリーミーティング
2012.7 尼崎
関口昌弘． 生物学的製剤未治療RA患者に対するアバタセプ
トの有効性と安全性の検討（ABROAD試験）
． 神戸関節リ
ウマチセミナー 2012.7 神戸
関口昌弘． アバタセプト 106例の中間解析． 関西関節リウマ
チセミナー 2012.8 大阪
松井聖． 関節リウマチの病態と治療の最前線～レミケード勉強

紀， 関口昌弘， 北野将康， 角田慎一郎， 松井聖， 佐

会～． 田辺三菱製薬株式会社社内セミナー 2012.8 西宮

野統． シクロスポリンA（CyA）で治療中に再燃しミコフェノ

松井聖． 関節リウマチの新しい治療におけるトシリズマブの役

ール酸モフェチル（MMF）が奏功したループス腎炎の1例.
第23回近畿リウマチ病研究会 2012.9 大阪
東直人． 関節リウマチのはなし～あの人ホンマにリウマチ
なん? ～． 兵庫県薬剤師会但馬支部講演会 2012.9 豊岡
松井聖． 関節リウマチ：早期診断と医療師の連携．日本女性
薬剤師会研究講座 2012.9 神戸
佐野統．リウマチ性疾患におけるNSAIDsの使い方．（特別
講演）リウマチ性疾患学術講演会 2012.10 新潟
佐野統． RA治療における低分子化合物の役割．（ミニレク
チャー）第1回兵庫県リウマチ財団登録医の会 2012.12 神戸
■その他■

割． アクテムラ連携ミーティング 2012.9 西宮
東直人． 関節リウマチの診断と治療． 平成24年度赤十字県
民大学講座 2012.10 和歌山
東直人．リウマチ診療， 最近のあれこれ． 有田地区リウマチ
セミナー 2012.10 有田
東直人． こうげんびょうって何よ～? ～膠原病の基礎知識～ .
第1回難病患者医療相談 2012.10 湯浅
松井聖． 生物学的製剤導入後の関節リウマチ治療における保
険診療の実際． 関節リウマチセミナー 2012.11 西宮
角田慎一郎． サラジェン最新情報のプロモーションについて.
キッセイ薬品工業アドバイザリーミーティング 2012.11 西宮

松井聖 監． 食物アレルギー． 奥様メモ・カレンダー 保存版
健康質問箱． 朝日新聞折込 2012.11.26
関口昌弘． ABROAD試験43例の中間解析． 関西関節リウ

糖尿病科

マチセミナー 2012.1 大阪

Diabetes and Metabolism

松井聖． 関節リウマチの病態と治療の最前線～薬剤師さんに
サポートして頂きたい点～． ワタキュー薬局薬剤師講演会

■著書■

2012.2 大阪

難波光義， 村井一樹， 徳田八大， 勝野朋幸， 宮川潤一

関口昌弘． ABROAD試験43例の中間解析． 阪神関節リウ
マチセミナー 2012.2 芦屋
関口昌弘． 高齢者における関節リウマチの治療． 第9回阪神
リウマチ性疾患症例検討会 2012.2 西宮
藤田計行． 全身性エリテマトーデスに対しタクロリムスを投与中
に血栓性微小血管障害症を呈した1例． 第13回膠原病症
例検討会 2012.2 大阪
松井聖． 関節リウマチの病態と治療の最前線 ～ MR活動に
生かして頂きたい点～．ファイザー社内セミナー 2012.4 神戸
橋本彩， 安部武生， 吉川卓宏， 齋藤篤史， 東直人， 石

郎． DPP-4阻害薬−経口糖尿病薬におけるパラダイムシフ
ト． 稲垣暢也 編． 糖尿病治療薬のサイエンス． 大阪：南
山堂 2012:136-45
難波光義． 糖尿病治療におけるインスリンアナログとGLP-1
受容体作動薬． 木曽良明， 向井秀仁 編． ペプチド医薬
の最前線． 東京：シーエムシー出版 2012:193-200
小西康輔， 宮川潤一郎， 難波光義． GLP-1受容体作動薬.
門脇孝， 稲垣暢也， 難波光義， 山田祐一郎， 植木浩二
郎 編． ファーマナビゲーター インクレチン薬編． 東京：メ
ディカルレビュー社 2012:130-5
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宮川潤一郎， 楠宜樹， 美内雅之， 勝野朋幸， 浜口朋也，

Strict glycemic control in Japanese type 2 diabetic

難波光義．インスリンからGLP-１受容体作動薬への切り替え

patients with incretin-based therapy-efficacy of

による高血糖． 稲垣暢也 編． 経口糖尿病薬の新展開.

continuous glucose monitoring for the secure

大阪：フジメディカル出版 2012:165-9

transition and fine tuning． Infusystem Asia 2012;7:6-8

美内雅之， 宮川潤一郎， 難波光義． 糖尿病用薬． 矢崎義

Kusunoki Y， Katsuno T， Namba M． Establishment of

雄 監， 松澤佑次， 奥村勝彦， 永井良三， 千葉勉， 伊

basal infusion program in continuous subcutaneous

藤貞嘉 編． 治療薬UP-TO-DATE 2012． 東京：メディ

insulin infusion（CSII）
． Infusystem Asia 2012;7:30-2

カルレビュー社 2012:419-40
■学術論文■
［総説］
宮川潤一郎． 細小血管症に対するインクレチン治療薬の効果.
糖尿病の最新治療 2012;4:30-5
宮川潤一郎， 難波光義． DPP-4阻 害 薬（インクレチンエン
ハンサー）
．日本臨牀 2012;70（増刊3）:682-8
宮川潤一郎． GLP-1受容体作動薬単独療法． 月刊糖尿病
2012;4:64-70
宮川潤一郎， 難波光義． GLP-1受容体作動薬． Progress
in Medicine 2012;9:1893-8

［症例報告］
北村倫子， 徳田八大， 越智史浩， 楠宜樹， 村井一樹,
美内雅之， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光
義． 早期の診断で救命しえた粘液水腫性昏睡の1例．日本
内科学会雑誌 2012;101:1066-8
［国際学会］
Miuchi M， Miyagawa J， Matsuo T， Konishi K， Ochi F,
Tokuda M， Kusunoki Y， Murai K， Katsuno T,
Hamaguchi T， Namba M． Long term effects of
liraglutide and insulin treatment on glucose tolerance
and islet morphology in the early onset type 1

勝野朋幸， 宮川潤一郎， 難波光義．インクレチン関連薬と他

diabetes of NOD mice． 72nd scientific sessions of

の糖尿病薬の使い分け．日本臨牀 2012;70（増刊3）:693-8

American Diabetes Association（ADA2012）2012.6

浜口朋也， 難波光義． グリニド薬のエビデンス． 糖尿病の最
新治療 2012;3:92-7
浜口朋也， 難波光義． 1型糖尿病におけるインスリン療法の基
本理念．日本臨牀 2012;70（増刊3）:538-48
浜口朋也， 難波光義． DPP-4阻害薬． 月刊糖尿病 2012;4:
102-8
浜口朋也， 楠宜樹， 勝野朋幸， 難波光義． 代謝内分泌
持続皮下インスリン注入（CSII）
． 診断と治療 2012;100:
249-55
勝野朋幸， 村井一樹， 楠宜樹， 難波光義． 糖尿病治療と
低血糖． Diabetes Journal 2012;40:168-74
［原著］

Philadelphia
Konishi K， Miyagawa J， Miuchi M， Nagai E， Matsuo
T， Murai K， Katsuno T， Hamaguchi T， Namba M.
Long-term effect of liraglutide and/or insulin on beta
cell mass in db/db mice with long-standing
hyperglycemia． 9th International Diabetes
Federation Western Pacific Region Congress 2012.11
Kyoto
Konya H， Tsunoda T， Kamitani M， Fukuoka H,
Katsuno T， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M,
Kanayama Y． Add-on effect of sitagliptin in an obese
type 2 diabetic patient with glimepiride and

Kashiwagi A， Kasuga M， Araki E， Oka Y,

metformin on blood glucose control and incretin

Hanafusa T， Ito H， Tominaga M， Oikawa S,

response． 9th International Diabetes Federation

Noda M， Kawamura T， Sanke T， Namba M,

Western Pacific Region Congress 2012.11 Kyoto

Hashiramoto M， Sasahara T， Nishio Y， Kuwa K,

Kusunoki Y， Katsuno T， Abe M， Miyakoshi K， Ikawa

Ueki K， Takei I， Umemoto M， Murakami M,

T， Matsuo T， Ochi H， Tokuda M， Murai K， Miuchi

Yamakado M， Yatomi Y， Ohashi H， Committee on

M， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M． The

the Standardization of Diabetes Mellitus-Related

beneficial effects of add-on therapy with acarbose in

Laboratory Testing of Japan Diabetes Society（JDS）
．

Japanese type 2 diabetes mellitus treated with

International clinical harmonization of glycated

alogliptin． 9th International Diabetes Federation

hemoglobin in Japan：from Japan diabetes society to
national glycohemoglobin standardization program
values． J Diabetes Investig 2012;3:39-40

Western Pacific Region Congress 2012.11 Kyoto
Kamitani M， Konya H， Miuchi M， Tsunoda T,
Fukuoka H， Katsuno T， Hamaguchi T， Tanaka Y,

Hamaguchi T， Koga M， Murai J， Saito H， Tamada

Mizutani S， Kanayama Y， Miyagawa J， Namba M.

D， Kurebayashi S， Katsuno T， Miyagawa J， Namba

Effect of mitiglinide on incretin hormone responses in

M． Estimation of HbA1c response to sitagliptin by

a case of impaired glucose tolerance following total

change in glycated albumin level for 2 weeks． J

gastrectomy with Roux en Y rebuilding． 9th

Diabetes Investig 2012;3:175-8

International Diabetes Federation Western Pacific

Katsuno T， Kusunoki Y， Tokuda M， Murai K， Ochi F,
Miuchi M， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M.

Region Congress 2012.11 Kyoto
［国内学会］
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難波光義． 合併症を加速するのは低血糖. （ディベートセッ
ション）第27回日本糖尿病合併症学会/第18回日本糖尿病
眼学会 2012.11 福岡
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難波光義． 2型糖尿病治療再考−インクレチン薬による新展
開−． 第28回DM net ONE 症例検討会 2012.1 大阪
難波光義． 拡がるインクレチン治療−その源流から見る今後へ

浜口朋也， 松尾俊宏， 村井一樹， 美内雅之， 勝野朋幸，

の期待−． Diabetes Forum in Kanazawa 2012.2 金沢

宮川潤一郎， 難波光義． 2型糖尿病患者における慢性腎

難波光義． インクレチン治療に期待するもの−新規DPP-4

臓病（CKD）の進展要因． 第109回日本内科学会総会・

阻害薬の登 場をふまえて−． 泉 州インクレチンセミナー

講演会2012.4 京都

2012.3 大阪

難波光義． インクレチン関連薬の活用−糖尿病病態の理解を

難波光義． わが国におけるインクレチン治療−これまでの成績

背景として. （クリニカルアワー）第85回日本内分泌学会学

と今後への期待−． 第16回奈良糖尿病療養指導研修会

術総会 2012.4 名古屋
村井一樹． 2型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬（シタグリプ
チン）の有用性． 第85回日本内分泌学会学術総会 2012.4
名古屋
勝野朋幸， 楠宜樹， 難波光義． 糖尿病合併妊娠管理にお
ける先進的アプローチ．（シンポジウム）第55回日本糖尿病
学会年次学術集会 2012.5 横浜

2012.4 奈良
難波光義． 2型糖尿病のインクレチン治療． 第5回東京糖尿病
治療フォーラム 2012.4 東京
難波光義． 今日から始めるインスリン治療−そんなに敷居が高
いですか−． 糖尿病をナラティブに考える会 2012.5 大阪
難波光義． 変革する2型糖尿病治療−DPP-4阻害薬の位置
づけ−． 東葛南部地区糖尿病セミナー 2012.6 千葉

美内雅之， 宮川潤一郎， 松尾俊宏， 小西康輔， 越智史

難波光義． 拡がるインクレチン治療−その源流から見る今後へ

浩， 徳田八大， 楠宜樹， 村井一樹， 勝野朋幸， 浜口

の期待−． 第27回糖尿病セミナー『おおさか』2012.6 大

朋也， 難波光義． 糖尿病発症早期NODマウスへのGLP-1
受容体作動薬（リラグルチド）の効果． 第55回日本糖尿病
学会年次学術集会 2012.5 横浜
難波光義．インスリン療法. （シンポジウム）第142回日本医学
会シンポジウム 2012.6 東京

阪
難波光義． 今日から始めるインスリン治療−そんなに敷居が高
いですか？−． 浜松地区糖尿病病診連携学術講演会
2012.6 浜松
難波光義． 2型糖尿病への新戦略−合理的なインスリン分泌

難波光義． 糖尿病， その成り立ちと対策−職域からのアク

の補強策−． 第3回琉球臨床糖尿病フォーラム 2012.7 那覇

ションプラン. （ランチョンセミナー）第85回日本産業衛生学

難波光義． 糖尿病・肥満診療における生活改善の意義． 日

会 2012.6 名古屋
難波光義． SMBGで看る糖尿病診療. （ランチョンセミナー）
第17回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 2012.9 京都
［地方会等］
宮川潤一郎． 日本人2型糖尿病に対するインクレチン治療
−GLP-1受容体作動薬に期待するもの−． 第21回臨床内
分泌代謝 Update 2012.1 浜松
難 波 光 義． 日本 人2型 糖 尿 病に対 するインクレチン治 療
−GLP-1 受容体作動薬に期待するもの−．（ランチョンセミ
ナー）第21回臨床内分泌代謝 Up date 2012.1 浜松
難波光義． 変革する2型糖尿病治療−DPP-4阻害薬の位置
づけ−. （ランチョンセミナー）第85回日本糖尿病学会中部
地方会 2012.4 津
太田佳宏， 村井一樹， 井川貴資， 徳田八大， 楠宜樹，

本臨床栄養学会認定栄養医研修会 2012.7 西宮
難波光義．より合理的な2型糖尿病治療を目指して． 大阪糖
尿病アカデミー 2012.7 西宮
難波光義． 2型糖尿病治療の新戦略−インクレチン治療がもた
らしたもの． 第263回交野市医師会・枚方市医師会学術研
修会 2012.7 交野
難波光義． 味わい， 考え， 働く腸管−インクレチンを応用する
新たな糖尿病治療−． 東北インクレチンフォーラム 2012.7 仙
台
難波光義． 糖尿病薬物治療の進歩−インスリン治療と血糖測
定を中心に−． 第19回薬と医療シンポジウム 2012.8 大阪
難波光義． 変革する糖尿病の薬物治療． 第35回コメディカル
のための糖尿病セミナー 2012.9 鹿児島
難波光義． より合理的な2型糖尿病治療を目指して． 第1回

美内雅之， 勝野朋幸， 宮川潤一郎， 難波光義． 後期

Diabetes Early Intervention Conference 2012.9 西宮

ダンピング症候群に対する， ミグリトール投与が， 反応性

難波光義． 肥満を助長しない， 合理的な2型糖尿病治療を目

低血糖の改善に有効であった症例． 第198回日本内科学会

指して． 第7回大阪メタボリックシンドローム研究会 2012.9 大

近畿地方会 2012.9 京都
難波光義． 糖尿病薬物治療 Up to date．（教育講演）第49
回日本糖尿病学会近畿地方会 2012.11 京都
難波光義． 糖尿病薬物治療 Up to date．（指定講演）第49
回日本糖尿病学会近畿地方会 2012.11 京都
太田佳宏， 村井一樹．ミグリトールの血糖変動に対する効果
をCGMにて観察しえた後期ダンピング症候群の一例． 第49
回日本糖尿病学会近畿地方会 2012.11 京都
［研究会・講演会等］

阪
難波光義． 歯科医師に知っておいてもらいたい糖尿病の知
識． DSSE特別講演会 2012.9 神戸
難波光義． 糖尿病診療を巡る最近の話題． 医療法人恵生会
病院 糖尿病講演会 2012.11 東大阪
難波光義． 合理的な経口糖尿病薬の用い方． 阪神北 Fire
Side Case Conference 2012.11 宝塚
難波光義． 糖尿病， その成り立ちと対策−予防， 治療にお
けるアクションプラン． 生活習慣病フォーラム2012 in Osaka
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2012.12 大阪
宮川潤一郎． GLP-1シグナルの最新知見とインクレチン治療へ
の期待． Diabetes Seminar 2012.2 東京

難波光義， 弘世貴久， 渡辺伸明． 合併症予防を目指した治
療戦略 −食後高血糖治療へのアプローチ−（座談会）
．
Pharma Medica 2012；30：205-13

宮川潤一郎． GLP-1シグナルの新たな展開とDPP-4阻害薬の

美内雅之． グルカゴン分 泌 機 構からみた2型 糖 尿 病 治 療

使い方． 第1回横浜糖尿病食後高血糖フォーラム 2012.2 横

−インクレチン関連薬のグルカゴン分泌に対する作用と臨床

浜
宮川潤一郎． GLP-1シグナルを踏まえた糖尿病治療を考える
−DPP-4阻害薬を中心に−． 糖尿病薬物治療シンポジウム
in 今治 2012.2 今治
宮川潤一郎．インクレチン関連薬による ”糖尿病治療のパラダイ
ムシフト”． 平成23年度兵庫医科大学医学会総会および第
4回学術講演会 2012.3 西宮
宮川潤一郎． 2型糖尿病におけるインスリン・シタグリプチン併
用療法の有用性に関する検討． 2012年インクレチン研究会
in 阪神学術講演会 2012.3 西宮
宮川潤一郎． GLP-1シグナルを踏まえた糖尿病治療を考える
−DPP-4阻害薬を中心に−． 第26回神戸市中央区内科医
会学術講演会 2012.4 神戸
宮川潤一郎．インクレチンシグナルを踏まえた糖尿病治療を考え
る．インクレチン・アップデート in Osaka 2012.5 大阪
宮川潤一郎． Incretin-based medicine up-to-date &
Topics from ADA 2012． 第26回糖尿病と高脂血症セミ
ナー 2012.6 神戸
宮川潤一郎． GLP-1とDPP-4の生理活性を踏まえた糖尿病治
療−DPP-4阻害薬を中心に−． 大阪南インクレチン講演会
2012.7 堺

的意義を中心に−（座談会）
． Islet Equality 2012;1:4-15
宮川潤一郎． 第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会を
開催して． 大阪大学第二内科同窓会 2012:48;19
宮 川 潤 一 郎． 座 談 会 を 終 えて − s h o r t r e v i e w − .
International Review of Diabetes 2012:3;274-5
難波光義． インクレチン治療に期待するもの−新規DPP-4 阻
害薬の登場をふまえて−．トラゼンタ発売記念講演会 2012.2
久留米
難波光義． 2型糖尿病治療の新戦略−インクレチン治療がもた
らすもの−． 大分糖尿病治療フォーラム2012 2012.3 大分
宮川潤一郎． 糖尿病治療薬DPP-4阻害薬の多面的作用.
第135回兵医内科カンファランス 2012.3 西宮
美内雅之． 災害時の糖尿病医療から学ぶべきもの． 平成23
年度 兵庫医科大学病院糖尿病協会年次総会 2012.3 西宮
美内雅之． 2型糖尿病における膵島細胞の観察からみたインク
レチン関連治療薬． インクレチン研究会 in 阪神 2012.3 尼
崎
美内雅之． 糖尿病性合併症 ～治療の理想と現実～． 第30
回神戸市薬剤師会障害教育講座研修会 2012.6 神戸
美内雅之． 糖尿病の予防と早期発見， 治療について． 西宮
市瓦木町地域健康講座 2012.6 西宮

宮川潤一郎． 糖尿病治療up-to-dateインクレチン関連薬の有

宮川潤一郎． 炎症・免疫学的観点からみたインクレチン関連

効な使い方． 第3回最新糖尿病治療広島フォーラム 2012.7

薬のancillary effect． 大阪医科大学 糖尿病代謝・内分

広島
Miyagawa J． MAP and Target-range Accuracy：Why
do we need to be concerned ? ． Abbott Diabetes Care
APAC Key Opinion Leader Meeting 2012.9 Hong
Kong
宮川潤一郎． インクレチン関連薬の膵外作用−肝臓への作用
を中心に−． Mukogawa Medical Conference 2012.9 西
宮
宮川潤一郎． DPP-4阻害薬の使い方と将来展望． 第359回
日田市医師会学術講演会 2012.11 日田
宮川潤一郎． DPP-4阻害薬の使い方と将来展望． 豊岡市医
師会学術講演会 2012.12 豊岡
浜口朋也， 勝野朋幸， 越智史浩， 楠宜樹， 徳田八大,
村井一樹， 宮川潤一郎， 難波光義． 高齢者のインスリン
治療． 第124回近畿糖尿病談話会 2012.12 大阪
■その他■

泌内科カンファランス 2012.6 高槻
難波光義． インスリン治療と血糖自己測定−昨日・今日・明日.
第83回アークレイ学術講演会 2012.8 京都
難波光義． 糖尿病治療の新たな挑戦． 第64回千里ライフサイ
エンス市民公開講座 2012.9 豊中
難波光義．より合理的な2型糖尿病治療を目指して． 泉州糖
尿病カンファレンス 2012.9 泉佐野
宮川潤一郎． 血糖が高いと何故， 体に悪いのか？． 兵庫医
科大学市民健康講座 2012.9 西宮
宮川潤一郎． 糖尿病， メタボリックシンドロームの病態と治療
−療養指導から最新の糖尿病治療薬， インクレチン関連薬
まで−．（株）総医研ホールディングス特別研修会 2012.9
東京
宮川潤一郎． 糖尿病治療薬の将来展望～ DPP-4阻害薬を中
心に～． 田辺三菱製薬神戸支店職制会議講師招聘勉強
会 2012.10 神戸

難波光義， 羽田勝計． 糖尿病治療， 主にインスリン治療に

宮川潤一郎． 糖尿病治療薬の将来展望～ DPP-4阻害薬を中

対する課題と今後の展望（座談会）
． Diabetes Frontier

心に～． 田辺三菱製薬神戸支店職制会議講師招聘勉強

2012;23:221-5

会 2012.10 神戸

難波光義， Yoon KH， 宮川潤一郎． アジア人における2型

難波光義． HbA1cの新しい見方とその他の指標との関連性.

糖尿病の特徴と治療の展望−膵島細胞の消長をふまえて−

2012年度医療スタッフのための糖尿病セミナー 2012.10 徳島

（座談会）
． International Review of Diabetes 2012;3:

勝野朋幸， 難波光義． 糖尿病合併妊婦管理におけるアプ

259-71

ローチ −1型糖尿病合併妊婦を中心に−． Medicament
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News 2012.10.15:11-2
難波光義． 広がる「インクレチン治療薬」． 産経新聞 大阪版
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ジメント． 治療 2012;94:1551-7
Shimomura S， Nishiguchi S． Anticarcinogenic impact
of interferon therapy on the progression of

2012.11.13:8
難波光義．より合理的な2型糖尿病治療を目指して．トラゼンタ
錠1周年記念講演会 in 西宮市 2012.11 西宮
宮川潤一郎． DPP-4阻害薬について． 興和創薬（株）社内
講演会 2012.11 東京
宮川潤一郎． DPP-4阻害薬の使い方とancillary effect．トラ
ゼンタ®錠発売1周年記念講演会 2012.11 米子
難波光義． 拡がるインクレチン治療−2型糖尿病の成り立ちとそ
の対策． テネリア新発売講演会 in 九州 2012.12 福岡
宮川潤一郎． 糖尿病治療薬の将来展望～ DPP-4阻害薬を中
心に～． 田辺三菱製薬大阪支店職制会議講師招聘勉強

hepatocellular carcinoma in patients with chronic viral
infection． Hepatol Res 2012;42:22-32
Enomoto H， Inoue S， Matsuhisa A， Nishiguchi S． A
novel approach for the diagnosis of spontaneous
bacterial peritonitis． Curr Res in Gastroenterology &
Hepatology 2012;6:15-24
Enomoto H， Nishiguchi S． Suppression of hepatoma cell
proliferation by vitamin K． Curr Res in Cancer
2012;6:9-16
［原著］
Matsuda F， Torii Y， Enomoto H， Kuga C， Aizawa N,

会 2012.12 大阪

Iwata Y， Saito M， Imanishi H， Shimomura S,
Nakamura H， Tanaka H， Iijima H， Tsutsui H,

肝・胆・膵科

Hepatobiliary and Pancreatic Disease

T a n a k a Y ， N i s h i g u c h i S ． A n t i - i n t e r f e r o n -α
neutralizing antibody is associated with nonresponse
to pegylated interferon-α plus ribavirin in chronic

■学術論文■
［総説］

hepatitis C． J Viral Hepat 2012;19:694-703
Bando Y， Kanehara H， Aoki K， Toya D,

會澤信弘， 高島智之， 榎本平之， 西口修平． C型肝硬変

Notsumata K， Tanaka N， Enomoto H， Nishiguchi S,

に対するPEG-IFN/RBV併用療法の治療成績． 消化器内

Nakasho K， Nakamura H， Kasayama S， Koga M.

科 2012;54:486-92

The glycated albumin to glycated haemoglobin ratio

會澤信弘， 高島智之， 榎本平之， 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． 消化器
内科 2012;54:744-51
青木智子， 飯島尋子， 西口修平． わが国における非B非C
型肝硬変の実態． 臨牀消化器内科 2012;27:529

increases along with the fibrosis stage in non-alcoholic
steatohepatitis． Ann Clin Biochem 2012;49:387-90
Suzuki K， Endo R， Kohgo Y， Ohtake T， Ueno Y,
Kato A， Suzuki K， Shiraki R， Moriwaki H， Habu
D， Saito M， Nishiguchi S， Katayama K， Sakaida I.

田中榮司， 松本晶博， 鈴木義之， 小林万利子， 田中靖人,

Guidelines on nutritional management in Japanese

新海登， 髭修平， 八橋弘， 長岡進矢， 茶山一彰， 柘

patients with liver cirrhosis from the perspective of

植雅貴， 横須賀收， 今関文夫， 西口修平， 齋藤正紀,

preventing hepatocellular carcinoma． Hepatol Res

藤原圭， 鳥居信之， 平松直樹， 狩野吉康． 核酸アナロ

2012;42:621-6

グ薬中止に伴うリスク回避のための指針2012 厚生労働省

Kaneko S， Furuse J， Kudo M， Ikeda K， Honda M,

「B型肝炎の核酸アナログ薬治療における治療中止基準の

Nakamoto Y， Onchi M， Shiota G， Yokosuka O,

作成と治療中止を目指したインターフェロン治療の有用性に

Sakaida I， Takehara T， Ueno Y， Hiroishi K,

関する治療」の報告． 肝臓 2012;53:237-42

Nishiguchi S， Moriwaki H， Yamamoto K， Sata M,

榎本平之， 西口修平． 腹水の治療と特発性細菌性腹膜炎に

Obi S， Miyayama S， Imai Y． Guideline on the use

対する新規診断法菌のみえない感染症へのアプローチ． 医

of new anticancer drugs for the treatment of

学のあゆみ 2012;240:765-70

Hepatocellular Carcinoma 2010 update． Hepatol Res

原直樹， 石井昭生， 加納繁照． 肝硬変の診断法と重症度
分類． 医学のあゆみ 2012;240:725-31

2012;42:523-42
Ito K， Kuno A， Ikehara Y， Sugiyama M， Saito H,

下村壯治， 福田能啓， 西口修平． インターフェロンによる

Aoki Y， Matsui T， Imamura M， Korenaga M,

肝発癌抑制効果． 兵庫医科大学 医学会雑誌 2012;37:13-

Murata K， Masaki N， Tanaka Y， Hige S， Izumi

22

N， Kurosaki M， Nishiguchi S， Sakamoto M， Kage

榎本平之， 西口修平． ペグインターフェロン単独療法． 消化
器の臨床 2012;15:262-5
榎本平之， 池田直人， 會澤信弘， 今西宏安， 西口修平.
血小板低値のC型慢性肝疾患症例におけるインターフェロン
治療． 消化器内科 2012;55:228-32
榎本平之， 西口修平． 腹水・浮腫を伴う肝硬変患者のマネ

M， Narimatsu H， Mizokami M． LecT-hepa， a
glyco-marker derived from multiple lectins， as a
predictor of liver fibrosis in chronic hepatitis C
patients． Hepatology 2012;56:1448-56
Sakai Y， Enomoto H， Aizawa N， Iwata Y， Tanaka H,
Ikeda N， Takashima T， Takata R， Iwai T， Iwata K,
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サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

波による評価． 第48回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

鵜飼渉， 渡邊公彦， 會澤信弘， 橋本恵理， 五十嵐健史，

岡 本 共 弘， 内 山 良 介， 西 口 修 平， 筒 井 ひ ろ 子.

金田博雄， 木川昌康， 白坂知彦， 石井貴雄， 吉永敏

Concanavalian A重症肝炎の責任病態である肝局所DICに

弘， 館野勝， 西口修平， 齋藤利和． インターフェロン誘

おける， IFNγ/STAT1に依存した組織因子発現誘導の重

発性うつ病の病態理解 末梢血神経栄養因子の動態解析か

兵庫医大業績録（2012）
ら予見と治療法の可能性． 第77回日本インターフェロン・サイ
トカイン学会学術集会 2012.6 神戸
會澤信弘， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭
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討． 第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神
戸
田中弘教， 飯島尋子， 楊和典， 岩井孝史， 石井昭生，

生， 髙嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田

髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安，

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

飯島尋子， 藤元治朗， 西口修平． C型慢性肝炎組織に

口修平． 経皮的RFA治療時における超音波装置の適切

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77

な選 択は？． 第16回日本 肝 臓 学 会 大 会（JDDW2012）

回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神
戸

2012.10 神戸
今西宏安， 池田直人， 會澤信弘， 榎本平之， 飯島尋子，

池田直人， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 髙嶋智

小山英則， 松井聖， 西口修平． 全身性エリテマトーデスと

之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 岩田恵典， 田

自己免疫性肝炎の治療中に肝機能障害の増悪とBasedow

中弘教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子，

病の合併がみられた1例． 第199回日本内科学会近畿地方

西口修平． PEG-IFNα-2a/RBV 併 用 療 法 における
Response-Guided Therapyの有用性の検討． 第77回日本
インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

会 2012.12 大阪
［地方会等］
岩田一也， 榎本平之， 會澤信弘， 西口修平． 血小板低値

今西宏安， 池田直人， 西口修平． 血小板低値を呈するC型

のＣ型慢性肝炎疾患におけるインターフェロン治療に関する

慢性肝炎に対するIFN治療目的の脾摘とPSEの実態調査.

検討．（ワークショップ）第96回日本消化器病学会近畿支部

（シンポジウム）第19回日本門脈圧亢進症学会総会 2012.9
東京
髙嶋智之， 飯島尋子， 西口修平． ELFスコアおよびVTTQ
を用いた肝線維化診断の有用性．（ワークショップ）第16回
日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
西口修平． QQL向上とイベントフリーを目指した肝硬変の治
療 戦 略 BCAA製 剤の使 用 法の工 夫．（ランチョンセミ
ナー）第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神
戸
會澤信弘， 齋藤正紀， 西口修平． 血小板低値・C型慢
性 肝 疾 患 のIFN療 法 における脾 摘・PSEの 適 応 基 準.
（ パネルディスカッション）第16回日本 肝 臓 学 会 大 会
（JDDW2012）2012.10 神戸

会例会 2012.1 大阪
西口修平． 肝疾患に対する栄養療法の最前線．（第38回教
育講演）第88回日本消化器病学会近畿支部会例会 2012.3
大阪
坂井良行， 岩田恵典， 西口修平． 当院におけるEUS下膵
仮性嚢胞ドレナージ（EUS-CD）の現状． 第88回日本消化
器内視鏡学会近畿地方会 2012.3 大阪
髙嶋智之， 飯島尋子， 吉田昌弘， 會澤信弘， 池田直人，
田中弘教， 西口修平． C型慢性肝疾患におけるVTTQお
よびELFスコアを用いた肝線維化診断の有用性． 日本超音
波医学会第39回関西地方会学術集会 2012.10 大阪
［科学研究費等班会議］
西口修平．ソラフェニブとインターフェロンの併用療法に関する

青木智子， 飯島尋子， 西口修平． VTTQと背景肝因子を

検討． 平成23年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等

用いた発癌危険群の囲い込み戦略．（ワークショップ）第16

克服緊急対策研究事業）「肝がんの新規治療法に関する研

回日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

究」第二回班会議 2012.1 東京

榎本平之， 久家千紗， 西口修平． C型慢性肝炎治療にお

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

けるIFN-α中和抗体の影響．（シンポジウム）第16回日本肝

目指した基礎および臨床的研究． 平成23年度厚生労働科

臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業研究発表

田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 癌検診における各種モ

会 2012.1 東京

ダリティー別の費 用効 果 − 最も効 果 的な検 診 方 法は？.

西口修平， 齋藤正紀． 慢性肝疾患における間接カロリー計と

（シンポジウム）第50回日本 消 化 器 がん検 診 学 会 大 会

身体測定による病態栄養の検討． 厚生労働科学研究（肝

（JDDW2012）2012.10 神戸

炎等克服緊急対策研究事業）「ウイルス性肝疾患患者の食

榎本平之， 辻村亨， 高田亮， 岩井孝史， 髙嶋智之， 坂
井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教，

事・運動療法とアウトカム評価に関する研究」平成24年度第
１回総会班会議 2012.8 名古屋

岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 本多政

榎本平之， 西口修平． 厚生労働科学研究補助金（肝炎等

夫， 西口修平． Sorafenibとインターフェロンの併用療法

克服緊急対策研究事業）「Ｂ型肝炎ウイルスe抗体陽性無症

に関する検討． 第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）

候性キャリアの長期予後に関する検討」． 横須賀班平成24

2012.10 神戸
榎本平之， 坂井良行， 會澤信弘， 高田亮， 岩井孝史，

年度第１回班会議 2012.8 東京
齋藤正紀， 西口修平． 厚生労働科学研究補助金（肝炎等

髙嶋智之， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵

克服緊急対策研究事業）「B型肝炎の核酸アナログ薬治療

典， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． C型

におけるdrug freeを目指したインターフェロン治療の有用性に

肝硬変患者における糖化ヘモグロビン（HbA1c）と糖化ア

関する研究」． 田中班平成24年度第１回班会議 2012.8 東

ルブミン（GA）の比率と食道・胃静脈瘤の形態に関する検

京
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榎本平之， 西口修平． 厚生労働科学研究補助金（肝炎等

西口修平． 血小板低値例に対するインターフェロン治療の工

克服緊急対策研究事業）「B型肝炎ウイルスe抗体陽性無症

夫．（ランチョンセミナー）第19回日本門脈圧亢進症学会総

候性キャリアの長期予後に関する検討」． 横須賀班平成24

会 2012.9 東京

年度第2回班会議 2012.12 東京
齋藤正紀， 西口修平． 厚生労働科学研究補助金（肝炎等
克服緊急対策研究事業）「B型肝炎の核酸アナログ薬治療
のおけるdrug freeを目指したインターフェロン治療の有用性に
関する研究」． 田中班平成24年度第2回班会議 2012.12 東
京
［研究会・講演会等］
會澤信弘， 飯島尋子， 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， 近藤祐一， 藤元治朗， 廣田省三， 西上隆之， 廣
田誠一． 肝細胞癌との鑑別が困難であった小型細胆管細
胞癌の1症例． 第17回肝血流動態イメージ研究会記録プ
ログラム 2012:85-8
榎本平之， 井上慎一， 松久明生， 今西宏安， 齋藤正紀，
岩田恵典， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘

■その他■
西口修平． 肝硬変Update 肝硬変死の根絶をめざして． 医
学のあゆみ 2012;240:691
西口修平． 序論 肝硬変死の根絶をめざした総合的な治療戦
略． 医学のあゆみ 2012;240:693-6
坂本亨宇， 中島収， 小田義直， 飯島尋子． 座談会 肝細
胞癌病理診断の現状と展望． The liver cancer Journal
2012-3;4:15-22
西口修平． C型肝硬変に対するインターフェロン治療． 第5回
C型慢性肝炎治療学術講演会 2012.1 東京
西口修平． B型肝炎の再活性化について． 第5回新しい乾癬
治療を考える会 2012.1 神戸
西口修平． 肝癌抑制を目指した総合的な治療戦略−栄養療
法からインターフェロン治療まで−． 第17回多摩H.p・肝炎
研究会 2012.3 立川

教， 下村壯治， 飯島尋子， 中村秀次， 西口修平． 広

會澤信弘． C型慢性肝炎組織からの発癌とミトコンドリア遺伝

域細菌検出のための新規in situ hybridization probeの開

子異常に関する検討． Kansai Liver Club 2012 2012.3 大

発と特発性細菌性腹膜炎への診断アプローチ． 第19回浜
名湖シンポジウム記録プログラム 分子生物学が可能とした個
別化医療 2012;92-9
景勝寺晶子， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子， 田中弘
教， 大野香織， 會澤信弘， 廣田誠一， 坪内博仁， 西

阪
西口修平． B型 肝 炎について． 明 石 医 師 会 学 術 講 演 会
2012.5 明石
西口修平． 難治性C型慢性肝炎疾患に対する最新の治療.
（特別講演）ウイルス性肝炎治療の最先端 2012.5 岡山

口修平， 飯島尋子． 非アルコール性脂肪肝炎の造影超音

髙嶋智之． 兵庫県下における天然性IFNαの長期投与による

波による評価． 第18回肝血流動態イメージ研究会 2012.1

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.

神戸

第10回兵庫県肝がん撲滅研究会 2012.5 神戸

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 高田亮， 岩井孝史，

西口修平． 慢性肝炎のインターフェロン治療．（市民公開講

髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

座）第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

2012.6 神戸

口修平． 分子標的治療薬による肝細胞癌腫瘍血流パラメー
タの早期変化と治療効果． 第18回肝血流動態イメージ研究
会 2012.1 神戸
會澤信弘， 飯島尋子， 高田亮， 岩井孝史， 高島智之，
坂井良行， 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， 飯室勇二， 藤
元治朗， 三浦行矣， 廣田省三， 中正恵二， 廣田誠一，
西口修平． CTAPで濃染を示した肝細胞癌の一例． 第18
回肝血流動態イメージ研究会 2012.1 神戸
髙嶋智之， 田中弘教， 東浦晶子， 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， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯
島尋子． 早期肝細胞癌の診断におけるSonazoid造影超音
波門脈優位相の意義． 第18回肝血流動態イメージ研究会
2012.1 神戸
西口修平． 進行肝細胞癌の治療． 平成24年度日本肝臓学
会前期教育講演会 2012.6 金沢
西口修平． 生物学的製剤を安全に使用するためのチェックポイ
ント ウイルス性肝炎．（ランチョンセミナー）第27回日本乾癬
学会学術大会 2012.9 新潟

齋藤正紀． B型肝炎について． 肝癌撲滅フォーラム市民公開
講座 2012.6 西宮
榎本平之． C型肝炎について． 肝癌撲滅フォーラム市民公開
講座 2012.6 西宮
西口修平． HBs抗原に関する研究成果． 第7回HBs抗原定
量研究会 2012.6 金沢
西口修平． C型肝硬変の最新の治療． C型肝硬変治療学術
講演会 2012.6 大阪
西口修平． 肝疾患におけるアミノ酸療法の有用性． 明石肝疾
患勉強会 2012.6 明石
西口修平． 肝疾患におけるアミノ酸療法の有用性． 西播磨肝
疾患勉強会 2012.6 赤穂
岩田恵典． 膵疾患の臨床． 鳥居薬品社内研修会 2012.6 神
戸
岩田恵典． 膵疾患の臨床． 第3回尼崎プライマリーケアカン
ファレンス 2012.6 尼崎
西口修平． 日本人のB型肝炎再活性化について． Humira
Users Conference 2012.7 神戸
齋藤正紀． 兵庫県における肝炎医療費助成制度について.
平成24年度第1回兵庫県肝疾患診療連携フォーラム 2012.7
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aspect of metabolic memory ? ． In：Ghista DN ed.

神戸
坂井良行． 食道静脈瘤に対する内視鏡下治療時の栄養療法
の意義． アミノレバンEN学術講演会 2012.7 神戸

Biomedical Science， Engineering and Technology.
Croatia：InTech 2012:91-122

西口修平． 血小板低値・C型慢性肝疾患のIFN療法における

山本徹也． 痛風治療薬． 矢崎義雄 監． 松澤佑次， 奥村

脾 摘・PSEの 適 応について． 第29回 犬 山シンポジウム

勝彦， 永井良三， 千葉勉， 伊藤克嘉 編． ポケット判治

2012.8 犬山

療 薬UP-TO-DATE2012． 東 京：メディカルレビュー社

西口修平． 肝疾患におけるアミノ酸療法の有用性． 姫路肝疾
患勉強会 2012.8 姫路
西口修平． 肝疾患におけるアミノ酸療法の有用性． 鳥取肝疾
患治療を考える会 2012.8 鳥取
榎本平之． 兵庫県における肝炎医療費助成制度について.
平成24年度第2回兵庫県肝疾患診療連携フォーラム 2012.9

2012:458-9
■学術論文■
［総説］
Nishizawa Y， Koyama H， Inaba M． AGEs and
cardiovascular diseases in patients with end-stage
renal diseases． J Ren Nutr 2012;22:128-33
山本徹也． 生活習慣からみた高尿酸血症発症機構とその作

神戸
西口修平． C型肝炎治療の現状． Meet the Expert in 武

用～尿酸トランスポーター（URAT1）の重要性～． 医薬の
門 2012:51:489-93

庫川 2012.9 西宮
榎本平之． 肝細胞癌に対する分子標的薬とインターフェロン
の併用療法に関する基礎的検討． 第12回兵庫県肝疾患
フォーラム 2012.9 神戸
岩田恵典． 胆膵の病気．（市民公開講座）第48回日本消化
器病学会近畿地方会 2012.10 西宮
齋藤正紀． ウイルス性の肝臓病．（市民公開講座）第48回日
本消化器病学会近畿地方会 2012.10 西宮
西口修平． 血小板低値例に対するインターフェロン治療の工

山本徹也．尿酸研究の進歩．Bio Clinica 2012;27:119
山本徹也，小山英則．痛風・高尿酸血症治療薬．Medicina
2012;49:334-7
山本徹也， 小山英則， 庄司拓仁， 藏城雅文， 森脇優司.
アロプリノール長期投与による血清尿酸値のコントロール． 診
療と新薬 2012;49:526-30
森脇優司． ベンズブロマロンと尿酸排泄薬． Medicina 2012;
49:1402-5

夫． 第2回中国 門 脈 亢 進 症 研 究 会イブニングセミナー

森脇優司． 痛風． Medical Practice 2012;29:1563-5

2012.11 山口

森脇優司． 痛風と生活習慣の関連について． 日本医事新報

田中弘教．『 造 影 超 音 波 によるm a x i m u m i n t e n s i t y
projection（MIP）法を使用した肝細胞癌早期再発予測』
Prediction of early recurrence of hepatocellular
carcinoma by maximum intensity projection
classification using contrast enhanced
ultrasonography． 阪神肝臓病治療研究会第5回学術講

2012;4602:71-5
小山英則， 塩井淳． 糖尿病と血管リモデリング． 循環器内
科 2012;72:43-8
小山英則． AGE/RAGEとメタボリックシンドローム． 兵庫医科
大学医学会雑誌 2012;37:89-94
小山英則． 末梢動脈性疾患． 糖尿病ケア 2012;2012（秋季
増刊）:114-25

演会 2012.11 大阪
髙嶋智之．「兵庫県下における天然型IFNαの長期投与によ

小山英則． 各種バイオマーカーの循環器疾患における意義

る肝発がん抑制の有効性に関する研究」論文要項の現状

AGE（advanced glycation end products）/soluble

報告． 第11回兵庫県肝がん撲滅研究会 2012.11 神戸

RAGE（receptor for AGE）
． Heart View 2012;16:263-

榎本平之． 今後の臨床研究のテーマについて：アンケート調査
の集計報告． 第11回兵庫県肝がん撲滅研究会 2012.11 神
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藏城雅文， 山本徹也． 身体診察． 高尿酸血症と痛風 2012;
20:122-5

戸
西口修平． C型肝炎治療の今後の展開． C型肝炎学術講演

藏城雅文， 山本徹也． 高尿酸血症とメタボリックシンドローム.
医薬の門 2012;52:192-5

会 2012.12 大阪

藏城雅文， 山本徹也． 痛風の診断と鑑別疾患． Progress

［兼任］
西口修平（治験センター 参照）
西口修平（肝疾患センター 参照）

in Medicine 2012;32:27-30
［原著］
Fukumoto S， Ishimura E， Motoyama K， Morioka
T, Kimoto E， Wakikawa K， Shoji S， Koyama H，

内分泌・代謝科

Endocrinology and Metabolism

S h o j i T， E m o t o M， N i s h i z a w a Y， I n a b a M .
Antialbuminuric advantage of cilnidipine compared
with L-type calcium channel blockers in type 2

■著書■

diabetic patients with normoalbuminuria and

Koyama H， Yamamoto T． AGE/RAGE as a mediator of

microalbuminuria． Diabetes Res Clin Pract 2012;97:

insulin resistance or metabolic syndrome：another

91-8
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Kurajoh M， Koyama H， Shoji T， Sumida C， Yamamoto
A， Tsutsumi Z， Moriwaki Y， Yamamoto T， Koga M.

投与のCRPに対する影響． 第45回日本痛風・核酸代謝学
会総会 2012.2 奈良

Relationship between serum allantoin and urate in

森脇優司． 高尿酸血症の治療（治療薬物の使い分け）
．第

healthy subjects and effects of benzbromarone in gout

56回日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2012）2012.4

patients． Int J Clin Pharmacol Ther 2012;50:265-71

東京

Kawano N， Emoto M， Mori K， Yamazaki Y， Urata

角田千尋， 森脇優司， 井野口卓， 山本徹也． 治療抵

H， Tsuchikura S， Motoyama K， Morioka T,

抗 性 高 血 圧を呈したAIMAHによるpreclinical cushing

Fukumoto S， Shoji T， Koyama H， Okuno Y,

syndromeの2症例−両側副腎摘出術施行例と片側副腎摘

Nishizawa Y， Inaba M． Association of endothelial

出術施行例． 第85回日本内分泌学会学術総会 2012.4 名

and vascular smooth muscle dysfunction with
cardiovascular risk factors， vascular complications,
and subclinical carotid atherosclerosis in type 2

古屋
［地方会等］
神崎暁慶， 庄司拓仁， 角田千尋， 藏城雅文， 堤善多，

diabetic patients． J Atheroscler Thromb 2012;19:276-

華常祥， 小山英則， 森脇優司， 安東まや， 山本徹也.

84

微小下垂体腫瘍を合併したACTH/GH欠損症の1例． 第

M i m a Y， F u k u m o t o S， K o y a m a H， O k a d a M ,

21回臨床内分泌代謝Update 2012.1 浜松

Tanaka S， Shoji T， Emoto M， Furuzono T,

神崎暁慶， 庄司拓仁， 白石順， 角田千尋， 藏城雅文，

Nishizawa Y， Inaba M． Enhancement of cell-based

小山英則， 森脇優司， 山本徹也， 中西健． 比較的急速

therapeutic angiogenesis using a novel type

な腎機能障害の進行を認めた， 原発性アルドステロン症の1

of injectable scaffolds of hydroxyapatitepolymer nanocomposite microspheres． PLoS One
2012;7:e35199
Kakiya R， Shoji T， Hayashi T， Tatsumi-Shimomura
N， Tsujimoto Y， Tabata T， Shima H， Mori K,

例． 第198回日本内科学会近畿地方会 2012.9 京都
小山英則． アテローム血栓症に対する内科的診断・治療の考
え方．（ランチョンセミナー）第46回日本糖尿病学会北海道
地方会 2012.11 旭川
［研究会・講演会等］

Fukumoto S， Tahara H， Koyama H， Emoto M,

小 山 英 則． Toll-like receptor 2 mediates receptor for

Ishimura E， Nishizawa Y， Inaba M． Decreased

advanced glycation end-products（RAGE）regulation

serum adrenal androgen dehydroepiandrosterone

of mouse adipocyte hypertrophy． 第6回Cardio-

sulfate and mortality in hemodialysis patients.

Diabetes研究会 2012.2 東京

Nephrol Dial Transplant 2012;27:3915-22
藏城雅文， 小山英則， 角田千尋， 庄司拓仁， 村井潤，
斎藤博， 森脇優司， 山本徹也， 古賀正史． 高中性
脂 肪 血 症からみた高 尿 酸 血 症との関 連． Therapeutic
Research 2012;33:1397-405
■学会発表■
［国際学会］
Yamamoto T． Effects of benzbromarone on serum CRP
in patients with gout． 15th International Congress of
E n d o c r i n o l o g y・1 4 t h E u r o p e a n C o n g r e s s o f
Endocrinology（ICE/ECE 2012）2012.5 Florence
［国内学会］
森脇優司． 痛風と生活習慣（病）との関連について． 第45
回日本痛風・核酸代謝学会総会 2012.2 奈良
森脇優司． メタボリックシンドロームと尿酸． 第45回日本痛風・
核酸代謝学会総会 2012.2 奈良
藏城雅文． 内分泌疾患と尿酸代謝． 第45回日本痛風・核酸
代謝学会総会 2012.2 奈良
堤善多， 小山英則， 庄司拓仁， 藏城雅文， 角田千尋，
角谷学， 森脇優司， 山本徹也． 血漿ウリジン濃度は尿酸
尿素排泄量を反映する． 第45回日本痛風・核酸代謝学会
総会 2012.2 奈良
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．痛風患者におけるbenzbromarone

小山英則． 動脈硬化性疾患のリスクファクターをどの様に捉える
か～新規バイオマーカーを含めた新しい取組み～． 第13回
阪神内分泌代謝研究会 2012.4 西宮
庄司拓仁． 高血圧診療に役立つ症例～サブクリニカルクッシン
グ症候群を合併した原発性アルドステロン症～． 第13回阪
神内分泌代謝研究会 2012.4 西宮
森脇優司． メタボリックシンドロームと痛風・高尿酸血症．（特
別講演）第8回高尿酸血症・メタボリックシンドロームリサーチ
フォーラム研究集会 2012.7 大阪
白石順， 藏城雅文， 小山英則， 庄司拓仁， 角田千尋，
堤善多， 森脇優司， 山本徹也， 古賀正史． 健常人と痛
風患者における尿酸とアラントインの関係． 第8回高尿酸血
症・メタボリックシンドロームリサーチフォーラム研究集会
2012.7 大阪
森脇優司． 血清尿酸値に影響を与える種々の薬剤． 第23回
痛風研修会 2012.9 東京
藏城雅文． 尿酸の酸化・抗酸化作用． 第23回痛風研修会
2012.9 東京
■その他■
森脇優司． 果物やソフトドリンクはどの程度制限すればよいでし
ょうか？． 高尿酸血症と痛風 2012;20:45-7
森脇優司． 尿酸降下薬以外で血清尿酸値が下がる薬があれ
ば教えてください． 高尿酸血症と痛風 2012;20:81-3
森脇優司． 高尿酸血症・低尿酸血症Q＆A 脂質異常症を合
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併している高尿酸血症の治療法を教えてください． 腎と透析
2012;73:334-8
藏城雅文， 山本徹也． 高尿酸血症・低尿酸血症Q＆A 高尿
酸血症の病型分類はなぜ必要なのでしょうか．また病型分
類の簡単な方法はありませんか． 腎と透析 2012;73:293-6
白石順， 山本徹也． 高尿酸血症の病型分類はなぜ必要なの
でしょうか？． 高尿酸血症と痛風 2012;20:31-3
山本徹也． 高尿酸血症と生活習慣病の関連について． 高尿
酸血症エキスパートセミナー 2012.1 西宮
森脇優司． 高尿酸血症と関連する生活習慣病． 第45回日本
痛風・核酸代謝学会総会 市民公開講座 2012.2 奈良
小山英則． アテローム性動脈硬化症の内科的管理． 西宮市
医師会内科医会学術講演会 2012.2 芦屋
小山英則． Foot careに内科医がどのように携わるか：現状と
課題． 第8回大阪Total Foot Care研究会 2012.2 大阪
山本徹也． 痛風・高尿酸血症の最新の知見． 第6回福井痛
風・高尿酸血症フォーラム 2012.3 福井
小山英則． 糖尿病の合併症管理を見据えた， 血糖管理の考

垂体疾患症例検討会 2012.11 西宮
森脇優司． 痛風・高尿酸血症の病態と治療戦略～尿酸値
6.0mg/dl以下を目指して． 下京西部医師会生涯教育講演
会 2012.11 京都
小山英則． PADに対する内科的診断・治療の考え方． Atis
Semiar in Osaka 2012.11 大阪
小山英則． 代謝異常におけるカルニチン欠乏症の意義． 尼
崎市内科医会講演会 2012.11 尼崎
藏城雅文． B型肝炎， ベーチェット病を合併し， Fanconi症
候群により低リン血症性骨軟化症を発症した1例． 第17回兵
庫県骨・カルシウムを語る会 2012.11 神戸
小山英則． 糖尿病患者のPADを内科的にどのように管理する
か． 糖尿病患者の血管を考える会 2012.11 八戸
山本徹也． 痛風・高尿酸血症の実地診療をめぐって． 三木
会学術講演会 2012.12 旭川
森脇優司． ポリフェノールの尿酸代謝に対する影響． 公益財
団法人 痛風財団平成22年度研究助成に対する概要報告書
2012:9

え方． 境川病診連携学術講演会 2012.3 大阪
小山英則． 糖尿病患者の動脈硬化とLDLコレステロール低下
効果． 第78回糖尿病教育学習研究会 2012.6 神戸

上部消化管科

小山英則． 動脈硬化症予防の観点からみた早期血糖管理の

Upper Gastroenterology

重要性． 第1回心血管インクレチン懇話会 2012.6 東京
山本徹也． 尿酸と生活習慣病～尿酸値管理の意義～． 第2
回和歌山痛風・高尿酸血症研究会 2012.７ 和歌山
山本徹也． 尿酸と高血圧を含む生活習慣病の関連． 高尿酸
血症学術講演会 2012.7 浜松
山 本 徹 也． 高 尿 酸 血 症と生 活 習 慣 病 の関 連について.
Hyperuricemia Seminar 2012.7 仙台
小山英則． 炎症と動脈硬化， メタボリックシンドローム． 第7回
阪神消化器疾患UP-TO-DATE 2012.7 伊丹
小山英則． P A D の 診 断と治 療． Web ATIS Summit
2012.7 大阪
山本徹也． 最近の知見を含めての尿酸と生活習慣病の関連.
痛風・高尿酸血症治療update 2012 in Kyoto 2012.8 京
都
森脇優司． 痛風・高尿酸血症の実地診療をめぐって． 岐阜
県保健医新聞 2012.8.10:7
小山英則． カルニチン欠乏症の関連から透析患者の疲労を考
える． 明石カルニチン学術講演会 2012.9 神戸
小山英則． カルニチン欠乏症と透析患者の疲労． 広島西部
地区透析患者のQOLを考える会 2012.9 廿日
小山英則． 透析患者の疲労． 阪神カルニチン学術講演会
2012.10 西宮
小山英則． 動脈硬化症のリスク管理からみたPADの内科的治
療． PADフォーラム 2012.9 大阪
小 山 英 則． PADに対 する内 科 的 診 断・治 療 の 考え方.
Medical Tribune心血管病セミナー 2012.9 神戸

■著書■
大島忠之， 三輪洋人． 鎮痙薬． 高久史磨 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2012． 東京：じほう 2012:455-7
渡二郎， 三輪洋人． 消化性潰瘍薬， 健胃消化薬． 矢﨑義
雄 監修． 松澤佑次， 奥村勝彦， 永良三， 千葉勉， 伊
藤貞嘉 編． 治療薬UP-TO-DATE2012． 東京：メディカル
レビュー社 2012：347-9,367-8
堀和敏， 三輪洋人． 消化管 胃十二指腸潰瘍の診断と病型
分類． 田尻久雄， 五十嵐正広， 小池和彦， 杉山政則
編． 臨床に役立つ消化器疾患の診断基準・病型分類・重
傷度の用い方． 東京：日本メディカルセンター 2012:44-50
■学術論文■
［総説］
三輪洋人． 機能性ディスペプシア（FD）の病態と治療． 医
学のあゆみ 2012;238:1025-32
三輪洋人． 逆流性食道炎・GERD・食道裂孔ヘルニア． 日
本医師会雑誌 2012;141（特別2）:s158-9
三輪洋人． 過敏性腸症候群IBS患者の現状と対応 正しい診
断･治療を行う体制の整備を． Nursing BUSINESS 2012;
6:58-9
樋田信幸， 富田寿彦， 池内浩基， 松本譽之．クローン病に
おける発癌とサーベイランスの必要性． 日本臨牀 2012;70
（増刊1）:513-7
渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中

白石順， 小山英則， 神崎暁慶， 角田千尋， 藏城雅文，

淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松

庄司拓仁， 堤善多， 森脇優司， 山本徹也． 下垂体

本譽之， 三輪洋人． Barrett食道の分子病理学． 消化

double adenomaによるクッシング病の1例． 第31回兵庫下

器内科 2012;54:202-8
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中村志郎， 飯室正樹, 吉田幸治, 富田寿彦, 上小鶴孝
二， 横山陽子, 應田義雄, 福永健, 樋田信幸, 三輪
洋人, 松本譽之． InfliximabによるTop-down治療を行っ
たクローン病症例の臨床的検討． 消化器内科 2012;54:70-6
大島忠之， 三輪洋人． 過敏性腸症候群の診断と治療． 診
断と治療 2012;100:1031-5

potential in early gastric cancers． Dig Dis Sci
2012;57:1562-7
Fukudo S， Kuwano H， Miwa H． Management and
pathophysiology of functional gastrointestinal
disorders． Digestion 2012;85:85-9
Moriichi K， Fujiya M， Sato R， Nata T， Nomura Y,

渡二郎， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 三

Ueno N， Ishikawa C， Inaba Y， Ito T， Okamoto K,

輪洋人． わが国のGERDとバレット食道の関わり． The GI

Tanabe H， Mizukami Y， Watari J， Saitoh Y,

Forefront 2012;8:36-9
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Amsterdam
Tamura A， Watari J， Hara K， Ikeo K， Asano H,

東京
三輪洋人， 木下芳一， 春間賢． ディスペプシア症状に対す
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るランソプラゾールの自覚症状改善効果 全国1,611施設
による大規模調 査（LEGEND study）からのサブ解析.
第98回日本消化器病学会総会 2012.4 東京
春間賢， 三輪洋人， 木下芳一． ディスペプシア症状を有する

化器内視鏡学会総会 2012.5 東京
松原健， 柚木崎紘司， 田村公佑， 山崎之良， 奥順介，
志村陽子， 李兆亮， 川添智太郎， 金鏞民， 阿部孝.
5-ASA製剤による好酸球性胸膜炎を発症した潰瘍性大腸炎

胃食道逆流症患者における生活習慣と生活指導の実態

の1例． 第83回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

（LEGEND study）
． 第98回日本 消 化 器 病 学 会 総 会

松本裕子， 川上美里， 荻野明日香， 三國深雪， 遠藤恭

2012.4 東京

美， 松林元気， 村上雅也， 柴田理絵， 畑留理子， 野々

木下芳一， 春間賢， 三輪洋人． 逆流性食道炎の内視鏡分

上敦司， 布上沙奈美， 武田真理子， 山崎之良， 田村公

類（改訂Los Angeles分類）grade Mを有する例の臨床的

佑， 奥順介， 李兆亮， 柚木崎紘司， 志村陽子， 川添

特 徴 − 全 国1,611施 設 による大 規 模 調 査（LEGEND

智太郎， 金鏞民， 阿部孝． 内視鏡室におけるリスクマネー

study）からのサブ解析−． 第98回日本消化器病学会総

ジメント 小腸内視鏡検査におけるリスクマネージメント 検査前

会 2012.4 東京

説明によるリスク回避． 第68回日本消化器内視鏡技師学会

福井広一， Zhang X， 戸川昌代， 神谷紀子， 富田寿彦，
大島忠之， 渡二郎， 井村穣二， 藤盛孝博， 松本譽之，
三輪洋人． 胃癌細胞の浸潤におけるインターロイキン22の役
割について． 第98回日本消化器病学会総会 2012.4 東京
三輪洋人． 細胞間ジャンクションと消化管疾患．（ランチョン
セミナー）第98回日本消化器病学会総会 2012.4 東京
三輪洋人． NSAIDs潰瘍の最新の知見−どう治すのか？どう
防ぐのか？−．（ランチョンセミナー）第56回日本リウマチ学会
総会・学術集会（JCR2012）2012.4 東京
渡二郎， 三輪洋人． Short segmentバレット食道での分子
異常と内視鏡診断の対応．（シンポジウム）第83回日本消化
器内視鏡学会総会 2012.5 東京
李兆亮， 金鏞民， 阿部孝． 地方公立病院における消化器
救急の対応と内視鏡医師負担軽減への取り組み．（シンポ
ジウム）第83回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京
金鏞民， 阿部孝， 三輪洋人． 新たなステントを用いた頚部・

2012.5 東京
三輪洋人． GERDの発現メカニズムから診断・治療まで．（教
育講演）第36回日本消化器内視鏡学会セミナー 2012.5 東
京
三輪洋人． 機能性消化管疾患の病態と治療．（ランチョンセミ
ナー）第53回日本心身医学会総会ならびに学術講演会共催
セミナー 2012.5 鹿児島
渡二郎， 福井広一， 堀和敏． H.pyrori感染と胃癌背景粘
膜の腸上皮化生における分子異常の検討． 第71回日本癌
学会学術総会 2012.9 札幌
三輪洋人， 草野元康． 機能性消化管障害（FD）ガイドライ
ン作成の現状と問題点．（特別企画）第54回日本消化器病
学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
福井広一， 関川昭， 三輪洋人． 腸上皮化生と胃癌組織にお
けるREG蛋白発現の意義について．（シンポジウム）第54回
日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

胸部上部食道癌へのステント留置術−フレア型SEMSの使用

三輪洋人． 胃：機能性ディスペプシア（FD）
．（教育講演）

経験と4点ニードルマーカー法−．（ビデオシンポジウム）第83

第20回日本消化器病関連学会週間（JDDW2012）2012.10

回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

神戸

富田寿彦， 金鏞民， 池尾光一， 原謙， 田村彰朗， 山崎

大島忠之， 三輪洋人． ディスペプシア症状発現における幼少

尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 豊島史彦， 櫻井淳， 田

期虐待歴の関与．（シンポジウム）第54回日本消化器病学

中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡
二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 胃ESD後の後出血と潰瘍

会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
櫻井淳， 田中淳二， 三輪洋人． 当科におけるHER2陽性

治癒に関するオメプラゾールとファモチジンの治療効果−無作

胃癌に対するトラスツズマブの使用経験．（ワークショップ）

為割り付け試験−．（プレナリーセッション）第83回日本消化

第54回日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神

器内視鏡学会総会 2012.5 東京
Ikehara H， Gotoda T， Ono H， Oda I， Saito D,

戸
近藤隆， 大島忠之， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富

Tomita T， Miwa H． Gastric perforation during

田寿彦， 福井広一， 渡二郎， 伊達一郎， 古根村崇，

endoscopic resection for gastric carcinoma and the

岡田啓希， 松本譽之， 三輪洋人． 食道におけるプロスタ

risk of peritoneal dissemination． 第83回日本消化器内

グランジンE2及びEP1受容体と胸やけ症状との関連． 第

視鏡学会総会 2012.5 東京

54回日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

野上晃司， 應田義雄， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，

河野友彰， 吉田幸治， 佐藤寿行， 小川智広， 野上晃司，

河野友彰， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸治， 武田直

河合幹夫， 上小鶴孝二， 横山陽子， 戸澤勝之， 飯室正

久， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 中村志郎， 三輪

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之． 大腸ESDにおける

洋人， 松本譽之． 当院におけるAdalimumabの使用経験.

2ndデバイスとしてのムコゼクトーム2， SBナイフjrの有用性.

第54回日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神

第83回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

戸

柚木崎紘司， 李兆亮， 阿部孝． 緊急カプセル内視鏡検査の
技師による1次読影システム．（ワークショップ）第83回日本消

小川智広， 上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 三輪洋人，
松本譽之． 内視鏡的所見も含めたCrohn病患者に施行した
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顆粒球単球吸着療法の治療効果に対する検討． 第54回日
本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

学会総会（JDDW2012）2012.10 神戸
堀和敏， 富田寿彦， 應田義雄， 樋田信幸， 渡二郎， 三

上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 河合幹夫， 野上晃司，

輪洋人， 松本譽之. 微小大腸癌の形態学的検討. 第50

河野友彰， 小川智広， 佐藤寿行， 三輪洋人， 松本譽

回日本消化器がん検診学会大会（JDDW2012）2010.10

之． 症例背景におけるCrohn病患者に対する顆粒球単球
吸着療法の予後予測因子の検討． 第54回日本消化器病学
会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
野上晃司， 横山陽子， 福永健， 樋田信幸， 應田義雄，
飯室正樹， 上小鶴孝二， 河合幹夫， 佐藤寿行， 小川智
広， 河合幹夫， 河野友彰， 中村志郎， 三輪洋人， 松

神戸
池原久朝， 後藤田卓志， 安保まり子， 三輪洋人. 便潜血
検査を用いた大腸がん検診の現状と問題点の検討. 第50
回日本消化器がん検診学会大会（JDDW2012）2010.10
神戸
川崎普司， 石神浩徳， 福島亮治， 小寺泰弘， 今本治彦，

本譽之． 潰瘍性大腸炎患者に対するInfliximabの長期予

今野元博， 梨本篤， 藪崎裕， 上之園芳一， 天貝賢二，

後と効果予測因子の検討． 第54回日本消化器病学会大会

田中淳二， 藤原義之， 山口拓洋， 山口博紀， 北山丈二.

（JDDW2012）2012.10 神戸
河合幹夫， 福永健， 佐藤寿行， 小川智広， 野上晃司，
河野友彰， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

腹膜播種を伴う胃癌に対する腹腔内投与併用化学療法の有
用性を検証する第III相試験． 第50回日本癌治療学会学術
集会 2012.10 横浜

治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 中村志郎， 三

田中淳二， 櫻井淳， 山崎尊久， 奥川卓也， 近藤隆， 富

輪洋人， 松本譽之． ウイルス性肝炎合併潰瘍性大腸炎患

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 三輪洋人.

者に対する白血球除去療法． 第54回日本消化器病学会大

HER-2陽性進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ/パクリタ

会（JDDW2012）2012.10 神戸

キセル併用療法の使用経験. 第50回日本癌治療学会学術

大島忠之． 上部消化管疾患と細胞間ジャンクション−基礎・臨
床研究から得られた知見−．（ランチョンセミナー）第54回日
本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
李兆亮， 金鏞民， 阿部孝． 小腸NSAIDs潰瘍の診断におけ

集会 2012.10 横浜
中村志郎， 樋田信幸， 福永健， 應田義雄， 飯室正樹，
横山陽子， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 河野友彰， 河合幹
夫， 野上晃司， 小川智広， 佐藤寿行， 堀和敏， 三輪

る緊急小腸内視鏡検査の役割と有用性．（パネルディスカッ

洋人， 松本譽之. 当院における難治性潰瘍性大腸炎に対

ション）第54回日本 消 化 器 病 学 会 大 会（JDDW2012）

する抗TNF-α抗体療法の治療成績. （シンポジウム）第67

2012.10 神戸
前屋舖千明， 永田尚義， 朝山直樹， 野崎雄一， 櫻井俊

回日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡
野上晃司， 應田義雄， 小川智広， 河合幹夫， 河野友彰，

之， 池原久朝， 草野央， 横井千寿， 小島康志， 小早

上小鶴孝二， 戸澤勝之， 飯室正樹， 福永健， 樋田信

川雅男， 後藤田卓志， 柳瀬幹雄. 出血コントロールに難渋

幸， 渡二郎， 中村志郎， 松本譽之. 大腸ESDにおける

した血 管 肉腫の一 例. 第54回日本 消 化 器 病 学 会 大 会
（JDDW2012）2012.10 神戸
大島忠之. 食道重層扁平上皮細胞培養系の新規確立と酸・
胆汁酸のタイト結合への影響. （ランチョンセミナー）第5日本
消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
富田寿彦， 池尾光一， 田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 奥
川卓也， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 大
島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三

2nd deviceとしてのブレード系ナイフ及びハサミ型ナイフの有
用性. （ビデオシンポジウム）第67回日本大腸肛門病学会
学術集会 2012.11 福岡
近藤隆， 大島忠之， 山崎尊久， 豊島史彦， 櫻井淳， 池
原久朝， 富田寿彦， 福井広一， 渡二郎， 三輪洋人.
ラット胃急性内臓痛におけるp38MAPKの活性化とTRPA1
の関与. 第14回日本神経消化器病学会 2012.11 大阪
小瀬木順一， 大島忠之， 近藤隆， 服部智久， 加瀬義夫，

輪洋人. 無症候性びらん性食道炎の上腹部症状と臨床的

三輪洋人. 胃アコモデーション障害モデルにおける六君子湯

特徴. 第84回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2012）

の効果. 第14回日本神経消化器病学会 2012.11 大阪

2012.10 神戸
佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，
河野友彰， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正

三輪洋人. 上部消化管機能性疾患における六君子湯の意義.
（基調講演）第14回日本神経消化器病学会 2012.11 大阪
［地方会等］

樹， 樋田信幸， 福永健， 堀和敏， 渡二郎， 中村志

浅野晴紀， 豊島史彦， 原謙， 池尾光一， 近藤隆， 櫻井

郎， 三輪洋人， 松本譽之. 当科における炎症を背景とす

淳， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡

る大腸平坦型腫瘍に対する内視鏡治療の検討. 第84回日
本消化器内視鏡学会総会（JDDW2012）2012.10 神戸
青柳裕之， 伊部直之， 高橋和人， 林宣明， 熊本倫子，
波佐谷兼慶， 辰巳靖， 田中伸廣， 八木大介， 浅海吉

二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

Cronkhite-Canada症候群

（CCS）の3例. 日本消化器病学会近畿支部第96回例会
2012.1 大阪
奥川卓也， 戸澤勝之， 森元宏樹， 水野徹， 岡秀男， 三

傑， 宮永太門， 海崎泰治， 池原久朝， 後藤田卓志，

輪洋人， 松本譽之， 大恵匡俊， 孫学炳， 市川信隆.

内藤慶英. 十二指腸癌が否定できなかった十二指腸腺腫

十 二 指 腸 用ステントを用 いてQOLが 改 善され た胃 癌

に対しLECSが施行された1例. 第84回日本消化器内視鏡

Schnitzler転移の1症例. 第88回日本消化器内視鏡学会
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近畿地方会 2012.3 大阪
大久保栄高， 川添彬人, 田中将平, 関根一智, 梅本久美

ステント留置術でQOLを改善した1例. 第89回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会 2012.11 大阪

子, 向 井 俊 太 郎, 渡 辺 一 弘, 池 原 久 朝, 横 井 千 寿,

北山嘉隆， 河野友彰， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，

後藤田卓志. 胃前庭部の広範なESD後に狭窄を来し， 示

野上晃司， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正

唆に富む経過を辿った1例. 第94回日本消化器内視鏡学会

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

関東地方会 2012.6 東京
田中将平， 岸田圭弘, 忌部航, 横田悦子, 梅本久美子,
大久保栄高, 川添彬人, 関根一智, 池原久朝, 糸川文
英, 後藤田卓志.

EUSガイド下膵仮性嚢胞ドレナージ後腹

郎， 三輪洋人， 松本譽之.

PET-CTが診断の契機となっ

た条虫症の1例. 第89回日本消化器内視鏡学会近畿支部
例会 2012.11 大阪
道上祐己， 上小鶴孝二， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹

膜炎を発症した1例. 第94回日本消化器内視鏡学会関東地

夫， 横山陽子， 福永健， 松本譽之， 三輪洋人． 難治

方会 2012.6 東京

性Crohn病患者に対して生物学的製剤をW-switchし， 寛

清裕生， 李兆亮， 南堂吉紀， 豊島史彦， 奥川卓也， 近
藤隆， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一，
渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之. 帯状疱疹との関連性が
疑われたOgilvie’s syndromeの一例. 日本消化器病学会
近畿支部第97回例会 2012.9 京都
瀧本真弓， 横山陽子， 松本優子， 應田義雄， 野上晃司，
福永健， 樋田信幸， 飯室正樹， 上小鶴孝二， 中村志

解を維持している1症例. 第199回日本内科学会近畿地方
会 2012.12 大阪
［研究会・講演会等］
本郷道夫， Roger Jones,

Lars Lundell, 三輪洋人，

Tore Lind． GERD治 療 の 現 状と課 題， 世 界と日本.
GERD研究会第16回学術集会 2011.11 東京
三輪洋人. 酸関連疾患の時代変遷と今後の展望−よりよい

郎， 堀和敏， 飯島尋子， 三輪洋人， 松本譽之. 妊娠中

患者満足のために−. （特別講演）第28回いわき胃腸疾

に潰瘍性大腸炎を発症した1例. 日本消化器病学会近畿支

患研究会 2012.1 いわき

部第97回例会 2012.9 京都
池田仁美， 横山陽子， 應田義雄， 野上晃司， 福永健，
樋田信幸， 飯室正樹， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 松本譽
之， 三輪洋人. メサラジンにて好酸球性肺炎を起こした潰
瘍性大腸炎の1例. 日本消化器病学会近畿支部第97回例
会 2012.9 京都
小谷美央， 清裕生， 山崎尊久， 近藤隆， 福井広一， 渡

三輪洋人.

NSAIDs潰瘍−何故起きるのか？どう防ぐのか？−.

淡路市医師会学術講演会 2012.2 淡路
三輪洋人. 患者さんの病態から考える消化管運動の重要性.
東京内科医会学術講演会 2012.2 東京
三輪洋人. 酸関連疾患の時代変遷と今後の展望−よりよい患
者満足のために−. 西宮市医師会学術講演会 2012.3 西
宮

二郎， 黒田暢一， 藤元次朗， 松本譽之， 三輪洋人.

渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中

内視鏡的に十二指腸ガストリノーマと診断しえた難治性十二

淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 三

指腸潰瘍の1例. 第198回日本内科学会近畿地方会例会

輪洋人. 肥満とBarrett食道に関する疫学調査−pilot研

2012.9 京都

究． 第2回肥満と消化器疾患研究会 2012.4 東京

南堂吉紀， 李兆亮， 豊島史彦， 清裕生， 田中淳二， 富

三輪洋人.

「Functional dyspepsia患者を対象としたタンドス

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 三輪洋人.

ピロンクエン酸塩とプラセボとの二重盲検比較試験」の解析

繰り返す腸閉塞が診断の契機となった原発性小腸癌の1例.

結果. 第78回消化器心身医学研究会学術集会 2012.4 東

第198回日本内科学会近畿地方会例会 2012.9 京都
戸澤勝之， 奥川卓也， 吉田純一， 宇多優吾， 中村育夫，
岡秀男， 堀和敏， 藤元次朗， 中村志郎， 松本譽之.
Bilomaを機に確定診断を得た中部胆管・胆嚢癌の1症例.
第198回日本内科学会近畿地方会例会 2012.9 京都
福井章太， 池尾光一， 原謙， 新井永達， 福井広一， 富

京
三輪洋人. 機能性ディスペプシア−何故起こるか？どう考える
か？−. （ 特 別 講 演 ）第30回中津 臨 床 消 化 器 勉 強 会
2012.5 大阪
富田寿彦. 機能性ディスペプシア症状と胃運動機能異常.
第4回新都心内視鏡病態機能研究会 2012.6 東京

田寿彦， 大島忠之， 渡二郎， 三輪洋人. 魚骨によるS状

大島忠之. 細胞間ジャンクションと消化管疾患−細胞の隙間を

結腸穿通の１例. 第89回日本消化器内視鏡学会近畿支部

科学する−．（特別講演）第8回沖縄上部消化管の炎症を

例会 2012.11 大阪

考える会 2012.7 那覇

李 兆 亮， 阿 部 孝， 三 輪 洋 人. ダブルバルーン内 視 鏡

三輪洋人. 機能性ディスペプシア−本当は何故起こるのか？ど

（DBE）の初 期トレーニング法：DBEを用いた大腸検査.

う治すのか？−. （特別講演）第43回近畿消化器疾患研究

（シンポジウム）第89回日本消化器内視鏡学会近畿支部例会
2012.11 大阪
髙田珠希， 奥川卓也， 山崎尊久， 南堂吉紀， 李兆亮，

会 2012.7 大阪
渡二郎. 胃癌の診断･内視鏡治療とその予防． 日本医師会
生涯教育講座第90回学術講演会 2012.9 中標津

近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 池原久朝， 田中淳二，

富田寿彦. 早期胃腫瘍ESD後の後出血と人口胃潰瘍に関

富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之，

す る 酸 分 泌 抑 制 剤 の 治 療 効 果. 第15回no Side GI

三輪洋人.

Conference in 堂島 2012.9 大阪

Schnitzler転移による大腸イレウスに対し大腸
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三輪洋人. 何故胃は痛くなるのか？～機能性ディスペプシアの
病態と臨床～ . 第7回専攻医・臨床研修セミナー 2012.10

リーニング．（座談会）THE GI FOREFRONT 2012;8:5966
三輪洋人． 食欲のわかない日が続く． 朝日新聞 2012.6.26:27

大阪
渡二郎. 早期胃癌の診断・治療・予防に関する最近のトピック
ス． 兵庫県内科医会内科学セミナー 2012.10 神戸
渡二郎. H.pylori 除菌は本当に胃癌を予防できるのか？−最
近の知 見から−． 兵 庫 医 科 大 学 医 学 会 学 術 講 演 会

三輪洋人． 逆流性食道炎． 産経新聞 2012.7.17:11
田中淳二. 当院におけるトラスツズマブ使用経験. 第2回胃癌
TVネットワークセミナー 2012.9 神戸
大島忠之， 三輪洋人． 質疑応答 プライマリケアでの機能性
ディスペプシアの診断．日本医事新報 2012;4602:52-3

2012.10 西宮
大島忠之. 胃食道逆流症の病態と治療～これまでとこれか
ら～． 長田区医師会学術講演会 2012.10 神戸
三輪洋人. なぜ胃は痛むのか～機能性ディスペプシアの病態と
治療～ . 徳島県医師会学術講演会 2012.11 徳島
大島忠之. 日本人の酸関連疾患治療を考える～これまでとこれ
から～ . （特別講演）鳥取県中部学術講演会 2012.11 倉

三輪洋人． IBSと併発するFD−日常診療に多く潜むオーバー
ラップ症候群． 消化器診療 2012;95:2-5
富田寿彦， 永原章仁， 稲森正彦， 岩切龍一， 古田賢司.
FD診療の最近の話題．（座談会）日本消化器病学会雑誌
2012;109:1730-44
富田寿彦. 早期胃癌に対する内視鏡治療の最前線. 第2回
ひょうご県民がんフォーラム 2012.10 神戸

吉
大島忠之， 三輪洋人. 日本人のFD・IBS・GERD症状の合
併に寄与する因子の検討. 日本消化器病学会関連研究会
第6回機能性ディスペプシア研究会 2012.11 大阪
富田寿彦. 若手が知っておくべきESDの基礎知識. （教育
講演）第5回K-消化管研究会 2012.11 大阪

三輪洋人． からだの質問箱 逆流性食道炎の薬やめられる？.
読売新聞 2012.10.21:17
三輪洋人． 整形外科医と内科医の知っておくべきNSAIDs潰
瘍の知識−どう考えるのか？どう防ぐのか？−． 整形外科消
化器疾患研修会 2012.12 西宮
三輪洋人． なぜ胃は痛くなるのか？～機能性ディスペプシアの

■その他■
三輪洋人. その症状早く取りたい！−機能性胃腸症の治療
法−. 第7回日本神経消化器病学会市民公開講座 2012.2

病態と治療～． 第114回西播消化器疾患研究会 2012.12
姫路
池原久朝. 鳥肌胃炎を有する患者における胃癌発生リスクの

東京
三輪洋人. 胃食道逆流症−そのトレンドと発症メカニズム−.
あすか消化器講演会2012 2012.3 東京
三輪洋人. 酸関連疾患の時代変遷と今度の展望−よりよい患
者満足のために−.

NEXT Tokyo Forum 2012.3 東京

検討. 第7回消化管の炎症を考える会 2012.12 東京
［兼任］
豊島史彦（内視鏡センター 参照）
池原久朝（内視鏡センター 参照）

堀和敏， 三輪洋人． 質疑応答 胃底腺ポリープの消失機
序・ 大 腸 内 視 鏡 検 査 施 行 の 要 否． 日本 医 事 新 報

下部消化管科

2012;4588:52-4
北山嘉隆.

Lower Gastroenterology

PET-CTが診断の契機となった条虫症の1例． 第

14回SB Club in 阪神 2012.6 大阪
三輪洋人.

FDの診断と治療～実地診療における対応～ . 第

239回木曜会例会 2012.6 東京
三 輪 洋 人. FDの治 療 − 病 態に基 づいた治 療の実 際 −.
The 19th GI Frontiers Club in Kyoto 2012.7 京都
三輪洋人. GERD（胃食道逆流症）～どう考えるのか，どう
治すのか～ . 豊橋内科医会研修会 2012.9 豊橋
福井広一， 三輪洋人． 補 体 制 御 因 子 CD46はH.pylori に
対して殺 菌 作 用を有し， そのウレアーゼ活 性を抑 制す
る． R e v i e w o f G a s t r o e n t e r o l o g y & C l i n i c a l
Gastroenterology and Hepatology 2012;6:24-9
三 輪 洋 人， 川 西 昌 弘， 眞 部 紀 明． NERD．（ 座 談 会 ）
THE GI FOREFRONT 2011;7:51-8
三輪洋人．「考える」ということについて最近思うこと． THE
GI FOREFRONT 2012;7:102-4
三輪洋人． 逆流性食道炎． 聖教新聞 2012.4.20:6
三輪洋人. 内視鏡で人体を捉える. インターカレッジ西宮 医学
レクチャー 2012.4 西宮
三輪洋人， 清水勇一， 石原立． 早期食道癌の内視鏡スク

■学術論文■
［総説］
中村志郎， 飯室正樹， 吉田幸治， 富田寿彦， 上小鶴孝
二， 横山陽子， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 三輪
洋人， 松本譽之． InfliximabによるTop-down治療を行っ
たクローン病症例の臨床的検討． 消化器内科 2012;54:70-6
河野友彰， 松本譽之． 機能性便秘． Medicina 2012;49:
257-9
飯室正樹， 松本譽之． 炎症性腸疾患の治療学の進歩と展
望．日本臨牀 2012;70（増刊1）:24-30
野上晃司， 松本譽之． 平成22年度潰瘍性大腸炎治療指針
とその解説．日本臨牀 2012;70（増刊1）:294-304
樋田信幸， 富田寿彦， 池内浩基， 松本譽之．クローン病に
おける発癌とサーベイランスの必要性． 日本臨牀 2012;70
（増刊1）:513-7
渡二郎， 盛一健太郎， 田邊裕貴， 藤谷幹浩， 富田寿彦,
大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人，
高後裕． H.pylori 除菌による早期胃癌内視鏡治療後の異
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時性発癌の抑制効果． 消化器内科 2012;54:302-8

Hida N， Ohda Y， Yokoyama Y， Iimuro M， Takeda

渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中

N， Kato K， Kikuyama R， Nagase K， Hori K,

淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松

Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T． Scheduled

本譽之， 三輪洋人． Barrett食道の分子病理学． 消化

infliximab monotherapy to prevent recurrence of

器内科 2012;54:208-8

Crohn’s disease following ileocolic or ileal resection: a

上 小 鶴 孝 二， 松 本 譽 之． 顆 粒 球 成 分 吸 着 除 去 療 法.
Intestine 2012;16:251-6
樋 田 信 幸， 松 本 譽 之． Colitis associated dysplasia/
cancerのスクリーニング． IBD Research 2012;6:88-93
横山陽子， 松本譽之． 世界の最新ガイドラインを知る 潰瘍性
大腸炎． IBD Research 2012;6:119-26
飯室正樹， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎， ガイドラインに基づく
診断と治療の実際． Medical Practice 2012;29:1077-87
松本譽之． 診療ガイドラインを生かした潰瘍性大腸炎の最新治
療戦略． 消化器の臨床 2012;15:429-37
戸澤勝之，應田義雄，飯室正樹，樋田信幸，中村志郎，堀
和 敏， 松 本 譽 之．Henoch-Schönlein紫 斑 病．Intestine
2012;16:407-11
堀和敏， 三輪洋人， 松本譽之． 上部消化管内視鏡所見の
解釈． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:55-61

3-year prospective randomized open trial． Inflamm
Bowel Dis 2012;18:1617-23
Okugawa T， Oshima T， Chen X， Hori K， Tomita T,
Fukui H， Watari J， Matsumoto T， Miwa H． Downregulation of claudin-3 is associated with proliferative
potential in early gastric cancers． Dig Dis Sci
2012;57:1562-7
Oshima T， Koseki J， Chen X， Matsumoto T， Miwa H.
Acid modulates the squamous epithelial barrier
function by modulating the localization of claudins in
the superficial layers． Lab Invest 2012;92:22-31
加藤恭一， 福永健， 柏村信一郎， 樋田信幸， 應田義雄，
飯室正樹， 吉田幸治， 横山陽子， 上小鶴孝二， 武田直
久， 菊山梨紗， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃司， 長
瀬和子， 山田真由美， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽

飯室正樹， 中村志郎， 松本譽之． 感染性腸炎（腸結核，

之． 次世代白血球除去療法を目指した温熱刺激顆粒球・

アメーバ赤痢なども含む）
．日本医師会雑誌 2012;141（特別

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

2）:S198-201

性を探る． 消化器と免疫 2012;48:57-61

飯室正樹， 池尾光一， 松本譽之． IFXによる重篤な副作
用， 感染症と皮膚病変． 胃と腸 2012;47:1579-86

Ishimura N， Amano Y， Sollano JD， Zhu Q,
Kachintorn U， Rani AA， Hahm KB， Takahashi

中村志郎， 飯室正樹， 樋田信幸， 應田義雄， 福永健，

S,Arakawa T， Joh T， Matsumoto T， Naito Y,

横山陽子， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 河野友彰， 三輪洋

S u z u k i H， U e n o F， F u k u d o S， F u j i w a r a Y ,

人， 松本譽之． 高齢者非腫瘍性疾患の特徴， 急性出血

Kamiya T， Uchiyama T， Kinoshita Y， The IGICS

性直腸潰瘍． 胃と腸 2012;47;1850-8

Study Group． Questionnaire-Based survey conducted

堀和敏， 池内浩基， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎． 消化器内
視鏡 2012;24:1780-1
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，
松本譽之． 潰瘍性大腸炎術後の回腸囊炎の治療をどうする
のか？． IBD Research 2012;6:220-4

in 2011 concerning endoscopic management of barrett’
s esophagus in East Asian countries． Digestion
2012;86:136-46
Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T,
Takahashi Y， Takesue Y， Matsumoto T， Tomita N.

野上晃司， 應田義雄， 横山陽子， 戸澤勝之， 松本譽之.

Clinical features and management of parastomal

深掘れ潰瘍と広範粘膜剥離をきたした重症潰瘍性大腸炎に

pyoderma gangrenosum in inflammatory bowel

対してインフリキシマブが著 効した1例． IBD Research
2012;6:240-5
河合幹夫， 中村志郎， 松本譽之． 便通異常を伴う悪心・嘔
吐．日本医事新報 2012;4625:41-5
野上晃司， 應田義雄， 松本譽之． 消化管べーチェット病の
診断と治療． Gastroenterological Endoscopy 2012;54:
3115-23
［原著］

disease． Digestion 2012;85:295-301
Fukunaga K， Yokoyama Y， Kamikozuru K， Nagase
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河合幹夫， 上小鶴孝二， 横山陽子， 戸澤勝之， 飯室正

神戸
横山陽子． GMA（アダカラム）治療後の潰瘍性大腸炎患者
の長期予後とその予測因子の検討：多施設研究の結果より.
（ランチョンセミナー）第33回日本アフェレシス学会学術大会
2012.11 佐世保
長瀬和子， 福永健， 横山陽子， 上小鶴孝二， 松本譽之.

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 中村志郎， 三輪

血球成分除去療法を実施した炎症性腸疾患患者に対する

洋 人， 松 本 譽 之． 当 院 におけるAdalimumabの 使

アンケート調査． 第33回日本アフェレシス学会学術大会

用経験． 第54回日本消化器病学会大会（JDDW2012）
2012.10 神戸

2012.11 佐世保
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕，

小川智広， 上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 三輪洋人，

竹末芳生， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎の手術のタイミング

松本譽之． 内視鏡的所見も含めたCrohn病患者に施行した

周術期死亡からみた検討．（シンポジウム）第67回日本大腸

顆粒球単球吸着療法の治療効果に対する検討． 第54回日

肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 河合幹夫， 野上晃司，

中村志郎， 樋田信幸， 福永健， 應田義雄， 飯室正樹,
横山陽子， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 河野友彰， 河合幹
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夫， 野上晃司， 小川智広， 佐藤寿行， 堀和敏， 三輪

内視鏡的に十二指腸ガストリノーマと診断しえた難治性十

洋人， 松本譽之． 当院における難治性潰瘍性大腸炎に対

二指腸潰瘍の1例． 第198回日本内科学会近畿地方会

する抗TNF-α抗体療法の治療成績．（シンポジウム）第67回
日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

2012.9 京都
戸澤勝之， 奥川卓也， 吉田純一， 宇多優吾， 中村育夫，

野上晃司， 應田義雄， 小川智広， 河合幹夫， 河野友彰,

岡秀男， 堀和敏， 藤元治朗， 中村志郎， 松本譽之.

上小鶴孝二， 戸澤勝之， 飯室正樹， 福永健， 樋田信

Bilomaを機に確定診断を得た中部胆管・胆嚢癌の1症例.

幸， 渡二郎， 中村志郎， 松本譽之． 大腸ESDにおける

第198回日本内科学会近畿地方会 2012.9 京都

2nd deviceとしてのブレード系ナイフ及びハサミ型ナイフの有

中村志郎． 潰瘍性大腸炎内科治療のupdate， 兵庫医科大

用性．（ビデオシンポジウム）第67回日本大腸肛門病学会学

学の治療成績を中心に．（ランチョンセミナー）第100回日本

術集会 2012.11 福岡

消化器病学会九州支部例会， 第94回日本消化器内視鏡学

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

会九州支部例会 2012.11 鹿児島

樋田信幸， 福永健， 中村志郎， 松本譽之， 竹末芳生,

樋田信幸， 中村志郎， 松本譽之． Down-Up法による横行

冨田尚裕． 炎症性腸疾患手術における発癌症例の検討.

結腸の挿入．（ビデオワークショップ）第89回日本消化器内

（パネルディスカッション）第67回日本大腸肛門病学会学術集
会 2012.11 福岡

視鏡学会近畿支部例会 2012.11 大阪
髙田珠希， 奥川卓也， 山崎尊久， 南堂吉紀， 李兆亮，

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 池原久朝， 田中淳二，

竹末芳生， 中村志郎， 松本譽之， 冨田尚裕． 潰瘍性大

富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之，

腸炎術後pouchitisの現状と対策．（ワークショップ）第67回

三輪洋人． Schnizler転移による大腸イレウスに対し大腸ステ

日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

ント留置術でQOLを改善した1例． 第89回日本消化器内視

［地方会等］
浅野晴紀， 豊島史彦， 原謙， 池尾光一， 近藤隆， 櫻井

鏡学会近畿支部例会 2012.11 大阪
北山嘉隆， 河野友彰， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，

淳， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡

野上晃司， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． Cronkhite-Canada症候群

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

（CCS）の3例． 第96回日本消化器病学会近畿支部例会
2012.1 大阪
河合幹夫， 應田義雄， 松本譽之． 当科における高齢者に対
する大腸ESDの治療成績と安全性の検討．（シンポジウム）
第88回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2012.3 大阪
奥川卓也， 戸澤勝之， 大恵匡俊， 孫学炳， 市川信隆，

郎， 三輪洋人， 松本譽之． PET-CTが診断の契機となっ
た条虫症の1例． 第89回日本消化器内視鏡学会近畿支部
例会 2012.11 大阪
道上祐己， 上小鶴孝二， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹
夫， 横山陽子， 福永健， 三輪洋人， 松本譽之． 難治
性Crohn病患者に対して生物学的製剤をW-switchし， 寛

森元宏樹， 水野徹， 岡秀男， 三輪洋人， 松本譽之.

解を維持している1症例． 第199回日本内科学会近畿地方

十 二 指 腸 用ステントを用 いてQOLが 改 善された胃 癌

会 2012.12 大阪

Schnitzler転移の１症例． 第88回日本消化器内視鏡学会
近畿地方会 2012.3 大阪
清裕生， 李兆亮， 南堂吉紀， 豊島史彦， 奥川卓也， 近
藤隆， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一，
渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 帯状疱疹との関連性が
疑われたOgilvie’s syndromeの一例．（ヤングインベスティ
ゲイターセッション）第97回日本消化器病学会近畿支部例会
2012.9 京都

［科学研究費等班会議］
渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他8名． 全国における国
民・患者・一般臨床医に対する啓発・広報活動の実施結果
の解析． 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2回総会 2012.1 東京
渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他9名． IBDを専門とする
消化器医に求められる育成プログラムの開発． 厚生労働科

池田仁美， 横山陽子， 應田義雄， 野上晃司， 福永健，

学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障

樋田信幸， 飯室正樹， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 三輪洋

害に関する調査研究」平成23年度第2回総会 2012.1 東京

人， 松本譽之． メサラジンにて好酸球性肺炎をおこした潰

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

瘍性大腸炎の1例． 第97回日本消化器病学会近畿支部例

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

会 2012.9 京都

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

瀧本真弓， 横山陽子， 松本優子， 應田義雄， 野上晃司，
福永健， 樋田信幸， 飯室正樹， 上小鶴孝二， 中村志
郎， 堀和敏， 飯島尋子， 三輪洋人， 松本譽之． 妊娠

管障害に関する調査研究」平成23年度第2回総会 2012.1
東京
松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

中に潰瘍性大腸炎を発症した1例． 第97回日本消化器病学

療の標準化を目指した潰瘍性大腸炎治療指針の改訂． 厚

会近畿支部例会 2012.9 京都

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

小谷美央， 清裕生， 山崎尊久， 近藤隆， 福井広一， 渡
二郎， 黒田暢一， 藤元治朗， 松本譽之， 三輪洋人.

性腸管障害に関する調査研究」 平成23年度第2回総会
2012.1 東京
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杉田昭， 池内浩基， 松本譽之， 他11名． 潰瘍性大腸炎，
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調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7 東京

クローン病外科治療指針の改訂． 厚生労働科学研究 難治

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 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

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

査研究」平成23年度第2回総会 2012.1 東京

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎
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2回総会 2012.1 東京

管障害に関する調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7
東京
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

松本譽之， 福永健， 中村志郎， 樋田信幸， 應田義雄，

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

飯室正樹， 武田直久， 吉田幸治， 横山陽子， 上小鶴孝

性腸管障害に関する調査研究」 平成24年度第1回総会

二， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃司， 小川智広． 難

2012.7 東京

治性潰瘍性大腸炎患者の維持治療としての顆粒球・単球吸

杉田昭， 池内浩基， 松本譽之， 他11名． 潰瘍性大腸炎，

着除去療法（GMA）
；本邦発の新しいエビデンスを目指した

クローン病外科治療指針の改訂． 厚生労働科学研究 難治

多施設共同研究に向けて． 厚生労働科学研究 難治性疾

性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調

患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研

査研究」平成24年度第1回総会 2012.7 東京

究」平成23年度第2回総会 2012.1 東京

渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

松本主之， 松本譽之， 他10名． クローン病に対するアダリム

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

マブと免疫調節剤併用療法の検討：進捗状況． 厚生労働

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

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2回総会 2012.1 東
京

調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7 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
マブと免疫調節剤併用療法の検討：進捗状況． 厚生労働

佐々木巌，池内浩基， 中村志郎，他36名．術後Infliximab

科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管

併用による寛解維持効果．厚生労働科学研究 難治性疾患

障害に関する調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7 東

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2回総会 2012.1 東京

京
福島浩平， 池内浩基， 松本譽之， 他16名．クローン病の術

岡崎和一， 松本譽之， 他39名． 我が国における炎症性腸

後療法に関する調査研究． 厚生労働科学研究 難治性疾

疾患の急性増悪・再燃因子の前向き実態調査（特に感染

患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研

症との関連性）
． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究

究」平成24年度第1回総会 2012.7 東京

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2回総会 2012.1 東京
三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他32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

福島浩平，池内浩基，中村志郎，他34名．術後Infliximab
併用による寛解維持効果（紙上発表）
．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24年度第1回総会 2012.7 東京

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

岡崎和一， 松本譽之， 他39名． 我が国における炎症性腸

管障害に関する調査研究」平成23年度第2回総会 2012.1

疾患の急性増悪・再燃因子の前向き実態調査（特に感染

東京

症との関連性）
． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他37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

事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成24
年度第1回総会 2012.7 東京

設へのアンケート調査結果（第2報）と前向き多施設共同研

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他32名． 妊娠出産の

究の提案−． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事

転帰と治療内容に関する多施設共同研究の状況． 厚生労

業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成23年

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

度第2回総会 2012.1 東京

管障害に関する調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7

渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他8名． 全国における国

東京

民・患者・一般臨床医に対する啓発・広報活動〜一般向け

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他37名． 高齢者炎症

および一般臨床医向け成果報告会の実施結果解析． 厚生

性腸疾患診療の現状把握−過去の入院患者に関する多施

労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

設へのアンケート調査結果（第3報）と前向き多施設共同研

性腸管障害に関する調査研究」 平成24年度第1回総会

究の経過報告−． 厚生労働科学研究 難治性疾患克服研

2012.7 東京

究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成

渡辺守， 松本譽之， 中村志郎， 他9名． IBDを専門とする
消化器医に求められる育成プログラムの開発〜 IBD病診連

24年度第1回総会 2012.7 東京
［研究会・講演会等］

携ネットワークに関するコホート研究． 厚生労働科学研究 難

Matsumoto T． How to establish Asian consensus and

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

guideline in IBD ? ．（Symposium）6th Korea-Japan
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IBD Symposium 2012.1 Tokyo
中村志郎． サイトメガロウイルス腸炎合併潰瘍性大腸炎の診断
と治療． 第191回大腸疾患研究会 2012.2 大阪
中村志郎． 炎症性腸疾患内科治療における抗TNF-α抗体の
位置付け−兵庫医科大学の治療成績を中心に−． 第6回
中越IBD研究会 2012.2 長岡
中村志郎． 潰瘍性大腸炎の内視鏡診断， 基本と鑑別診断.
第408回大阪胃研究会 2012.3 大阪
松本譽之． 潰瘍性大腸炎の治療戦略．（特別講演）第29回
長崎炎症性腸疾患研究会 2012.3 長崎
松本譽之． 生物学的製剤により変わったIBDの治療．（特別
講演）第10回三重IBD研究会 2012.8 津
中村志郎． 炎症性腸疾患における分子標的治療の意義.
（教育講演）第30回日本大腸検査学会総会教育セミナー
2012.9 東京
應田義雄． 大腸癌の内視鏡下治療−ESDの位置づけ． 兵
庫県がん診療連携協議会大腸がんセミナー 2012.10 神戸
Yokoyama Y， Watanabe K， Hida N， Fukunaga K,
Nogami K， Ohda Y， Iimro M， Kamikozuru K， Kono
T， Matsumoto T． Predictors of refractory for
tacrolimus therapy in patients with active ulcerative
colitis． The 2nd Kinshukai International Symposium
2012.10 Osaka
中村志郎． 炎症性腸疾患 内科治療のupdate−兵庫医科大
学の成績を中心に−． 兵庫県内科医会内科学セミナー
2012.10 神戸
中村志郎． 潰瘍性大腸炎 内科治療のupdate ～兵庫医科大
学の成績を中心に～．（特別講演）第26回福島県炎症性腸
疾患研究会 2012.10 いわき

横山陽子． 炎症性腸疾患とは． 兵庫医科大学病院市民健
康講座 2012.3 西宮
中村志郎．クローン病． 松江クローン病の患者と家族を支える
会 クローン病学習会 2012.4 米子
中村志郎． クローン病治療の最適化．（特別講演）第11回
IBDを学ぶ会 2012.4 久留米
松本譽之． 生物学的製剤で変わったIBDの治療． 第9回阪
神RA研究会 2012.5 大阪
中村志郎． 炎症性腸疾患， 内科治療のup to date． 兵庫
医科大学消化器内科同門会 2012.5 西宮
中村志郎．クローン病内科治療における抗TNF-α抗体両方の
位 置づけ， 兵 庫 医 科 大 学の治 療 成 績を中心に． IBD
MEETING in 津山 2012.5 津山
中村志郎．クローン病内科治療における抗TNF-α抗体両方の
位置付け−兵庫医科大学の治療成績を中心に−．（特別
講演）今治慢性炎症性腸疾患セミナー 2012.6 今治
中村志郎． 潰瘍性大腸炎． ABCラジオ「アステラス製薬すこ
やかライフ」2012.7.23-7
飯室正樹．ここまでわかったアダリムマブの適正使用−クローン
病−． HUMIRA Users Conference 2012.7 神戸
上小鶴孝二． 潰瘍性大腸炎・クローン病． 西宮市難病団体
連絡協議会難病医療相談会 2012.8 西宮
中村志郎． CMV感染合併潰瘍性大腸炎の診断と治療．（ミ
ニレクチャー）第15回兵庫IBDカンファレンス 2012.9 神戸
戸澤勝之． 潰瘍性大腸炎・クローン病． 尼崎市難病団体連
絡協議会難病医療講演会・相談会 2012.9 尼崎
中村志郎． 胃や腸の病気． 第48回日本消化器病学会近畿支
部市民会講座 2012.10 西宮
河合幹夫． 抗TNFα抗体路用法導入後に非定型抗酸菌肺炎

■その他■

を発 症したクローン病の2 例． 関 西Bio Safety Forum

松本譽之． 潰瘍性大腸炎難治例への対応と疑問点．（特別

2012.10 大阪

講演）第4回かほく消化器病懇話会 2012.1 金沢
福永健． 難治性炎症性腸疾患に対する最新の知見， 次世代
を目指したGMA． 播州IBD Congress 2012.1 姫路
應田義雄． 大腸腫瘍に対する内視鏡治療の最前線． 西宮消
化管カンファレンス 2012.1 西宮
福永健．これからの潰瘍性大腸炎患者の治療における5-ASA

横山陽子． 妊娠中に発症した潰瘍性大腸炎の1例． 第9回臨
床消化器病−どうするこの症例の診断・治療研究会−
2012.11 大阪
上小鶴孝二． 潰瘍性大腸炎・クローン病． 神戸市難病団体
連絡協議会第58回難病医療相談会 2012.12 神戸
中村志郎． クローン病内科治療における抗TNFα抗体療法の

製剤の意義．（特別講演）アサコール錠発売2周年記念講

位置付け～兵庫医科大学の成績を中心に～．（特別講演）

演会 2012.2 つくば

ヒュミラCrohn's Disease Meeting in Tokushima 2012.12

松本譽之． クローン病治療の最前線， アダリムマブはこう使う.
ヒュミラ適応追加1周年記念講演会 2012.3 姫路
福永健． 全欧消化器病週間（UEGW）2011参加印象記.
日本アフェレシス学会雑誌 2012;31:84-5
吉田幸治． 当科における術後クローン病に対するInfliximabの
再発予防効果． 阪神Biologics Forum 2012.2 大阪
應田義雄． 大腸治療の基本から応用まで． メディコスヒラタ社
内勉強会 2012.2 大阪
中村志郎． 潰瘍性大腸炎・クローン病の食事と栄養管理.
大阪府栄養士会生涯学習研修会 2012.2 大阪
松本譽之． 潰瘍性大腸炎の診断と治療−up to date−． 第
134回兵医内科カンファレンス 2012.2 西宮

徳島
中村志郎． 炎症性腸疾患内科治療のupdate ～兵庫医科大
学の成績を中心に～．（特別講演）第18回淀川GIカンファレ
ンス 2012.12大阪
［兼任］
堀和敏（腸管病態解析学 参照）
樋田信幸（内視鏡センター 参照）
河野友彰（腸管病態解析学 参照）
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Okada A， Yaguchi T， Kanno T， Gotoh A， Nakano T,
Nishizaki T． PDGF-D/PDGF-ββ receptor-regulated
chemotaxis of malignant mesothelioma cells． Cell

■著書■

Physiol Biochem 2012;29:241-50

中野孝司． 胸膜中皮腫． 安保公介， 矢内雅人， 水野朝子

Tabata C， Tabata R． Possible prediction of underlying

企画・編集． 希少疾患／難病の診断・治療と製品開発.

lymphoma by high sIL-2R/ferritin ratio in

東京：技術情報協会 2012:686-96

hemophagocytic syndrome． Ann Hematol 2012;91:

中野孝司． 中皮腫．日本臨床腫瘍学会 編． 新臨床腫瘍学
がん薬物療法専門医のために． 改訂第3版． 東京：南江
堂 2012:360-3

63-71
Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Emi M， Morinaga
T， Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N,

Nishimura Y， Maeda M， Kumagai-Takei N,

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

Matsuzaki H， Lee S， Otsuki T， Fukuoka K,

Nakano T， Hashimoto-Tamaoki T． Frequent

Nakano T， Kishimoto T． Effect of asbestos on anti-

inactivation of BAP1 gene in epithelioid-type

tumor immunity and immunological alteration in

malignant mesothelioma． Cancer Sci 2012;103:868-74

patients with malignant mesothelioma． In：Belli C,

Kamiya H， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,

Anad S eds． Malignant Mesothelioma Croatia：Intech

Nishizaki T． Apoptosis-related gene transcription in

2012:DOI:10.5772/33138

human A549 lung cancer cells via A 3 adenosine

■学術論文■
［総説］

receptor． Cell Physiol Biochem 2012;29:687-96
Honda M， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,

Hasegawa S， Kondo N， Matsumoto S， Takuwa T,

Nishizaki T． Mesothelioma cell proliferation through

Hashimoto M， Orui H， Fukuda S， Yoneda K,

autocrine activation of PDGF-ββ receptor． Cell

Okumura Y， Tsubota N， Fukuoka K， Torii I,
Tsujimura T， Nakano T． Practical approaches to

Physiol Biochem 2012;29:667-74
Friedberg J， Nakano T． Disoders of the pleural space：

diagnose and treat for T0 malignant pleural

gas， liquid,and solid． Pulm Med 2012;2012:594286

mesothelioma：a proposal for diagnostic total parietal

Nogi Y， Kanno T， Nakano T， Fujita Y， Tabata C,

pleurectomy． Int J Clin Oncol 2012;17:33-9
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫診療ガイドラインの解説． 肺癌
2012;52:79-83
中野孝司． 胸膜中皮腫の最新知見． 呼吸と循環 2012;60:
1249-58
［原著］

Fukuoka K， Gotoh A， Nishizaki T． AMP converted
from intracellularly transported adenosine upregulates
p53 expression to induce malignant pleural
mesothelioma cell apoptosis． Cell Physiol Biochem
2012;30:61-74
Otsuki T， Kanno T， Fujita Y， Tabata C， Fukuoka K,

Tsujimura T， Torii I， Sato A， Song M， Fukuoka K,

Nakano T， Gotoh A， Nishizaki T． A 3 adenosine

Hasegawa S， Nakano T． Pathological and molecular

receptor-mediated p53-dependent apoptosis in Lu-65

biological approaches to early mesothelioma． Int J

human lung cancer cells． Cell Physiol Biochem

Clin Oncol 2012;17:40-7

2012;30:210-20

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 .

Kanno T， Nakano T， Fujita Y， Gotoh A， Nishizaki T.

Adenosine promotes GATA-2-regulated p53 gene

Adenosine induces apoptosis in SBC-3 human lung

transcription to induce HepG2 cell apoptosis． Cell

cancer cells through A3 adenosine receptor-dependent

Physiol Biochem 2011;28:761-70

AMID upregulation． Cell Physiol Biochem 2012;30:

Kuribayashi K， Simon V， Nishiuma S， Arakawa K,

666-77

Nogi Y， Mikami K， Kudoh S． Safety and

Gotoh A， Kanno T， Nagaya H， Nakano T， Tabata C,

effectiveness of pemetrexed in patients with

Fukuoka K， Tagawa M， Nishizaki T． Gene therapy

malignant pleural mesothelioma based on all-case

using adenovirus against malignant mesothelioma.

drug-registry study． Lung Cancer 2012;75:353-9

Anticancer Res 2012;32:3743-7

Saito H， Nakagawa K， Takeda K， Iwamoto Y,

Kanno T， Gotoh A， Nakano T， Tagawa M， Nishizaki

Ando M， Maeda M， Katakami N， Nakano T,

T. Beneficial oncolytic effect of fiber-substituted

Kurata T， Fukuoka M． Randomized phase Ⅱ study

conditionally replicating adenovirus on human lung

of carboplatin-paclitaxel or gemcitabine-vinorelbine in

cancer． Anticancer Res 2012;32:4891-5

patients with advanced nonsmall cell lung cancer and

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

a performance status of 2：west Japanthoracic

M， Takuwa T， Matsumoto S， Okumura Y， Tsubota

oncology group 0004． Am J Clin Oncol 2012;35:58-63

N， Sato A， Tsujimura T， Kuribayashi K， Fukuoka
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K， Nakano T， Hasegawa S． Circulating endothelial

thioredoxin-1 and histone deacetylase activity in

cell（CEC）as a diagnostic and prognostic marker in

peripheral blood of patients with malignant pleural

malignant pleural mesothelioma（MPM）
． Ann Surg

mesothelioma． The 11th International Conference of

Oncol 2012;19:4229-37

the International Mesothelioma Interest Group

［症例報告］

（IMIG2012）2012.9 Boston

田村邦宣， 大搗泰一郎， 柴田英輔， 金村晋吾， 安光亮

Okada A， Yaguchi T， Kamiya H， Honda M， Masachika

洋， 塚本吉胤， 小牟田清， 田端千春， 福岡和也， 中

E， Okuwa H， Otsuki T， Mikami K， Nogi Y， Maeda

野孝司． ペメトレキセドを含まない化学療法により完全奏

R， Terada T， Hirayama N， Yamada S， Tamura K,

効が得られた上皮型悪性胸膜中皮腫の1例． 気管支学

Tabata C， Fukuoka K， Nishizaki T， Nakano T.

2012;34:228-33

PDGF-D/PDGF-ββ receptor-regulated chemotaxis of

■学会発表■
［国際学会］
Hasegawa S， Tanaka F， Kondo N， Okumura Y,

malignant mesothelioma cells． The 11th International
Conference of the International Mesothelioma Interest
Group（IMIG2012）2012.9 Boston

Matsumoto S， Takuwa T， Hashimoto M， Orui H,

Otsuki T， Okada A， Fukuoka K， Kanemura S， Shibata

Kuroda A， Fukuda S， Yoneda K， Tsubo t a N ,

E， Masachika E， Kamiya H， Honda M， Okuwa H,

Kamikonya N， Fukuoka K， Torii I， Tsujimura T,

Maeda R， Mikami K， Nogi Y， Hirayama N， Terada

Nakano T． Outcome of consecutive 61 cases of intent-

T， Yamada S， Tamura K， Tabata C， Tsubota N,

to-treat with extrapleural pneumonectomy for

Hasegawa S， Nakano T． Clinical and pathological

resectable malignant pleural mesothelioma． The 11th

features of five-year survivors of malignant pleural

International Conference of the International

mesothelioma． The 11th International Conference of

Mesothelioma Interest Group（IMIG2012）2012.9
Boston

the International Mesothelioma Interest Group
（IMIG2012）2012.9 Boston

Kondo N， Tanaka F， Okumura Y， Matsumoto S,

Nakano T． Diagnosis of malignant mesothelioma． 5th

T a k u w a T， H a s h i m o t o M， O r u i H， K u r o d a A ,

Asia Pacific Lung Cancer Conference and 3rd

Fukuda S， Tsubota N， Fukuoka K， Nakano T,

International Thymic Malignancy Interest Group

Hasegawa S． Silent bronchopleural fistula following

Annual Meeting（APLCC ITMIG2012）2012.11

extrapleural pneumonectomy for malignant pleural
mesothelioma． The 11th International Conference of
the International Mesothelioma Interest Group
（IMIG2012）2012.9 Boston
Tsujimura T， Sato A， Torii I， Song M， Matsumoto S,
N a b e s h i m a K， H a s e g a w a S， N a k a n o T ． T h e
p16 INK4A/p14ARF deletion in atypical mesothelial

Fukuoka
［国内学会］
山田秀哉， 田端千春， 村上亜紀， 前田理沙， 平山倫子,
寺田貴普， 田村邦宣， 中野孝司， 福岡和也， 田端理
英． 悪性胸膜中皮腫における胸水メソテリンの臨床的有用
性の検討． 第109回日本内科学会講演会 2012.4 京都
前田理沙， 田端千春， 田端理英， 平山倫子， 安光亮洋,

cells localized on the serosal surface or within the

山田秀哉， 村上亜紀， 栗林康造， 福岡和也， 中野孝

submesothelial fibrous tissues of the parietal pleura.

司． 悪 性 胸 膜 中 皮 腫におけるangiopoietin（Ang）
-1の

The 11th International Conference of the International

臨床的新規役割について． 第109回日本内科学会講演会

Mesothelioma Interest Group（IMIG2012）2012.9
Boston
Takenaka M， Tanaka F， Shigematsu Y， Uramoto H,

2012.4 京都
山田秀哉， 福岡和也， 政近江利子， 前田理沙， 岡田あす
か， 村上亜紀， 田村邦宣， 栗林康造， 田端千春， 中

Hanagiri T， Yoneda K， Hashimoto M， Takuwa T,

野孝司． 悪性胸膜中皮腫における他臓器重複癌の臨床的

Matsumoto S， Okumura Y， Kondo N， Fukuoka

検討． 第109回日本内科学会講演会 2012.4 京都

K， Nakano T， Hasegawa S． Novel malignant-

大搗泰一郎， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英輔， 神谷瞳,

mesothelioma-associated antigens（Gene-X and Thbs-

本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴

2）in the diagnosis of malignant pleural mesothelioma

普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣,

（MPM）
． The 11th International Conference of the

田端千春， 坪田紀明， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝

International Mesothelioma Interest Group

尚， 松本成司， 近藤展行， 長谷川誠紀， 塚本吉胤,

（IMIG2012）2012.9 Boston
Tamura K， Nakano T， Kanemura S， Shiba t a E ,
Ohkuwa H， Otsuki T， Kamiya H， Honda M， Mikami

廣田誠一， 中野孝司． 当科におけるEBUS-TBNAを用い
たサルコイドーシス診断． 第52回日本呼吸器学会学術講演
会 2012.4 神戸

K， Nogi Y， Maeda R， Terada T， Okada A， Yamada

岡田あすか， 福岡和也， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥,

S， Fukuoka K， Tabata C， Kuribayashi K． Serum

大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴普， 村上亜

兵庫医大業績録（2012）
紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中野孝司． 当
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田端千春， 田端理英， 山田秀哉， 福岡和也， 中野孝司.

科における悪性胸膜中皮腫長期生存例の検討． 第52回日

悪性腹膜中皮腫における診断マーカーとしての血清チオレド

本呼吸器学会学術講演会 2012.4 神戸

キシンの役割． 第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札幌

山田秀哉， 田端千春， 村上亜紀， 寺田貴普， 平山倫子,
前田理沙， 大桒久弥， 本田実紀， 神谷瞳， 政近江利
子， 柴田英輔， 金村晋吾， 大搗泰一郎， 岡田あすか,
田村邦宣， 福岡和也， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫にお
ける胸水メソテリンの臨床的重要性． 第52回日本呼吸器学
会学術講演会 2012.4 神戸

中野孝司． 大気環境と発がん．（特別企画）第50回日本癌治
療学会学術集会 2012.10 横浜
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫診療ガイドラインの解説．（教育
講演）第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
宮田義浩， 津谷康大， 多久和輝尚， 伊富貴雄太， 見前隆
洋， 吉屋智晴， 福岡和也， 長谷川誠紀， 中野孝司,

田端千春， 田端理英， 中野孝司． 阪神地区におけるCOPD

岡田守人． 悪性胸膜中皮腫切除例に対するPETを用いた

実 態 調 査． 第24回日本アレルギー学 会 春 季 臨 床 大 会

術前化学療法の効果判定．（ワークショップ）第53回日本肺

2012.5 大阪

癌学会総会 2012.11 岡山

田 端 千 春， 田 端 理 英， 中 野 孝 司． 肺 線 維 症に対する

近藤展行， 黒田鮎美， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝

calpeptinの可能性． 第24回日本アレルギー学会春季臨床

尚， 松本成司， 福岡和也， 鳥井郁子， 辻村亨， 坪田

大会 2012.5 大阪

紀明， 中野孝司， 長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫を疑う

大搗泰一郎， 福岡和也， 中島康博， 堀尾大介， 金村晋
吾， 柴田英輔， 本田実紀， 神谷瞳， 大桒久弥， 前田
理沙， 三上浩司， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普，

症例に対する全身麻酔下胸膜生検の検討．（ワークショッ
プ）第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
多久和輝尚， 田中文啓， 近藤展行， 奥村好邦， 松本成

岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千

司， 橋本昌樹， 大類隼人， 黒田鮎美， 福田俊一， 米

春， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫における局所麻酔下胸腔

田和恵， 坪田紀明， 上紺屋憲彦， 福岡和也， 鳥井郁

鏡所見分類の検討．（ワークショップ）第35回呼吸器内視鏡

子， 辻村亨， 中野孝司， 長谷川誠紀． 切除可能中皮腫

学会学術集会 2012.5 東京

に対するEPPを含む集学的治療はfeasibleである．（ワーク

柴田英輔， 大搗泰一郎， 福岡和也， 中島康博， 堀尾大
介， 金村晋吾， 大桒久弥， 神谷瞳， 本田実紀， 前田

ショップ）第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
橋本昌樹， 黒田鮎美， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成

理沙， 野木佳孝， 三上浩司， 寺田貴普， 平山倫子，

司， 近藤展行， 鳥井郁子， 辻村亨， 坪田紀明， 福岡

岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千

和也， 中野孝司， 長谷川誠紀． 早期中皮腫に対する胸

春， 中野孝司， 橋本昌樹， 長谷川誠紀． 当科における

膜生検の限界と対策−最大限の診断；診断的全壁側胸膜

EBUS-TBNA施行症例の検討．（ワークショップ）第35回日

切除術−． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

本呼吸器内視鏡学会学術集会 2012.5 東京

中島康博， 寺田貴普， 田端千春， 大桒久弥， 大搗泰一

浅野文祐， 青江基， 大崎能伸， 岡田克典， 笹田真滋,

郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 岡

佐藤滋樹， 鈴木栄一， 千場博， 福岡和也， 藤野昇三,

田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和

大森一光． 安全対策委員会 2010年全国アンケート調査か

也， 多久和輝尚， 長谷川誠紀， 塚本吉胤， 廣田誠一,

らみた呼吸器内視鏡診療の実態．（委員会報告）第35回日

坪田紀明， 中野孝司． 小細胞型悪性胸膜中皮腫の3例.

本呼吸器内視鏡学会学術集会 2012.5 東京

第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

山田秀哉， 田端千春， 中野孝司， 福岡和也． 悪性胸膜中

金村晋吾， 田端千春， 寺田貴普， 山田秀哉， 柴田英輔,

皮腫における胸水メソテリンの臨床的有用性の検討． 第10

本田実紀， 神谷瞳， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 三上浩

回日本臨床腫瘍学会学術集会 2012.7 大阪

司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 岡田あすか,

田村邦宣， 菅野武史， 藤田裕美子， 福岡和也， 田端千

村上亜紀， 田村邦宣， 福岡和也， 塚本吉胤， 廣田誠

春， 後藤章暢， 西崎知之， 中野孝司． A2aアデノシンレ

一， 中野孝司． 腹膜中皮腫におけるアスベスト関連胸膜肺

セプターはBcl-XLの発現抑制とBidの発現増加によりHepG2
細胞アポトーシスを誘導する． 第71回日本癌学会学術総会
2012.9 札幌

病変の検討． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
大搗泰一郎， 岡田あすか， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英
輔， 政近江利子， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 前

岡田あすか， 矢口貴博， 菅野武史， 後藤章暢， 村上亜

田理沙， 三上浩司， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普,

紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 福岡和也， 西

山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 坪田紀

崎知之， 中野孝司． PDGF-D/PDGF-ββ受容体を介し

明， 長谷川誠紀． 当院における悪性胸膜中皮腫の予後解

た悪性中皮腫細胞の遊走． 第71回日本癌学会学術総会
2012.9 札幌

析． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
岡田あすか， 西崎知之， 大搗泰一郎， 三上浩司， 野木佳

村上亜紀， 岡田あすか， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和

孝， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴普， 村上亜紀， 山

也， 田端千春， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫における胸

田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 福岡和也， 中野孝司.

水MMP-3値の臨床的役割． 第71回日本癌学会学術総会

PDGF-D/PDGF-ββ受容体を介した悪性中皮腫細胞の遊

2012.9 札幌

走． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
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田村邦宣， 柴田英輔， 金村晋吾， 政近江利子， 神谷瞳,

腺癌の1例． 第96回日本肺癌学会関西支部会 2012.7 大阪

本田実紀， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理

中島康博， 寺田貴普， 田端千春， 堀尾大輔， 金村晋吾，

沙， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか,

柴田英輔， 大搗泰一郎， 政近江利子， 本田実紀， 神谷

村上亜紀，山田秀哉，田端千春，福岡和也，坪田紀明，

瞳， 大桒久弥， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝， 平

中野孝司．悪性胸膜中皮腫におけるHistone deacetylase
（HDAC） 活 性 の 検 討． 第53回日本 肺 癌 学 会 総 会
2012.11 岡山
［地方会等］
岡田あすか， 金村晋吾， 柴田英輔， 大桒久弥， 神谷瞳,

山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦
宣， 中野孝司， 福岡和也， 多久和輝久， 長谷川誠紀，
塚本吉胤， 廣田誠一． 小細胞型悪性胸膜中皮腫の1例.
第96回日本肺癌学会関西支部会 2012.7 大阪
中道徹， 柴田英輔， 大搗泰一郎， 福岡和也， 中島康博,

本田実紀， 大搗泰一郎， 前田理沙， 寺田貴普， 平山倫

堀尾大介， 金村晋吾， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥,

子， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中

政近江利子， 前田理沙， 野木佳孝， 三上浩司， 平山倫

野孝司， 福岡和也， 大類隼人， 近藤展行， 長谷川誠

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

紀， 塚本吉胤， 廣田誠一， 鳥井郁子， 辻村亨． 気管

田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠

支内腔への発育・進展を認めた肺腺癌の1切除例． 第95回

一， 鳥井郁子， 辻村亨． 縦隔リンパ節転移の診断に

日本肺癌学会関西支部会 2012.2 大阪

EBUS-TBNAが有用であった悪性胸膜中皮腫の2例． 第

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

91回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2012.7 大阪
平山倫子， 田端千春， 堀尾大介， 中島康博， 柴田英輔,

すか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春,

金村晋吾， 大桒久弥， 政近江利子， 神谷瞳， 本田実

中野孝司， 福岡和也， 坪田紀明， 辻村亨， 塚本吉

紀， 大搗泰一郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝,

胤， 廣田誠一． 肺扁平上皮癌を合併した悪性胸膜中皮腫

寺田貴普， 山田秀哉， 田村邦宣， 中野孝司， 福岡和

の１例． 第95回日本肺癌学会関西支部会 2012.2 大阪

也， 橋本昌樹， 近藤展行， 長谷川誠紀， 塚本吉胤,

平山倫子， 岡田あすか， 金村晋吾， 柴田英輔， 本田実

廣田誠一， 岡田あすか． 気管支内腔にポリープ状発育を

紀， 神谷瞳， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 寺

呈して再発した末梢発生小細胞肺癌の1例． 第92回日本呼

田貴普， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春,

吸器内視鏡学会近畿支部会 2012.12 大阪

福岡和也， 八尋真名， 木田有利， 中西健， 羽尾裕之,

大桒久弥， 福岡和也， 堀尾大介， 中島康博， 金村晋吾,

塚本吉胤， 廣田誠一， 中野孝司． ネフローゼ症候群を来

柴田英輔， 神谷瞳， 本田実紀， 大搗泰一郎， 前田理

した悪性胸膜中皮腫の2例． 第95回日本肺癌学会関西支

沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか， 山田秀哉,

部会 2012.2 大阪

田村邦宣， 田端千春， 杉谷明則， 鳥井郁子， 辻村亨,

堀尾大介， 山田秀哉， 田端千春， 村上亜紀， 田村邦宣,

中野孝司． 石綿健康管理手帳健診にて発見され， 局所麻

中野孝司， 福岡和也， 長谷川誠紀， 塚本吉胤， 廣田誠

酔下胸腔鏡で診断された悪性リンパ腫の1例． 第80回日本

一． 二次化学療法としてペメトレキセドを長期投与した肺腺

呼吸器学会近畿地方会 2012.12 神戸

癌の1例． 第197回日本内科学会近畿地方会 2012.6 神戸
中島康博， 村上亜紀， 柴田英輔， 金村晋吾， 本田実紀，

野木佳孝， 福岡和也， 堀尾大介， 中島康博， 金村晋吾,
柴田英輔， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 三上

神谷瞳， 大桒久弥， 前田理沙， 大搗泰一郎， 平山倫

浩司， 前田理沙， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか,

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 山田秀哉， 田村邦宣，

山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 塚本吉胤， 廣田誠

田端千春， 中野孝司， 福岡和也， 鳥井郁子， 塚本吉

一， 中野孝司． びまん性肺胞出血を呈した好酸球性肺炎

胤． 肺癌との鑑別が困難であった胸壁発生desmoid type
fibromatosisの1例． 第79回日本呼吸器学会近畿地方会
2012.6 京都
柴田英輔， 田村邦宣， 前田理沙， 大搗泰一郎， 野木佳
孝， 三上浩司， 平山倫子， 寺田貴普， 岡田あすか，

の1例． 第80回日本呼吸器学会近畿地方会 2012.12 神戸
［研究会・講演会等］
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,

村上亜紀， 山田秀哉， 田端千春， 中野孝司， 福岡和

田端千春， 坪田紀明， 塚本吉胤， 廣田誠一， 中野孝

也， 小 川 啓 恭， 岡 田 昌 也， 廣 田 誠 一， 松 田 育 雄.

司． 気管支鏡下肺生検にて診断された悪性胸膜中皮

Rosai-Dorfman病が疑われた1例． 第79回日本呼吸器学会

腫 多 発 微 小 肺 転 移の1例． 第2回Japan Mesothelioma

近畿地方会 2012.6 京都
野木佳孝， 大桒久弥， 中島康博， 堀尾大輔， 金村晋吾，

Interest Group（JMIG）研究会 2012.1 大阪
田村邦宣， 柴田英輔， 金村晋吾， 政近江利子， 神谷瞳,

柴田英輔， 本田実紀， 政近江利子， 大搗泰一郎， 前田

本田実紀， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理沙， 平山倫

理沙， 三上浩司， 寺田貴普， 平山倫子， 岡田あすか，

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉,

村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中野孝

田端千春， 福岡和也， 坪田紀明， 中野孝司． 悪性胸膜

司， 福岡和也， 塚本吉胤， 廣田誠一， 鳥井郁子， 辻

中皮腫における胸水中PDGF濃度の測定意義について． 第

村亨， 中正恵二， 寺田信行． 子宮内膜転移を来した肺

2回Japan Mesothelioma Interest Group（JMIG）研究
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会 2012.1 大阪
金村晋吾， 田端千春， 寺田貴普， 山田秀哉， 村上亜
紀， 前田理沙， 平山倫子， 岡田あすか， 田村邦宣，
中野孝司， 福岡和也， 坪田紀明， 辻村亨． 悪性腹膜中

研究会 2012.2 久留米
田端千春． 納得の吸入療法−よりはやく・つよく・より安全
に−． Asthma Symposium2012 2012.7 北九州
堀尾大介． Cisplatin+Pemetrexed 併用化学療法によって

皮腫におけるアスベスト関連胸膜・肺病変の検討． 第4回呼

CRの抗腫瘍効果が得られた悪性腹膜中皮腫の一例． 第2

吸機能イメージング研究会学術集会 2012.2 大津

回阪神化学療法・支持療法研究会 2012.7 西宮

大搗泰一郎， 平山倫子， 金村晋吾， 柴田英輔， 神谷瞳,

中野孝司．（DVD）呼吸器疾患へのアプローチ（主要性疾

本田実紀， 大桒久弥， 前田理沙， 寺田貴普， 岡田あす

患， 稀な呼吸器疾患）胸膜中皮腫． 社団法人日本呼吸器

か， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中

学会発行・監修． DVDで学ぶ実践呼吸器病学． 東京：

野孝司， 福岡和也， 塚本吉胤， 廣田誠一． 症例8． 第
14回中皮腫パネル 2012.3 東京
鳥井郁子， 佐藤鮎子， 宋美紗， 橋本昌樹， 長谷川誠紀，
中 野 孝 司， 坪 田 紀 明． 症 例3． 第14回中皮 腫パネル
2012.3 東京
中島康博， 村上亜紀， 柴田英輔， 金村晋吾， 本田実紀,

株式会社メディカルフォト 2012
中野孝司． 内科より：呼吸器腫瘍の概略と早期診断/内科治
療． 兵庫医科大学病院第12回地域医療懇談会 2012.9 尼
崎
中野孝司． アスベスト関連疾患の病態と診断の治療の問題
点． 兵庫県医師会産業医研修会 2012.10 神戸

神谷瞳， 大桒久弥， 前田理沙， 大搗泰一郎， 平山倫

野木佳孝， 堀尾大介， 中島康博， 柴田英輔， 金村晋吾,

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 山田秀哉， 田村邦宣,

神谷瞳， 大桒久弥， 政近江利子， 本田実紀， 大搗泰一

田端千春， 中野孝司， 福岡和也， 坪田紀明， 多久和輝

郎， 前田理沙， 三上浩司， 平山倫子， 寺田貴普， 岡

尚， 近藤展行， 長谷川誠紀， 鳥井郁子， 辻村亨， 塚

田あすか， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和也， 田端千

本吉胤， 廣田誠一． 肺癌との鑑別が困難であった胸壁発

春， 中野孝司， 塚本吉胤， 廣田誠一． 血痰を主訴とした

生desmoid type fibromatosisの1例． 第111回兵庫県肺

好酸球性肺炎の1例． 第15回阪神呼吸器カンファレンス

癌懇話会 2012.3 神戸

2012.10 神戸

本田実紀， 山田秀哉， 堀尾大介， 中島康博， 金村晋吾,

Nakano T． Mesothelioma in Japan-Diagnosis and

柴田英輔， 神谷瞳， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 前田理

Treatment． Univerty of Hawaii Cancer Center

沙， 三上浩司， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普， 岡

Distinguished Lecture Series Seminar 2012.10 Hawaii

田あすか， 村上亜紀， 田村邦宣， 田端千春， 中野孝

中野孝司． タバコとCOPD（慢性閉塞性肺疾患）について.

司， 福 岡 和 也， 塚 本 吉 胤， 廣 田 誠 一， 西 口 修 平.
EBUS-TBNAにて診断した転移性肺腫瘍の1例． 第112回
兵庫県肺癌懇話会 2012.6 神戸
野木佳孝， 菅野武史， 福岡和也， 田端千春， 後藤章暢,

平成24年度西宮市禁煙セミナー 2012.12 西宮
［兼任］
福岡和也（がんセンター 参照）
寺田貴普（胸部腫瘍学 参照）

西崎知之， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫細胞におけるアデ
ノシン誘導アポトーシスの分子機構． 第19回石綿・中皮腫研

神経・脳卒中科

究会 2012.10 神戸

Neurology

柴田英輔， 堀尾大介， 中島康博， 金村晋吾， 大桒久弥,
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， 山田秀哉， 田村邦宣,

■著書■

田端千春， 中野孝司， 福岡和也， 杉谷明則， 鳥井郁

芳 川 浩 男． 体 性 感 覚 系． Alberstone CD， Benzel EC,

子， 辻村亨． 石綿健康管理手帳健診にて発見され， 局

Najm IM， Steinmetz MP 原著． 近藤智善， 野元正弘

所麻酔下胸腔鏡で診断された悪性リンパ腫の1例． 第113回

監訳． イラストでわかる神経症候 機能・解剖学から診断へ

兵庫県肺癌懇話会 2012.10 神戸
中島康博， 寺田貴普， 田端千春， 堀尾大介， 柴田英輔,
政近江利子， 神谷瞳， 大桒久弥， 大搗泰一郎， 三上浩
司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 山田秀哉， 田
村邦宣， 中野孝司， 福岡和也， 多久和輝尚， 長谷川誠
紀， 鳥井郁子， 辻村亨． 小細胞型悪性胸膜中皮腫の1
例．（ セッション ）第3回Japan Mesothelioma Interest
Group（JMIG）研究会 2012.11 京都
中野孝司． 悪性胸膜中皮腫の診断と治療． 第15回三重肺
癌研究会 2012.12 津

のアプローチ． 東京：丸善出版 2012:376-83
■学術論文■
［総説］
芳川浩男．しびれに対する総合的な治療． 日本医師会雑誌
2012;141:322-4
［原著］
Munemoto M， Otaki Y， Kasama S， Nanami M,
Tokuyama M， Yahiro M， Hasuike Y， Kuragano T，
Yoshikawa H， Nonoguchi H， Nakanishi T.
Therapeutic efficacy of double filtration

■その他■

plasmapheresis in patients with anti-aquaporin-4

中野孝司． 腹膜中皮腫の診断と治療． 第10回久留米肺がん

antibody-positive multiple sclerosis． J Clin Neurosci
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2011;18:478-80

2012.5 東京

W a t a n a b e S， S u e n a g a K， Y a m a m o t o A， A b e K ,

野﨑園子， 松井利浩， 芳川浩男， 道免和久． メトロノーム

Kotoura N， Ishikura R， Hirota S， Yoshikawa H.

を用いた在宅嚥下訓練の有用性． 第53回日本神経学会学

Correlation of subthalamic nuclei T2 ralaxation times

術大会 2012.5 東京

with neuropsychological symptoms in patients with
Parkinson’s disease． J Neurol Sci 2012;315:96-9

末永浩一， 木村卓， Lee KY， 中森雅之， 高橋正紀， 藤
村 晴 俊， 陣 内 研 二， 久 保 秀 司， 玉 置（ 橋 本 ）知 子，

Suenaga K， Lee KY， Nakamori M， Tatsumi Y,

Manuel A， Maurice S， 芳川浩男． 筋強直性ジストロフ

Takahashi MP， Fujimura H， Jinnai K， Yoshikawa

ィー症における中枢神経スプライシング異常およびその分子機

H， D u H， A r e s M， S w a n s o n M， K i m u r a T .

序の解明． 第53回日本神経学会学術大会 2012.5 東京

Muscleblind-like 1 knockout mice reveal novel splicing

渡邊将平， 山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代子， 笠間周

defects in the myotonic dystrophy brain． PLoS One

平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田正中， 高嶋

2012;7:e33218

博， 芳川浩男． Mitofusin2遺伝子（MFN2）異常による

Charizanis K， Lee KY， Batra R， Goodwin M， Zhang
C， Yuan Y， Shiue L， Cline M， Scotti M， Xia G,
Kumar A， Ashizawa T， Clark HB， Kimura T,

Charcot-Marie-Tooth病2A型の1家系． 第23回日本末梢
神経学会学術集会 2012.8 福岡
［地方会等］

Takahashi M， Fujimura H， Jinnai K， Yoshikawa H,

渡邊将平， 山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代子， 笠間周

Gomes-Pereira M， Gourdon G， Sakai N， Nishino S,

平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田正中， 木村

Foster TC， Ares M， Darnell RB， Swanson MS.

亜紀子， 齊藤朋子， 芳川浩男． 視神経炎を合併した慢

Muscleblind-like 2-mediated alternative splicing in the

性炎症性脱髄性多発神経炎に対して免疫吸着療法が奏功

developing brain and dysregulation in myotonic

した1例．日本神経学会第96回近畿地方会 2012.7 大阪

dystrophy． Neuron 2012;75:437-50
■学会発表■
［国際学会］
Takeda M， Okada F， Tachibana T， Moriyama T,
Yoshiya S， Tachibana H， Yoshikawa H． Pain-related

安部武生， 津田健吉， 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， 梶山
幸司， 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．日本神経学会第96回近畿地
方会 2012.7 大阪

evoked potentials in patients with Parkinson’s

山﨑博充， 山本麻未， 大西沙代子， 渡邊将平， 笠間周

disease． 8th International Congress on Mental

平， 高岡俊雄， 木村卓， 梶山幸司， 武田正中， 芳川

Dysfunction ＆ Other Non-Motor Features In

浩男．（誌上発表）失調性歩行・意識変容で発症し， 皮

Parkinson’s Disease and Related Disorders

膚症状を書いたペラグラの一例．日本神経学会第97回近畿

（MDPD2012）2012.5 Berlin
Takeda M， Yoshikawa H， Okada F， Tachibana T,
Moriyama T， Yoshiya S， Tachibana H． Central pain
in Patients with Parkinson disease evaluated by pain-

地方会 2012.12 豊中
［科学研究費等班会議］
高橋正紀， 木村卓， 末永浩一， Lee KY， 中森雅之， 松
村剛， 藤村晴俊， 陣内研二， Ares M， Swanson M，

related evoked potentials． 2012 ICME International

芳川浩男． 筋強直性ジストロフィーでの中枢神経スプライシン

Conference on Complex Medical Engineering

グ異常へのMBNL1， MBNL2の関与．「筋ジストロフィーお

（CME2012）2012.7 Kobe
Okada F， Tachibana T， Moriyama T， Yoshiya S,

よび関連疾患の診断・治療開発を目指した基盤研究」平成
24年度「西野班」班会議 2012.12 東京

Takeda M， Tachibana H． Pain-related evoked

■その他■

potentials in normal subjects and patients with

芳川浩男． 認知症に関する最新の話題． 尼崎市医師会内科

persistent pain after spinal surgery． 2012 ICME
International Conference on Complex Medical
Engineering（CME2012）2012.7 Kobe
［国内学会］
武田正中， 岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 吉矢晋一，
立花久大， 笠間周平， 渡邊将平， 梶山幸司， 芳川浩
男． パーキンソン病における痛み関連誘発電位の検討． 第
53回日本神経学会学術大会 2012.5 東京
梶山幸司， 山本麻未， 山﨑博充， 大西沙代子， 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． 多発性硬化症と視神経脊髄炎における
脳萎縮の経時的変化． 第53回日本神経学会学術大会

医会学術講演会 2012.10 尼崎
芳川浩男． 認知症の早期発見とその後の対応～地域連携は
どうあるべきか～． 宝塚市医師会学術講演会 2012.10 宝塚
武田正中． パーキンソン病の診断と治療（最近のトピックス）
.
兵庫県内科医会内科学セミナー 2012.10 神戸
武田正中． パーキンソン病患者の痛み関連誘発電位． 大阪
神経疾患セミナー 2012.10 豊中
芳川浩男． 豊かな老後とかけがえのない人生～認知症に対す
る正しい理解と対応～．「グランダ甲南山手」オープン記念
医療セミナー 2012.10 芦屋
芳川浩男． 認知症について． 兵庫医科大学病院市民講座
2012.11 西宮
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芳川浩男． 筋無力症・その他神経系疾患． 第58回難病医
療相談会 2012.12 神戸
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The impact of ferritin fluctuations on stable
hemoglobin levels in hemodialysis patients． Clin Exp
Nephrol 2012;16:448-55

腎・透析科

Kidney and Dialysis

Hasuike Y， Hama Y， Nonoguchi H， Hori K,
Tokuyama M， Toyoda K， Hazeki S， Nanami M,
Otaki Y， Kuragano T， Nakanishi T． Persistent
homocysteine metabolism abnormality accelerates

■著書■

cardiovascular disease in hemodialyzed patients-the

倉賀野隆裕， 中西健． 透析患者における鉄代謝． 秋澤忠

Nishinomiya Study． J Ren Nutr 2012;22:12-8

男 監， 衣 笠えり子， 小 岩 文 彦， 緒 方 浩 顕， 本田浩

Moriguchi R， Otaki Y， Hazeki S， Shimada T,

一 編． 変 革する透 析 医 学． 大 阪：医 薬ジャーナル社

Matsumoto A， Kakita N， Kaibe S， Kuragano T,

2012:101-7

Nonoguchi H， Nanami M， Hasuike Y， Nakanishi T.

永井孝憲， 中西健．ドライウエイトの設定法． 上月正博 編.
腎臓リハビリテーション． 東京：医歯薬出版 2012:180-3
■学術論文■
［総説］

High levels of tumor necrosis factor-α downregulate
antimicrobial iron transport protein， Nramp1, in
chronic hemodialysis patients：a key factor for
infection risk． Am J Nephrol 2012;35:372-8

Nakanishi T， Kuragano T， Kaibe S， Nagasawa Y,

Yamamoto R， Nagasawa Y， Iwatani H， Shinzawa M,

Hasuike Y． Should we reconsider iron administration

Obi Y， Teranishi J， Ishigami T， Yamauchi-

based on prevailing ferritin and hepcidin

Takihara K， Nishida M， Rakugi H, Isaka Y,

concentrations ? ． Clin Exp Nephrol 2012;16:819-26

Moriyama T． Self-reported sleep duration and

Kawada N， Moriyama T， Kitamura H， Yamamoto R,
Furumatsu Y， Matsui I， Takabatake Y， Nagasawa

prediction of proteinuria：a retrospective cohort study.
Am J Kidney Dis 2012;59:343-55

Y， Imai E， Wilcox CS， Rakugi H， Isaka Y.

Iwatani H， Inoue T， Wada Y， Nagasawa Y,

Towards developing new strategies to reduce the

Yamamoto R， Iijima H， Takehara T， Imai E,

adverse side-effects of nonsteroidal anti-inflammatory

Rakugi H， Isaka Y． Quantitative change of IgA

drugs． Clin Exp Nephrol 2012;16:25-9

hinge O-glycan composition is a novel marker of

Nagasawa Y， Yamamoto R， Rakugi H， Isaka Y.
Cigarette smoking and chronic kidney diseases.
Hypertens Res 2012;35:261-5
中西健． 慢性腎不全対策の医療経済． 日本透析医学会雑
誌 2012;45:112-3
中西健． 慢性腎臓病における鉄代謝異常 鉄の囲い込み． 臨
床検査 2012;56:1089-94
蓮池由起子， 中西健． 維持透析患者の副甲状腺ホルモン
（iPTH）値の管理目標としての60～240pg/mLと予後−西
宮研究−．日本透析医学会雑誌 2012;45:1006-7

therapeutic responses of IgA Nephropathy． Biochem
Biophys Res Commun 2012;428:339-42
Nakano C， Hamano T， Fujii N， Obi Y， Matsui I,
Tomida K， Mikami S， Inoue K， Shimomura A,
Nagasawa Y， Okada N， Tsubakihara Y， Rakugi H,
Isaka Y． Intact fibroblast growth factor 23 levels
predict incident cardiovascular event before but not
after the start of dialysis． Bone 2012;50:1266-74
Shinzawa M， Yamamoto R， Nagasawa Y， Shoji T,
Obi Y， Namba T， Kitamura H， Kaneko T， Okada

倉賀野隆裕， 中西健． 慢性腎臓病患者の鉄代謝障害を考慮

N， Iwatani H， Yamauchi A， Tsubakihara Y， Imai

した腎性貧血治療の重要性． 腎と透析 2012;73（別冊）:74-

E， Isaka Y， Rakugi H． Gene polymorphisms

6

contributing to hypertension in immunoglobulin a

堀加穂理， 永井孝憲， 野々口博史． Ⅲ型尿細管性アシドー
シス．日本臨牀 2012;（別冊 新領域症候群シリーズ17）:7668
中西健． 腎性貧血治療と鉄代謝． 最新医学 2012;（別冊新
しい診断と治療のABC38 透析合併症）:53-61
八 尋 真 名， 蓮 池 由 起 子， 中 西 健． 肝 炎ウイルス薬.
Modern Physician 2012;32:451-6
海邉正治， 中西健． 透析心， 心不全．日本臨床 2012;（別
冊新領域別症候群シリーズ18）:235-42
［原著］

nephropathy． Clin Exp Nephrol 2012;16:250-8
Yamamoto R， Nagasawa Y， Shoji T， Katakami N,
O h t o s h i K， H a y a i s h i - O k a n o R， Y a m a s a k i Y ,
Yamauchi A， Tsubakihara Y， Imai E， Rakugi H,
Isaka Y． A candidate gene approach to genetic
contributors to the development of IgA nephropathy.
Nephrol Dial Transplant 2012;27:1020-30
Uehata T， Tomosugi N， Shoji T， Sakaguchi Y,
Suzuki A， Kaneko T， Okada N， Yamamoto R,
Nagasawa Y， Kato K， Isaka Y， Rakugi H,

Yahiro M， Kuragano T， Kida A， Kitamura R， Furuta

Tsubakihara Y． Serum hepcidin-25 levels and anemia

M， Hasuike Y， Otaki Y， Nonoguchi H， Nakanishi T.

in non-dialysis chronic kidney disease patients：a
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cross-sectional study． Nephrol Dial Transplant

Konta T， Iseki K， Moriyama T， Yamagata K,

2012;27:1076-83

Tsuruya K， Yoshida H， Fujimoto S， Asahi K,

Hori K， Nagai T， Izumi Y， Kimura M， Hasuike Y,

Watanabe T． Association between liver enzymes

Nakayama Y， Nanami M， Tokuyama M， Otaki Y,

and proteinuria stratified on drinking status：a

Kuragano T， Kohda Y， Obinata M， Kawahara K,

nationwide cross-sectional study． 49th European

Tanoue A， Tomita K， Nakanishi T， Nonoguchi H.

Renal Association-European Dialysis and Transplant

Vasopressin V1a receptor is required for

Association congress 2012.5 Paris

nucleocytoplasmic transport of mineralocorticoid

Shinzawa M， Yamamoto R， Nagasawa Y， Oseto S,

receptor． Am J Physiol Renal Physiol 2012;303:

Mori D， Niihata K， Fukunaga M， Yamauchi

F1080-8

A， Tsubakihara Y， Rakugi H， Isaka Y.

■学会発表■

Methylprednisolone pulse therapy accelerated

［国際学会］

complete remission of proteinuria in adult-onset

Kuragano T， Yahiro M， Kida A， Otaki Y， Hasuike Y,

minimal change nephrotic syndrome patients． 49th

Nonoguchi H， Nakanishi T． An open， randomized,

European Renal Association-European Dialysis and

parallel group， multi-center study on the prognosis

Transplant Association congress 2012.5 Paris

of hemodialysis patients in Anemia treatment by

N a g a s a w a Y， I i o K， I w a t a n i H， Y a m a m o t o R ,

Combination Therapy with Iron and Vitamin C and

Shinzawa M， Imai E， Nakanishi T， Rakugi H,

Erythropoietin（ACTIVE study）． 49th European

I s a k a Y． B a c t e r i a s p e c i f i c t o t o n s i l i n I g A

Renal Association-European Dialysis and Transplant

nephropathy patients predicts the remission by the

Association congress 2012.5 Paris

treatment of tonsillectomy and corticosteroid pulse.

Hasuike Y， Fukumoto H， Kaibe S， Tokuyama M,
Kida A， Otaki Y， Kuragano T， Nonoguchi H,

American Society of Nephrology Kidney Week 2012
Annual Meeting 2012.11 San Diego

Hiwasa M， Miyamoto T， Ohue H， Matsumoto A,

Shinzawa M， Yamamoto R， Nagasawa Y， Oseto S,

Toyoda K， Nakanishi T． Iron restriction with ESA

Mori D， Niihata K， Tomida K， Izumi M,

（Erythropoiesis Stimulating Agent）for ESA-

F u k u n a g a M， Y a m a u c h i A， T s u b a k i h a r a Y ,

hyporesponsiveness． 49th European Renal

Rakugi H， Isaka Y． Intravenous methylprednisolone

Association-European Dialysis and Transplant

therapy accelerated complete remission of proteinuria

Association congress 2012.5 Paris

in adult patients with minimal change nephrotic

Hamahata S， Oue M， Kuragano T， Furuta M， Yahiro
M， Kida A， Otaki Y， Hasuike Y， Nonoguchi H,

syndrome． American Society of Nephrology Kidney
Week 2012 2012.11 San Diego

Nakanishi T． Low hepcidin levels are associated with

Nagai T， Hori K， Izumi Y， Kimura M， Nakayama Y,

increased erythropoiesis in maintenance hemodialysis

Hasuike Y， Nanami M， Otaki Y， Kuragano T,

（MHD）patients with low iron storage． 49th

Tomita K， Kawahara K， Tanoue A， Nakanishi T,

European Renal Association-European Dialysis and

Nonoguchi H． Hypoxia and aldosterone stimulate

Transplant Association congress 2012.5 Paris

erythropoietin production in intercalated cells of the

Furuta M， Kuragano T， Kida A， Yahiro M， Otaki Y,
Hasuike Y， Nonoguchi H， Nakanishi T． The synergy

collecting ducts． American Society of Nephrology
Kidney Week 2012 2012.11 San Diego

effect on inflammatory cytokines of adsorbent column

Kuragano T， Nakanishi T． Association between

for β2-microglobulin and AN69 membrane． 49th

variability of serum ferritin level and mortality in

European Renal Association-European Dialysis and

maintenance hemodialysis patients． American

Transplant Association congress 2012.5 Paris

Society of Nephrology Kidney week 2012 2012.11 San

Teranishi J， Yamamoto R， Nagasawa Y， Shoji Y,

Diego

Iwatani H， Okada N， Moriyama T， Yamauchi A,

Kuragano T， Nakanishi T． Low hepcidin levels are

Tsubakihara Y， Imai E， Rakugi H， Isaka Y． ACE

associated with increased erythropoiesis in

Insertion/Deletion（I/D）polymorphism predicted

maintenance hemodialysis（MHD）patients with low

renoprotective effectiveness of renin-angiotensin

iron storage． American Society of Nephrology

system（RAS）blockade in patients with IgA

Kidney week 2012 2012.11 San Diego

nephropathy． 49th European Renal Association-

Kuragano T， Nakanishi T． The synergy effect on

European Dialysis and Transplant Association

inflammatory cytokines of adsorbent column for â2-

congress 2012.5 Paris
Ishigami T， Yamamoto R， Nagasawa Y， Isaka Y,

microglobulin and AN69 membrane． American
Society of Nephrology Kidney week 2012 2012.11 San
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新沢真紀， 山本陵平， 長澤康行， 大瀬戸奨， 森大輔，
新畑覚也， 福永恵， 山内 淳， 椿原美治， 楽木宏実，

赤垣冬子， 畑中雅喜， 谷口達典， 岩谷博次， 長澤康行，

猪阪善隆． 微小変化型ネフローゼ症候群における早期寛解

猪阪善隆． ANCA関連腎炎治療中に急性心不全を来たし

予測因子の同定． 第55回日本腎臓学会学術総会 2012.6

た一症例． 第109回日本内科学会総会サテライトシンポジウ
ム 2012.4 京都

横浜
倉賀野隆裕． 新たなる腎性貧血治療の展望．（ランチョンセミ

大田南欧美， 畑中雅喜， 山本毅士， 楠康生， 岩谷博次，

ナー）第57回日本透析医学会学術集会・総会 2012.6 札幌

長 澤 康 行， 楽 木 宏 美， 猪 阪 善 隆． ITPに対しエルト

蓮池由起子， 中西健． 透析患者の副甲状腺ホルモン値管理

ロンボパグ（TPO受 容 体 作 動 薬 ）で治 療 中に急 性 腎

目標60-240pg/mlと予後−西宮研究．（シンポジウム）第57

障 害を来たし， 血 栓 性 微 小 血 管 障 害 症（thrombotic
microangiopathy：TMA）と診断された１例． 第109回日
本内科学会総会サテライトシンポジウム 2012.4 京都
堀加穂理， 永井孝憲， 田中彩子， 蓮池由起子， 野々口博
史， 中西健． 4型腎尿細管性アシドーシス．（ワークショッ
プ）第55回日本腎臓学会学術総会 2012.6 横浜
倉賀野隆裕， 中西健． 慢性炎症と鉄代謝．（ワークショップ）
第55回日本腎臓学会学術総会 2012.6 横浜
永井孝憲， 堀加穂理， 蓮池由起子， 小瀧慶長， 倉賀野隆

回日本透析医学会学術集会・総会 2012.6 札幌
倉賀野隆裕， 中西健． 鉄代謝からみた腎性貧血治療の質.
（シンポジウム）第57回日本透析医学会学術集会・総会
2012.6 札幌
長澤康行． 食塩制限・水分制限．（学会委員会企画）第57
回日本透析医学会学術集会・総会 2012.6 札幌
中西健． 専門医制度における研修カリキュラムの重要性．（学
会委員会企画）第57回日本透析医学会学術集会・総会
2012.6 札幌

裕， 野々口博史， 中西健． バソプレッシンV1aレセプターに

鈴木尚紀， 蓮池由起子， 德山正徳， 川﨑由記， 中野智

よるミネラルコルチコイドレセプター細胞質核内輸送制御機

彦， 橘銀平， 中西健． LDLアフェレシスにおける各種サイ

構． 第55回日本腎臓学会学術総会 2012.6 横浜

トカインの変動． 第57回日本透析医学会学術集会・総会

蓮池由起子， 福本裕美， 海邉正治， 徳山正徳， 木田有
利， 小瀧慶長， 倉賀野隆裕， 野々口博史， 中西健.

2012.6 札幌
柿田直人， 田中彩子， 堀加穂理， 北村理恵， 八尋真名，

持続性の赤血球造血刺激因子製剤による治療は， 低反応

海邉正治， 蓮池由起子， 倉賀野隆裕， 中西健． 炭酸

性貧血と鉄制御異常を改善する． 第55回日本腎臓学会学

ランタン服用中に腸管穿孔をきたした血液透析患者の1例.

術総会 2012.6 横浜

第57回日本透析医学会学術集会・総会 2012.6 札幌

石神敏博， 山本陵平， 長澤康行， 猪阪善隆， 今田恒夫，

守上祐樹， 田中彩子， 北村理恵， 八尋真名， 木田有利，

井関邦敏， 守山敏樹， 山縣邦弘， 鶴屋和彦， 吉田英

徳山正徳， 小瀧慶長， 倉賀野隆裕， 中西健． 血漿交換

昭， 藤元昭一， 旭浩一， 渡辺毅． 特定健診受診者にお

療法が著効したアトピー性脊髄炎の2例． 第57回日本透析

ける肝酵素と尿蛋白の関連性の検討． 第55回日本腎臓学

医学会学術集会・総会 2012.6 札幌

会学術総会 2012.6 横浜
岩谷博次， 長澤康行， 上田仁康， 山本陵平， 新沢真紀，
大西智和， 松口徹也， 楽木宏実， 猪阪善隆． 腎糸球体
IgA沈着にはTLR9刺激ではなく， 微生物学的環境が関与
する． 第55回日本腎臓学会学術総会 2012.6 横浜
寺西順哉， 山本陵平， 長澤康行， 勝二達也， 岩谷博次,
金子哲也， 岡田倫之， 守山敏樹， 山内淳， 椿原美治，
今井圓裕， 楽木宏実， 猪阪善隆． ACE Insertion（I）/
Deletion（D）多型は， IgA腎症患者におけるRAS抑制薬

前田喜代， 倉賀野隆裕， 堀川聖三郎， 西影裕文， 八尋真
名， 木田有利， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 野々口博史，
中西健． 維持透析患者の貯蔵鉄量別造血規定因子． 第
57回日本透析医学会学術集会・総会 2012.6 札幌
赤垣冬子， 畑中雅喜， 谷口達典， 岩谷博次， 長澤康行，
楽木宏美， 猪阪善隆． ANCA関連腎炎治療中に急性左
心不全を来たした一症例． 第57回日本透析医学会学術集
会・総会 2012.6 札幌
相地誠， 永井孝憲， 堀加穂理， 松本綾子， 木田有利，

の腎保護効果を予測する． 第55回日本腎臓学会学術総会

海 邉 正 治， 小 瀧 慶 長， 野 々 口 博 史， 中 西 健． ヘパ

2012.6 横浜

リン起 因 性 血 小 板 減 少 症（HIT：heparin-induced

山本陵平， 長澤康行， 勝二達也， 井上和則， 植畑拓也，

thrombocytopenia）を合併した慢性透析患者に対し二弁

岩谷博次， 金子哲也， 山内淳， 椿原美治， 今井圓裕，

置換術を施行した一例． 第57回日本透析医学会学術集会・

楽木宏実， 猪阪善隆．メチオニン合成酵素MTR A2756G

総会 2012.6 札幌

はIgA腎症発症関連遺伝子多型である． 第55回日本腎臓
学会学術総会 2012.6 横浜
長澤康行， 岩谷博次， 飯尾健一郎， 山本陵平， 寺西順
哉， 石神敏博， 新澤真紀， 楽木宏実， 福田真嗣， 大

大田南欧美， 畑中雅喜， 山本毅士， 楠康生， 岩谷博次，
長澤康行， 楽木宏実， 猪阪善隆． 卵管釆による腹膜透析
カテーテル閉塞の1例． 第57回日本透析医学会学術集会・
総会 2012.6 札幌

野博司， 猪阪善隆． IgA腎症患者扁桃に特異的な細菌叢

畑中雅喜， 楠康生， 山本毅士， 岩谷博次， 長澤康行，

の扁桃ぬぐい液での検出． 第55回日本腎臓学会学術総会

猪阪善隆， 楽木宏実． エルトロンボパグが原因と疑われる

2012.6 横浜

TMAによるAKIに対し血液透析を行い， その経過中に
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PRESを発症した一例． 第57回日本透析医学会学術集会・
総会 2012.6 札幌

第35回IgA腎症研究会 2012.1 東京
田中綾子， 楠康生， 中田夕香子， 貝森淳哉， 川田典孝，

鈴木尚紀， 蓮池由起子， 德山正徳， 松本綾子， 川﨑由

長澤康行， 奥見雅由， 矢澤浩治， 高原史郎， 猪阪

記， 中田文， 中野智彦， 橘銀平， 押川千穂， 中西健.

善 隆． 生 体 腎 移 植 後に血 栓 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

免疫吸着療法における電解質の推移と抗体吸着． 第33回

（TTP）を発症した1例． 第78回大阪透析研究会 2012.3

日本アフェレシス学会学術大会 2012.11 佐世保

大阪

松本綾子， 蓮池由起子， 德山正徳， 鈴木尚紀， 川﨑由

蓮池由起子， 海邉正治， 八尋真名， 徳山正徳， 木田有

記， 中野智彦， 橘銀平， 中西健． ネフローゼ症候群に対

利， 小瀧慶長， 倉賀野隆裕， 野々口博史， 中西健.

するLDLアフェレシス施行におけるサイトカインの検討． 第33

透析患者の副甲状腺ホルモン値60-240pg/mlは良好な予後

回日本アフェレシス学会学術大会 2012.11 佐世保

と関 連する− 西 宮 研 究． 第23回日本 腎 性 骨 症 研 究 会

［地方会等］
長澤康行， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 中西健． 全身倦怠

2012.2 東京
相地誠， 永井孝憲， 堀加穂理， 松本綾子， 木田有利，

感・食欲不振・体重減少・腎障害で来院した1症例．（学

海邉正治， 小瀧慶長， 西影裕文， 野々口博史， 中

生・研修医のための教育セミナー2）第42回日本腎臓学会西

西 健． ヘパリン起 因 性 血 小 板 減 少 症（HIT：heparin-

部学術集会 2012.10 宜野湾

induced thrombocytopenia）−2型を合併した慢性透析

大田南欧美， 畑中雅喜， 山本毅士， 楠康生， 岩谷博次，
長澤康行， 和泉雅章， 楽木宏美， 猪阪善隆． エルトロン

患者に対し二弁置換術を施行した1例． 第57回兵庫県腎臓
研究会 2012.3 神戸

ボパグ（TPO受容体作動薬）によって血栓性微小血管障

長澤康行． 二次性高血圧 up-to Date 何をどこまで検査する？

害症（TMA）が生じた１例． 第42回日本腎臓学会西部学

腎実質性高血圧．（専門医部会教育セミナー）第198回日本

術集会 2012.10 宜野湾

内科学会近畿地方会内科専門医部会教育セミナー 2012.9

田中綾子， 今北菜津子， 中田夕香子， 新澤真紀， 林大

京都

祐， 長澤康行， 福永恵， 猪阪善隆． 多発性骨髄腫の治

木田有利， 松本綾子， 依藤壮史， 八尋真名， 海邉正治，

療中に急性腎不全を発症した2症例． 第42回日本腎臓学会

徳山正徳， 長澤康行， 小瀧慶長， 蓮池由起子， 倉賀野

西部学術集会 2012.10 宜野湾

隆裕， 中西健． X-linked thrombocytopenia由来の腎不

松本綾子， 木田有利， 徳山正徳， 蓮池由起子， 野々口博
史， 中西健． 短腸症候群・腎障害による高度の低カリウム
血症と代謝性アシドーシスを合併した1例． 第42回日本腎臓
学会西部学術集会 2012.10 宜野湾
依藤壮史， 小瀧慶長， 八尋真名， 海邉正治， 倉賀野隆

全患者に対し生体腎移植を施行した一例． 第32回兵庫県
透析研究会 2012.10 神戸
蓮池由起子． ESA低反応性貧血におけるフラタキシン低下と
ESA投与の影響． 第3回腎不全研究会 2012.12 東京
■その他■

裕， 野々口博史， 中西健， 山崎博充， 芳川浩男． 低K

倉賀野隆裕， 林晃正， 常喜信彦． 座談会エポエチンベータ

血症により黄紋筋融解症を発症した一例． 第42回日本腎臓

ーペゴル−新たな持続性ESAの可能性． 秋葉隆， 秋沢忠

学会西部学術集会 2012.10 宜野湾

男 編． 透析療法ネクストXIV． 東京：医学図書出版 2012:

［研究会・講演会等］
Nakanishi T． Dysregulation of intracellular iron
metabolism in CKD patients． CKD Joint Forum in
Paris 2012.5 Paris
Kuragano T． Anemia treatment in Japan-Data from
TRAP study． CKD Joint Forum in Paris 2012.5 Paris
Nagai T， Hori K， Izumi Y， Kimura M， Nakayama Y,
Hasuike Y， Nanami M， Otaki Y， Kuragano T,
Tomita K， Kawahara K， Tanoue A， Nakanishi T,

1-13
蓮池由起子． 日本の透析医療−誇りと挑戦． 臨床透析
2012;28:1539-40
長澤康行． CKDと利尿薬． 第1回STARDUST MEMORY
2012.2 大阪
長澤康行． CKDと脂質． 脂質治療 Up to Date 2012.3 大
阪
長澤康行． CKDと貧血治療． 病診連携CKDセミナー 2012.3
大阪

Nonoguchi H． Hypoxia and aldosterone stimulate

長澤康行． CKDと利尿薬． 心不全治療勉強会 2012.5 大阪

erythropoietin production in intercalated cells of ths

長澤康行． CKDと脂質． 積極的脂質療法の意義研究会

collecting ducts． Preliminary Program for PreAmerican Society of Nephrology Kidney Week Young
Investigators Forum in Epithelial Biology 2012 2012.10
San Diego
寺西順哉， 山本陵平， 長澤康行， 勝二達也， 岩谷博次，
金子哲也， 岡田倫之， 守山敏樹， 山内淳， 椿原美治，
今井圓裕， 楽木宏実， 猪阪善隆． IgA腎症患者における
RAS抑制薬の腎保護効果を予測する遺伝子多型の同定.

2012 2012.6 東京
長澤康行． CKDと腎 性 貧 血．CRAS Forum 2012 in
Himeji 2012.7 姫路
長澤康行． CKDと脂質． 男鹿市・南秋田郡医師会生涯教
育 2012.7 秋田
長澤康行． CKDと脂質． 中河内脂質異常症治療講演会
2012.7 大阪
長澤康行． CKDと脂質． 脂質治療UP to Date 2012.7 大阪
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中西健． CKD患者の腎機能保持を目指す治療． 第8回阪神
CKD病診連携の会 2012.8 西宮
中西健． 腎性貧血治療に登場した新しい役者達：ヘプシジンと
長時間作用型ESA． 第8回高知透析合併症研究会 2012.7
高知

賀
長澤康行． CKDと利尿薬． サムスカSeminar 2012.12 大阪
長澤康行． CKDと利尿薬． サムスカ勉強会 2012.12 大阪
［兼任］
鈴木尚紀（臨床工学室 参照）

中西健． 腎性貧血治療に登場した新しい役者達：ヘプシジンと
長時間作用型ESA． 第26回浅間腎不全懇話会 2012.7 長

総合診療科

野

General Medicine

中西健． 腎性貧血治療に登場した新しい役者達：ヘプシジンと
長 時 間 作 用 型ESA． 第40回 宮 崎 県 人 工 透 析 研 究 会
2012.7 宮崎

■著書■

蓮池由起子， 依藤壮史， 松本綾子， 八尋真名， 木田有

立花久大． 飲酒は脳卒中発症のリスクになりますか？． 棚橋紀

利， 海邉正治， 徳山正徳， 長澤康行， 小瀧慶長， 倉

夫， 北川泰久 編． 脳卒中診療 こんな時どうするQ&A.

賀野隆裕， 中西健． 血液透析患者（HD）における25
（OH）ビタミンDと炎症性サイトカインおよび鉄代謝との関連.
第24回兵庫県ROD懇話会 2012.8 神戸
長澤康行． CKDと脂質． 脂質異常症フォーラム−動脈硬化
性疾患予防ガイドライン改定のポイント− 2012.8 福岡

第２版． 東京：中外医学社 2012:289-91
Takeda M， Yoshikawa H， Okada F， Tachibana T,
Moriyama T， Yoshiya S， Tachibana H． Central pain
in patients with Parkinson disease evaluated by painr e l a t e d e v o k e d p o t e n t i a l s ． I n：2 0 1 2 I C M E

中西健．腎性貧血治療に登場した新しい役者達：ヘプシジンと

international conference on complex medical

長時間作用型ESA．ミルセラ発売1周年記念講演会 2012.9

engineering：
（CME2012）
：Kobe， Japan：1-4 July

東京

2012：ICME CME2012：6th international conference

中西健． 腎性貧血治療の新しい展開：鉄代謝異常への挑
戦． 北摂心・腎疾患フォーラム 2012.9 豊中
中西健． 腎性貧血治療の新しい展開～鉄代謝異常への挑
戦～．さいたま腎性貧血研究会 2012.9 さいたま

on complex medical engineering：Jul 2012， Kobe，
Japan． Piscataway：IEEE 2012:280-3
Okada F， Tachibana T， Moriyama T， Yoshiya S,
Takeda M， Tachibana H． Pain-Related Evoked

中西健． 腎性貧血治療に登場した新しい役者達：ヘプシジンと

Potentials in Normal subjects and Patients with

長時間作用型ESA．ミルセラ発売1周年記念学術講演会

persistent pain after spinal surgery． In：2012 ICME

2012.9 千葉

international conference on complex medical

長澤康行． CKDと脂質． 鳥栖三養基医師会学術講演会
2012.9 佐賀
長澤康行． CKDと 脂 質． 阪 神CKD-CVDセ ミナ ー2012
2012.9 西宮
長澤康行． CKDと脂質．「CKDの脂質管理」を考える会 in
鹿児島 2012.9 鹿児島
中西健． 血液透析患者における腎性貧血治療と鉄代謝の架
け橋． 第9回岐阜病態栄養研究会 2012.10 岐阜
中西健． 慢性腎臓病（CKD）患者の腎機能保持を目指す治
療～ CKD診療ガイドライン2012をふまえて～． 生活習慣病フ
ォーラムin神戸2012 2012.10 神戸
長澤康行． CKDと利尿薬． サムスカ塾 2012.10 大阪
長澤康行．CKDと利尿薬．術後体液管理を考える会 2012.10
大阪
蓮池由起子． 慢性腎臓病と鉄の制御． 兵庫県女性腎臓医の
会 2012.11 神戸
中西健． 腎性貧血治療に登場した新しい役者達：ヘプシジン
と長 時 間 作 用型ESA． ミルセラ発 売1周 年 記 念 講 演 会
2012.11 熊本
長澤康行． わかりやすい水分・塩分管理． ～兵庫のエキスパ
ートDrと学ぶPD ～ 2012.11 神戸
中西健． 慢性腎臓病における鉄の代謝異常：高サイトカイン血
症と高ヘプシジン血症． 横須賀学術講演会 2012.12 横須

engineering：
（CME2012）
：Kobe， Jpan：1-4 July
2012：ICME CME2012：6th international conference
on complex medical engineering：Jul 2012， Kobe，
Japan． Piscataway：IEEE 2012:531-4
■学術論文■
［総説］
立花久大． 脳神経疾患における利尿薬の使い方． 成人病と
生活習慣病 2012;42:344-9
［原著］
Danno D， Kawabata K， Tachibana H． Clinical features
of 16 cases of headache which were provoked after
watching 3-D videos． Intern Med 2012;51:1195-8
［症例報告］
山西敏之， 川端啓太， 團野大介， 立花久大， 西上隆之.
好酸球性膵炎を伴ったアトピー性脊髄炎の１例． 内科 2012;
109:175-7
山西敏之， 川端啓太， 立花久大． Paget-Schroetter症候
群の１例． 内科 2012;109:307
團野大介， 立花久大， 奥智子， 小畔美弥子， 川端啓太，
柳本富士雄， 村川和重， 西村裕之， 横田正幸， 岡本昌
也． 星状神経節ブロックが有用であった慢性連日性頭痛の3
例．日本頭痛学会誌 2012;38:311-5
■学会発表■
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［国際学会］

53回日本神経学会学術大会 2012.5 東京

Tachibana H． Usefulness of event-related potentials for

松原健太， 松谷聡， 竹中奈織， 松井聖博， 橋本満喜子，

early detection of dementia． 2012 International

山西敏之， 奥智子， 川端啓太， 立花久大． 老人性血管

Symposium on Early Detection and Rehabilitation of

腫からの皮膚生検で診断し得た血管内大細胞型B細胞リン

Dementia（DRD2012）2012.3 Okayama

パ腫の１例． 第5回日本病院総合診療医学会学術総会

Takeda M， Okada F， Tachibana T， Moriyama T,
Yoshiya S， Tachibana H， Yoshikawa H． Pain-related

2012.9 横浜
小畔美弥子， 立花久大． 認知行動療法−パーキンソン病のう

evoked potentials in patients with Parkinson’s

つ・不安への対処法．（オープニングセミナー）第６回パーキ

disease． 8th International Congress on Mental

ンソン病・運動障害疾患コングレス 2012.10 京都

Dysfunction & Other Non-Motor featur e s I n

横田正幸， 浅枝正治， 山崎信吾， 立花久大． 慢性硬膜下

Parkinson’s Disease and Related Disorders

血腫の発生機序−組織学的・放射線画像分析．日本脳神
経外科学会第71回学術総会 2012.10 大阪

（MDPD2012）2012.5 Berlin
Takeda M， Yoshikawa H， Okada F， Tachibana T,

川村美貴， 中込隆之， 中野亜紀子， 河原麻衣子， 盧山，

Moriyama T， Yoshiya S， Tachibana H． Central pain

立花久大， 北川一夫， 松山知弘． 胎仔髄膜由来神経幹

in patients with Parkinson disease evaluated by pain-

細胞の解析． 第24回日本脳循環代謝学会総会 2012.11 広

related evoked potentials． 2012 ICME International
Conference on Complex Medical Engineering

島
松谷聡， 松井聖博， 山西敏之， 橋本満喜子， 團野大介，
川端啓太， 立花久大， 鴨川賢二， 岡本憲省， 奥田文

（CME2012）2012.7 Kobe
Okada F， Tachibana T， Moriyama T， Yoshiya S,
Takeda M， Tachibana H． Pain-related evoked
potentials in normal subjects and patients with

悟． 脳梗塞を合併した側頭動脈炎の3例． 第40回日本頭
痛学会総会 2012.11 東京
松井聖博， 松谷聡， 松原健太， 竹中奈織， 橋本満喜子，

persistent pain after spinal surgery． 2012 ICME

山西敏之， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久大.

International Conference on Complex Medical

Alzheimer病に対するrivastigmine（貼付剤）の使用経
験． 第30回日本神経治療学会総会 2012.11 北九州

Engineering（CME2012）2012.7 Kobe
Tachibana H， Yamanishi T， Oguru M， Matsui K,
Hashimoto M， Matsubara K， Takenaka N， Oku T,

［地方会等］
松谷聡， 松井聖博， 竹中奈織， 松原健太， 橋本満喜子，

Danno D， Kawabata K， Okuda B， Toda K， Oka N.

山西敏之， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久大.

Clinical correlates of depression and anxiety in

脳梗塞が診断に先行した側頭動脈炎の１例． 第197回日本

patients with Parkinson’s disease． 16th Congress of
the European Federation of Neurological Societies

内科学会近畿地方会 2012.6 神戸
竹中奈織， 松谷聡， 松原健太， 松井聖博， 山西敏之，
橋本満喜子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久

2012.9 Stockholm
Tachibana H， Danno D． Clinical characteristics and
pharmacological treatment of new daily persistent

大， 三村治． 高IgG4血症を呈した眼窩内病変の１例． 日
本神経学会第96回近畿地方会 2012.7 大阪

h e a d a c h e（N D P H）． E u r o p e a n H e a d a c h e a n d

徳永隆司， 西村裕之， 立花久大， 英賢一郎． 頭蓋内出血

Migraine Trust International Congress

が先行した単純ヘルペス脳炎と思われる1例． 日本神経学
会第96回近畿地方会 2012.7 大阪

（EHMTIC2012）2012.9 London
Danno D， Tachibana H． The efficacy of Neurotropin

®

松谷聡， 松井聖博， 竹中奈織， 松原健太， 橋本満喜子，

in treating patients with nummular headaches.

山西敏之， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久大.

European Headache and Migraine Trust International

抗アセチルコリン受容体抗体が陽性であったリウマチ性多発

Congress（EHMTIC2012）2012.9 London

筋痛症の１例． 日本内科学会第198回近畿地方会 2012.9

［国内学会］
松原健太， 團野大介， 松井聖博， 村田奈織， 橋本満喜

京都
松原健太， 三村治， 松井聖博， 山西敏之， 橋本満喜子，

子， 山西敏之， 奥智子， 川端啓太， 立花久大． 貨幣

奥智子， 川端啓太， 立花久大． 眼症状にて発症した

状 頭 痛の3症 例． 第109回日本 内 科 学 会 総 会・講 演 会

IgG4関連疾患と考えられる2症例．日本プライマリ・ケア連合

2012.4 京都
西村裕之， 浮田透， 三宅裕治， 大村武久， 立花久大.
脳内出血患者における発症前抗血栓薬服用の有無と臨床
症状について． 第37回日本脳卒中学会総会 2012.4 福岡
武田正中， 岡田文明， 立花久大， 森山徳秀， 橘俊哉，
吉矢晋一， 笠間周平， 渡邊将平， 梶山幸司， 芳川浩
男． パーキンソン病における痛み関連誘発電位の検討． 第

学会第26回近畿地方会 2012.11 京都
小森友紀子， 三好晶雄， 松谷聡， 松井聖博， 松原健太，
橋本満喜子， 山西敏之， 奥智子， 川端啓太， 立花久
大． 中心静脈カテーテル留置に伴った感染性静脈血栓症の
１例．第199回日本内科学会近畿地方会 2012.12 大阪
［研究会・講演会等］
松谷聡． 脳梗塞が先行した側頭動脈炎の1例． 第23回阪神

89

兵庫医大業績録（2012）
頭痛研究会 2012.4 西宮
松原健太． 貨幣状頭痛の3例． 第23回阪神頭痛研究会
2012.4 西宮
立花久大． 血管性認知症の臨床．（特別講演）第14回中国

区病診連携の会 2012.9 芦屋
立花久大． 血管性認知症−最近の話題を中心に．（レク
チャー）第145回兵庫医科大学内科カンファレンス 2012.10
西宮

四国脳卒中研究会 2012.9 高松
■その他■

小児科学

小畔美弥子， 立花久大． パーキンソン病に伴ううつに対する

Pediatrics

認知行動療法． 第2回兵庫岡山パーキンソン病研究会
2012.1 岡山
山西敏之． 歩行障害を来たした１例． 3rd Hyogo General
Medicine Conference 2012.1 西宮
川端啓太． 加齢と高齢者の疾病の特徴 C 神経内科疾患.
兵庫県介護支援専門員協会指導者養成研修・主任介護支
援専門員研修 2012.1 神戸
川端啓太． 内科医から見た認知症の診断と治療． 宝塚市薬
剤師会学術研修会 2012.2 宝塚
立花久大． 内科疾患と認知症．さわ病院・ほくとクリニック病
院認知症疾患医療センター事業研修会 2012.2 豊中
松谷聡， 松井聖博， 竹中奈織， 松原健太， 橋本満喜子，
山西敏之， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久大.
脳梗塞が先行した側頭動脈炎の１例． 第7回阪神脳疾患医
療連携懇話会 2012.3 西宮
山西敏之， 松谷聡， 松井聖博， 竹中奈織， 松原健太，

■著書■
谷澤隆邦. 学校における腎疾患学童生徒の管理. 山口徹,
北原光夫， 福井次矢 編. 今日の治療指針2012年版. 東
京：医学書院 2012:1184-5
谷澤隆邦. 第7章 小児の脳死移植Ⅱ-小児内科の立場から.
粟屋豊， 倉持武， 丸山英二 編. シリーズ生命倫理学 脳
死・移植医療（3）
. 東京：丸善 2012:118-35
■学術論文■
［総説］
服部益治. 臨床内科医に必要な小児の初期診療 予防接種
の現状を含めて. 大阪府内科医会会誌 2012;21:86-93
服部益治. 夜尿症治療薬の新たな展開−口腔内崩壊錠に期
待するもの. 日本医事新報 2012;4618:83-7
奥田真珠美， 坊岡美奈， 辻知見， 西岡隆文， 前川講

橋本満喜子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久

平， 髙木信明， 福田能啓． Helicobacter pylori 感染症

大． 脳血管障害を合併したDysferlin欠損症の姉妹例． 第

の診断と治療． 小児内科 2012;44:881-5

4回Stroke Consortium In Tokyo 2012.3 東京
立花久大． 血管性認知症の臨床． 吉田病院脳血管研究所
講演会 2012.3 神戸
川端啓太． 原発不明の悪性腫瘍の診療． 第139回兵庫医科
大学内科カンファレンス 2012.5 西宮

［原著］
Ismael O， Shimada A， Hama A， Sakaguchi H,
Doisaki S， Muramatsu H， Yoshida N， Ito M,
Takahashi Y， Akita N， Sunami S， Ohtsuka Y,
Asada Y， Fujisaki H， Kojima S． Mutations profile

山西敏之． 脳病変を合併した筋ジストロフィー（ジスフェルリン

of polycythemia vera and essential thrombocythemia

欠損症）の姉妹例． 岡山・兵庫神経内科合同カンファレン

among Japanese children． Pediatr Blood Cancer

ス in OKAYAMA 2012.5 岡山

2012;59:530-5

松原健太， 松谷聡， 竹中奈織， 松井聖博， 山西敏之，

Kikuchi A， Hasegawa D， Ohtsuka Y， Hamamoto K,

橋本満喜子， 奥智子， 川端啓太， 立花久大． 皮膚生検

Kojima S， Okamura J， Nakahata T， Manabe A.

にて確定診断を得た胸部CTに異常所見を認めない血管内

Japanese Paediatric Myelodysplastic Syndrome
（MDS）

大細胞型B細胞リンパ腫の1例． 第142回兵庫医科大学内

Study Group． Outcome of children with refractory

科カンファレンス 2012.6 西宮

anaemia with excess of blast（RAEB）and RAEB in

川端啓太． 認知症の診断と新たな治療戦略．（特別講演）
認知症疾患勉強会in西宮 2012.6 西宮
川端啓太． 認知症の診断と新たな治療戦略．（特別講演）
淀川ADカンファランス 2012.6 西宮
川端啓太． 認知症の診断と新しい治療． 第12回HGC病診連
携の会 2012.7 西宮
松井聖博． リバスチグミンの使用経験～介護者の負担軽
減～． 第12回HGC病診連携の会 2012.7 西宮
立花久大． 内科疾患と認知症． 第36回武庫川カンファレンス
2012.7 西宮
立花久大， 野川茂， 橋本しをり．（座談会）ドパミンアゴニス
トの使い分け． Pharma Medica 2012;30:83-9
松井聖博． 生活習慣病と骨粗鬆症．（特別講演）苦楽園地

transformation（RAEB-T）in the Japanese MDS99
study． Br J Haematol 2012;158:657-61
Ikemoto J， Yoshihara S， Fujioka T， Ohtsuka Y，
F u j i t a N， K o k u b u n j i A， O k a m o t o N， O n o J，
Taniguchi K， Kaida K， Ikegame K， Okada M，
Tanizawa T， Ogawa H， Kai S.

Impact of the

mobilization regimen and the harvesting technique on
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Nephron Extra 2012;2:17-26

磯野員倫， 西岡隆文， 三﨑真生子， 西山久美子， 樋上敦

Saito K， Kimura N， Oda N， Shimomura H， Kumada

紀， 小川智美， 皆川京子， 服部益治， 谷澤隆邦． 精

T， Miyajima T， Murayama K， Tanaka M， Fujii

神疾患合併妊娠66例の検討． 第115回日本小児科学会学

T． Pyruvate therapy for mitochondrial DNA

術集会 2012.4 福岡

depletion syndrome． Biochim Biophys Acta 2012;
1820:632-6
Kumada T， Miyajima T， Oda N， Shimomura H,
Saito K， Fujii T． Efficacy and tolerability of

井上賢治， 前川講平， 西岡隆文， 大崎慶子， 奥田真珠
美， 服部益治， 谷澤隆邦． 新生児期発症の百日咳に対し
て， 早期γグロブリン投与が著効した１例． 第115回日本小
児科学会学術集会 2012.4 福岡

modified Atkins diet in Japanese children with

小野淳一郎， 西村実果， 岡本恭明， 髙木信明， 澤木潤

medication-resistant epilepsy． Brain Dev 2012;34:32-8

子， 髙橋千晶， 前寛， 大塚欣敏， 服部益治， 谷澤隆

下村英毅， 熊田知浩， 楠隆， 宮嶋智子， 小田望， 齊藤

邦． 全身性エリテマトーデスに赤芽球癆を合併した11歳男児

景子， 藤井達哉． 小児の慢性頭痛の診断と起立性調節

の１例． 第115回日本小児科学会学術集会 2012.4 福岡

障害に伴う頭痛の特徴についての検討．日本小児科学会雑

服部益治， 川鰭市郎， 澤田雅子， 秋山千枝子， 市川知

誌 2012;116:66-72

則， 山中龍宏， 自動車乗車中の子どもの安全推進合同委

熊田知浩， 西井龍一， 東達也， 宮嶋智子， 小田望， 下

員会． 子どもの命を守るために必ず使おう！チャイルドシート

村英毅， 齊藤景子， 藤井達哉． Flumazenil-PET所見

シンボルマークができました． 第115回日本小児科学会学

の変化からみたケトン食の抗けいれん作用についての考察.

術集会 2012.4 福岡

脳と発達 2012;44:50-4

吉田瑶子， 藤村吉博， 松本雅則， 早川正樹， 芦田明， 沢

大崎慶子， 前川講平， 西岡隆文， 井上賢治， 西村実

田勇吾， 服部元史， 服部益治， 範新萍， 宮田敏行.

果， 澤木潤子， 髙橋千晶， 田中靖彦， 前寛， 奥田真

本邦における atypical HUS（aHUS）の患者登録と解析状

珠美， 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1例．日本小児腎不全学会雑誌 2012;32:38-40
■学会発表■
［国際学会］
Shimomura H， Higashi T， Nishii R， Kumada T， Fujii
T． A case of acute cerebellitis with persistent

況． 第115回日本小児科学会学術集会 2012.4 福岡
前寛， 西村実果， 前川講平， 髙木信明， 澤木潤子， 髙
橋千晶， 服部益治， 谷澤隆邦． 小児期IgA腎症に対す
る扁摘パルス療法前後の腎組織像の検討． 第55回日本腎
臓学会学術総会 2012.6 横浜
澤木潤子， 西村実果， 前川講平， 髙木信明， 髙橋千

hypometabolism in cerebellum assessed by［F-18］

晶， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 小児IgA腎症に対す

FDG-PET imaging． The Joint 12th International

る扁桃摘出術後ステロイドパルス療法の有効性についての

Child Neurology Congress & 11th Asian and Oceanian
Congress of Child Neurology 2012. 6 Brisbane
Takahashi C， Yamano E， Ono J， Nishimura M， Mae

検討． 第47回日本小児腎臓病学会学術集会 2012.6 東京
前川講平， 西岡隆文， 井上賢治， 前寛， 奥田真珠美，
服部益治， 谷澤隆邦． 腹部腫瘤で発見された間欠性水腎

H， Minagawa K， Hattori M， Tanizawa T.

症の一例． 第47回日本小児腎臓病学会学術集会 2012.6

Investigation of the growth hormone replacement

東京

therapy for metabolic changes and renal function in

西村実果， 藤野哲朗， 前川講平， 髙木信明， 澤木潤子，

Japanese idiopathic short stature children with

髙橋千晶， 前寛， 服部益治， 楊東益， 兼松明弘， 野

growth hormone deficiency． Excellence in

島道生， 山本新吾， 谷澤隆邦． 嘔吐を契機に発見された

Paediatrics 2012 2012.12 Madrid

Senior-Loken症候群の一例． 第47回日本小児腎臓病学会

［国内学会］
Shimomura H， Tanizawa T， Arata A． Analysis of the

学術集会 2012.6 東京
日野利治， 上谷良行， 熊谷直樹， 服部益治， 松浦伸郎，

mechanism for fetal movement from fetal stage to

山川勝， 山崎武美， 深谷隆， 毎原敏郎， 坂本泉， 吉

neonatal stage． 第89回日本生理学会大会 2012.3 松本

田真策， 藤井栄一， 酒井國安， 中迫博英， 大橋玉基，

Shiga M， Kanbara-Kume N， Shimomura H， Okabe A,

橋本寛， 辰巳和人， 竹島泰弘， 村上龍助， 細井滋，

Tanizawa T， Arata A． Developmental changes of

小林謙， 前田衛作， 相原浩輝， 平瀬明彦， 小阪嘉之，

respiratory rhythm modulation in the hypoxia

石田明人， 太田國隆． 兵庫県下各圏域における深夜帯の

condition． 第89回日本生理学会大会 2012.3 松本
Uchiyama R， Fukuda N， Tsutsui H． Contribution of

小児救急患者動向について． 第23回日本小児科医会総会
フォーラム 2012.6 札幌

IL-33 in induction of gastric inflammation in mice

池田ゆうき， 坂根理矢， 和田龍， 原田佳世子， 武信尚

infected with Helicobacter pylori ．（ワークショップ）第85

史， 田中宏幸， 澤井英明， 奥山宏臣， 佐々木隆士,

回日本細菌学会総会 2012.3 長崎

野瀬聡子， 樋上敦紀， 皆川京子． 出生前診断された後

服部益治． 夜尿症の治療薬の新たな展開．（教育講演）第
115回日本小児科学会学術集会 2012.4 福岡

腹膜肺葉外肺分画症の一例． 第48回日本周産期・新生児
医学会学術集会 2012.7 さいたま
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［地方会等］

子， 樋上敦紀， 磯野員倫， 谷澤隆邦． 長期生存した

森本篤， 髙木信明， 西村実果， 澤木潤子， 髙橋千晶，

16q部分trisomyの2例． 第48回日本周産期・新生児医学

田中靖彦， 前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． ネフローゼ症

会学術集会 2012.7 さいたま

候群に合併したHeparin-induced thrombocytopenia

三﨑真生子， 皆川京子， 大崎慶子， 西山久美子， 樋上敦
紀， 磯野員倫， 小川智美， 谷澤隆邦． 血液浄化療法を
行った重症胎児母体間輸血症候群の1例． 第48回日本周
産期・新生児医学会学術集会 2012.7 さいたま
野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 皆川京子． 超低出生

（HIT）の１例． 第255回日本小児科学会兵庫県地方会
2012.2 西宮
大塚欣敏， 田中靖彦， 開田大， 矢藤慎也， 西村実果，
小野淳一郎， 岡本恭明， 井上馨， 服部益治， 谷澤隆
邦． 下痢症状に続いて溶血と汎血球減少がみられた葉酸欠

体重児における合成皮膚表面接着剤（ダーマボンド）を用い

乏性貧血の一例． 第25回近畿小児科学会 2012.3 京都

たストマ造設術． 第48回日本周産期・新生児医学会学術集

下村英毅， 熊田知浩， 谷澤隆邦， 藤井達哉． 小児の頭痛

会 2012.7 さいたま
磯野員倫， 皆川京子， 大崎慶子， 三﨑真生子， 西山久美

診療における心因性頭痛についての検討． 第25回近畿小
児科学会 2012.3 京都

子， 樋上敦紀， 小川智美， 谷澤隆邦． 妊娠中に診断さ

上谷良行， 日野利治， 熊谷直樹， 服部益治， 松浦伸郎，

れた悪性腫瘍合併母体より出生した児5例の検討． 第48回

山川勝， 山崎武美， 深谷隆， 毎原敏郎， 坂本泉， 吉

日本周産期・新生児医学会学術集会 2012.7 さいたま

田真策， 藤井栄一， 酒井國安， 中迫博英， 大橋玉基，

前川講平， 西岡隆文， 井上賢治， 大崎慶子， 前寛， 村

橋本寛， 辰巳和人， 竹島泰弘， 村上龍助， 細井滋，

尾吉規， 服部益治， 谷澤隆邦．カルバマゼピンによる薬剤

小林謙， 前田衛作， 相原浩輝， 平瀬明彦， 小阪嘉之，

過敏症症候群に無顆粒球症を合併した一例． 第36回日本

石田明人， 太田國隆． 兵庫県下各圏域における深夜帯の

小児皮膚科学会学術大会 2012.7 前橋

小児救急患者動向について． 第256回日本小児科学会兵

田中靖彦， 西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋潤子，

庫県地方会 2012.5 神戸

前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 腎移植後にニューモシス

髙木信明， 渡辺幸典， 尾下武， 田中靖彦， 前寛， 奥田

チス肺炎を発症した一例． 第34回日本小児腎不全学会学

真珠美， 服部益治， 谷澤隆邦． H.pylori 感染による十二

術集会 2012.9 州本

指腸潰瘍の１例． 第256回日本小児科学会兵庫県地方会

Shiga M， Kanbara-Kume N， Shimomura H， Tanizawa

2012.5 神戸

T， Arata A． The central chemoreception in hypoxic

前寛， 西村実果， 髙木信明， 髙橋千晶， 服部益治， 谷

condition using neonatal brainstem-spinal cord

澤隆邦． 小児期移植例における成長の検討． 第14回関西

preparation． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋

小児腎不全・移植研究会 2012.7 大阪

Shimomura H， Nishiyama A， Tanizawa T， Arata A.

前寛， 井上賢治， 西岡隆文， 大崎慶子， 西村実果， 髙

Properties of non-respiratory activity analyzed in

木信明， 髙橋千晶， 服部益治， 谷澤隆邦． 尿所見消失

brainstem-spinal cord with unilateral upper limb

後 5 年でIgA沈着が消失した小児IgA腎症の一例． 第 42

preparation． 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋
荒田晶子， 下村英毅， 谷澤隆邦， 山中章弘． オレキシンに

回日本腎臓学会西部学術大会 2012.10 宜野湾
髙木信明， 西村実果， 岡本恭明， 髙橋千晶， 田中靖彦，

よる呼吸神経回路の調節． 第65回日本自律神経学会総会

前寛， 大塚欣敏， 服部益治， 谷澤隆邦． 赤芽球癆に

2012.10 東京

ループス腎 炎を合 併した全身 性エリテマトーデスの1例.

下村英毅， 熊田知浩． 起立性調節障害に伴う頭痛の治療経
過についての検討． 第40回日本頭痛学会総会 2012.11 東
京
小川智美， 皆川京子， 西山久美子， 樋上敦紀， 磯野員

第45回近畿小児腎臓病研究会 2012.10 大阪
［科学研究費等班会議］
大塚欣敏． JMML委員会報告 JPLSG JMML-11の進捗状
況． 平成24年度第1回厚生労働科学研究費補助金 足立

倫， 三﨑真生子， 谷澤隆邦． 早産児における好酸球増

班・堀部班・牧本班・清河班合同班会議 2012.6 名古屋

多・サイトカイン・消化管アレルギーの検討について． 第57回

大塚欣敏． JMML委員会報告 JPLSG JMML-11の進捗状

日本未熟児新生児学会・学術集会 2012.11 熊本
三﨑真生子， 皆川京子， 西山久美子， 樋上敦紀， 磯野員
倫， 小川智美， 谷澤隆邦． 早期直接ビリルビン上昇で先
天性胆道閉鎖症の2例． 第57回日本未熟児新生児学会・
学術集会 2012.11 熊本
磯野員倫， 皆川京子， 大崎慶子， 三﨑真生子， 西山久美
子， 樋上敦紀， 小川智美， 大塚欣敏， 谷澤隆邦， 八
角隆裕． 反復性の新生児VAHS類似病態がみられ， 遺伝
子検査にてFHLと診断した早産児の1例． 第57回日本未熟
児新生児学会・学術集会 2012.11 熊本

況と変更点． 平成24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 2012.11
名古屋
［研究会・講演会等］
谷澤隆邦． 子どものじん臟病から学ぶ．（特別講演）第9回秋
田県小児膠原病研究会 2012.1 秋田
服部益治． ワクチン同時接種に関わる最近の諸問題． 第7回
BCG接種研修会 2012.1 東京
服部益治． BCG個別接種の意義． 平成23年度芦屋市医師
会学術講演会 2012.1 芦屋
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服部益治． 小児の感染症対策の最近の話題．第24回東阪神
院内感染症研究会 2012.2 尼崎
服部益治． 小児に多い訴えの対応． 平成23年度小児救急医
療アドバンス研修会 2012.2 神戸
谷澤隆邦． 子どものじん臓病から教わったこと．（特別講演）
第57回兵庫県小児科医会小児医学講座 2012.3 神戸
服部益治． 予防接種の現状と実務． 平成23年度大阪市港・
大正区医師会学術講演会 2012.3 大阪
服部益治． 予防接種におけるBCG個別化． 平成23年度境
港市医師会学術講演会 2012.3 境港
服部益治． BCG個別接種への対応． 平成23年度長崎市長
与町医師会学術講演会 2012.3 長崎
服部益治． BCGの意義， そして正しい接種法． 平成24年度
米子市医師会学術講演会 2012.4 米子
服部益治． BCG個別接種化にむけて． 平成24年度寝屋川
市医師会学術講演会 2012.5 寝屋川
大塚欣敏． JACLS JMML委員会報告 JPLSG JMML-11
進捗状況について． 第16回JACLS総会 2012.5 大阪
服部益治． 予防接種の実務−話題のワクチンを中心に． 平
成24年度和歌山市医師会学術講演会 2012.6 和歌山
服部益治．ORTとは？．ORTフォーラム2012 in 神戸 2012.6
神戸
服部益治．ORTの歴史とエビデンス，そして実践．ORTフォー
ラム2012 in 神戸 2012.6 神戸
服部益治． 予防接種の実務−海外を含め． 平成24年度豊
岡市薬剤師会学術講演会 2012.6 豊岡
大塚欣敏， 岡本恭明， 田中靖彦， 谷澤隆邦． 挿管管理を
要した再発 T-ALLの治療経過と今後の問題点について.
第28回兵庫県小児血液腫瘍症例検討会 2012.6 神戸
前寛， 西村実果， 髙木信明， 髙橋千晶， 服部益治， 谷
澤隆邦． 当科で経験した小児IgG腎症の2例． 第16回兵
庫県腎疾患治療懇話会 2012.7 神戸
服部益治． 教えて！かくれ脱水委員会とは． ＯＲＴフォーラム
2012秋季セミナー 2012.9 東京
服部益治． 予防接種の展開と対応−IPVを中心に． 平成24
年度尼崎市医師会学術講演会 2012.9 尼崎
服部益治． 予防接種の現状と今後−実務を中心に． 平成24
年度篠山市医師会学術講演会 2012.10 篠山
服部益治． 夜尿症治療薬の初期対応． 平成24年度海老名
市医師会小児科医会学術講演会 2012.10 海老名
三﨑真生子， 西山久美子， 樋上敦紀， 磯野員倫， 小川智
美， 服部益治， 谷澤隆邦． 早期 直接ビリルビン上昇を認
めた， 胆 道 閉 鎖 症の2例． 第45回 阪 神 周 産 期 勉 強 会
2012.10 西宮
樋上敦紀， 皆川京子， 三﨑真生子， 西山久美子， 磯野員
倫， 小川智美， 谷澤隆邦． 当院における先天性心疾患
の検討． 第9回阪神小児循環器疾患研究会 2012.10 尼崎
大塚欣敏， 三﨑真生子， 西村美果， 岡本恭明， 谷澤隆
邦． 治療に難渋する好中球減少症として紹介された2症例.
兵庫県小児血液懇話会 2012.11 神戸
皆川京子． 未熟児の発達の特性． 伊丹市未熟児技術向上

研修会 2012.11 伊丹
服部益治． 小児で見逃してはならない疾患． 平成24年度小
児救急医療アドバンス研修会 2012.12 神戸
下村英毅， 谷澤隆邦， 荒田晶子． 摘出脳幹脊髄標本にお
ける非呼吸性活動の性質と呼吸性活動との関連性． 第40
回自律神経生理研究会 2012.12 東京
■その他■
谷澤隆邦．日経メディクイズ 14歳， 女児 蛋白尿．日経メディ
カル 2012;41:85-6
服部益治． 経口補水療法（ORT）とは． Mission in Life
2012;50:20-1
服部益治． 間違った水分補給は， 症状を悪化させる． から
だにいいこと 2012;8:82-3
服部益治． 抗菌薬−使いようで耐性菌を誘導． Mission in
Life 2012;51:20-1
服部益治． ワクチンは感染症予防薬・軽減薬・流行阻止薬.
Mission in Life 2012;52:20-1
服部益治． 薬の出し方， 飲み方． Mission in Life 2012;
53:18-9
下村英毅． 注意したい子どもの頭痛． 健康教室 2012;63:74-7
服部益治． 冬に流行る感染症−インフルエンザとノロ． 毎日放
送「ちちんぷいぷい」 2012.1.20
服 部 益 治． 冬こそ気をつけてほしいお子 様の脱 水 対 策.
OS-1経口補水液Web 2012.3.18
服部益治． 口腔アレルギーと花粉症． 毎日放送「ちちんぷい
ぷい」 2012.3.30
服部益治． 春でも熱中症． 毎日放送「ちちんぷいぷい」
2012.4.25
服部益治． 世界から見た日本のワクチン接種体制． 平成24年
度神戸市小児科医会市民公開フォーラム 2012.4 神戸
服部益治． 熱中症の予防対策と発生時の対応． 平成24年度
神 戸 市 教 育 委 員 会「 安 全な部 活 動のための研 修 会 」
2012.5 神戸
服部益治． 流行中！成人に風しん， 乳幼児にロタ． 毎日放送
「ちちんぷいぷい」 2012.6.1
服部益治． ロタウイルス胃腸炎を予防しよう！． 神戸新聞
2012.6.22:16
服部益治． かくれ脱水． ＡＢＣテレビ「キャスト」 2012.6.26
服 部 益 治． 熱 中 症 対 策． ラジオ静 岡「おはよう静 岡 」
2012.7.5
服部益治． かくれ脱水． 中京テレビ放送「キャッチ」2012.7.6
服部益治． 車中の熱中症の予防． TOKYO FM「クロノス」
2012.7.9
服部益治． 脱水とは， その見つけ方． 徳島新聞 2012.7.
12:10
服部益治． 熱中症の予防． FM J-Wave「kiss and hug」
2012.7.14
服 部 益 治． 教えて！「かくれ 脱 水 」委 員 会． 神 戸 新 聞
2012.7.20:16
服部益治． 熱中症の注意． NHKラジオ「あさいちばん」
2012.7.20
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放射線医学

服部益治． 熱中症の対策． NHKラジオ「私も一言， 夕方ニ
ュース」 2012.7.24

Radiology

服部益治． 夜尿症． 神戸新聞 2012.7.28:16
服部益治． かくれ脱水委員会の活動． 夕刊フジ 2012.7.28:8

■著書■

服部益治． かくれ脱水と熱中症． ABC朝日放送「おはよう朝

髙田恵広， 石藏礼一． 脳ヘルニア． 井田正博， 高木亮，

日−土曜日です」 2012.7.28
服部益治． かくれ脱水の見つけかた． 読売新聞 2012.7.31:16
服 部 益 治． かくれ 脱 水． ＴＢＳテレビ「 みのもんたの 朝
ズバッ！」 2012.8.1
服部益治． 夏の脱水症で注意すること． 毎日放送「ちちんぷ
いぷい」 2012.8.3
服部益治． 熱中症の発見法．日経流通新聞 2012.8.6:8
服部益治．「おねしょ」と「夜尿症の治療」． Happy-Note 夏
号 2012;28:43
服部益治． かくれ脱水とは． 中国新聞 2012.8.7:11
服部益治． 熱中症で注意すること． 文化放送「夕やけ寺ちゃ
ん活動中」 2012.8.8
服部益治． 車内の熱中症． 毎日放送「ちちんぷいぷい」
2012.8.10
服部益治． 脱水症と熱中症．日刊スポーツ 2012.8.12
服部益治． 脱水症の発見法．日本経済新聞 2012.8.17:12

藤田安彦 編． すぐ役立つ救急のCT・MRI 東京：学研メデ
ィカル秀潤社 2012:78-9
髙田恵広， 安藤久美子． 小児虐 待（1）
， 小児虐 待（2）
.
井田正博， 高木亮， 藤田安彦 編． すぐ役立つ救急の
CT・MRI 東京：学研メディカル秀潤社 2012:80-1,82-3
上紺屋憲彦． 消化器癌の放射線治療． 猪俣泰典 編． 放射
線医学放射線腫瘍学 京都：金芳堂 2012:97-103
安藤久美子， 石藏礼一． 頭部外傷のCT・MRI画像診断.
三木幸雄 編． 放射線医学 脳画像診断 京都：金芳堂
2012:87-102
上紺屋憲彦． 24）直腸がん．日本放射線腫瘍学会， 日本放
射線腫瘍学研究機構 編． 臨床放射線腫瘍学 東京：南江
堂 2012:354-7
安藤久美子， 石藏礼一． SCA． 青木茂樹， 相田典子，
井田正博， 大場洋 編． よくわかる脳MRI． 第3版． 東
京：秀潤社 2012:616-7

大塚欣敏． 一次定期補充治療後にインヒビターを認めた血友

山本聡， 廣田省三． 血管造影とIVR． 廣田省三， 村上卓

病A症例． 平成24年度バクスター PUPS研究会 2012.8 東

道 編． 放射線医学 消化器 画像診断・IVR． 京都：金芳

京
服 部 益 治． 自 然 気 胸． 毎日放 送「ちちん ぷ い ぷ い 」
2012.9.10
服 部 益 治． 秋の熱中症． 毎日放 送「ちちんぷいぷい」
2012.9.30
服部益治． 肺カルチノイド． 毎日放送「ちちんぷいぷい」
2012.10.3
服部益治． RSウイルス感染症． 毎日放送「ちちんぷいぷい」
2012.10.19
服部益治． 不活化ポリオワクチンの有害事象．フジテレビ「め
ざましテレビ」 2012.10.25
服部益治． 生活習慣病～メタボ，ダイエットを体内時計から考
える． 第5回海梟祭 2012.10 神戸
服部益治． 日脳ワクチンの有害事象 インフルエンザの動向.
毎日放送「ちちんぷいぷい」 2012.11.1
服 部 益 治． 冬 脱 水とは． テレビ東 京「NEWSアンサー」
2012.11.27
服 部 益 治． インフル エンザと天 気 の 関 係． 毎日放 送
「VOICE」 2012.11.28
服部益治． 冬の脱水の２つのリスクと対応． 毎日放送「ちちん
ぷいぷい」 2012.11.30
服部益治． 冬脱水に忍び寄るリスク． 冬脱水サミット2012
2012.11 東京
服部益治． ワクチンとバイオエシックス． 第16回神戸ＩＣカンファ
レンス 2012.12 神戸
服部益治． 冬脱水で注意すること． 毎日放送「VOICE」
2012.12.19

堂 2012;76-83
■学術論文■
［総説］
石藏礼一， 安藤久美子， 廣田省三． 小児中枢神経の画像
診断−救急疾患：脳炎・脳症と虐待を中心に−． 西宮市
医師会医学雑誌 2012;17:44-8
前田弘彰， 小林薫， 廣田省三．胃静脈瘤に対するB-RTO
− 経 大 腿アプローチを中心に−． IVR：Interventional
Radiology 2012;27:83-7
若田ゆき， 石藏礼一， 勝浦尭之， 阿知波左千子， 山本
聡， 安藤久美子， 廣田省三． 頭頸部動注化学療法に必
要な画像診断（MRI）
． 映像情報Medical 2012;44:650-5
勝浦尭之， 安藤久美子， 若田ゆき， 髙田恵広， 石藏礼
一， 廣田省三． 中枢神経系の肉芽腫性疾患． 臨床画像
2012;28:1034-44
廣田省三， 山本聡． 合併症対策 門脈圧亢進症に対する
IVRの進歩． 医学のあゆみ 2012;240:747-51
前 田 弘 彰， 廣 田 省 三． 3）B-RTO， 4）PTO． 消 化 器
NURSING 2012;（秋期増刊）:139-43,44-8
［原著］
W a t a n a b e S， S u e n a g a K， Y a m a m o t o A， A b e K ,
Kotoura N， Ishikura R， Hirota S， Yoshikawa H.
Correlation of subthalamic nuclei T2 relaxation times
with neuropsychological symptoms in patients with
Parkinson’s disease． J Neurol Sci 2012;315:96-9
Hashioka A， Kobashi S， Kuramoto K， Wakata Y,
Ando K， Ishikura R， Hirota S， Hata Y． A neonatal
brain MR image template of 1 week newborn． Int J
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Comput Assist Radiol Surg 2012;7:273-80

Wakata Y， Ando K， Odawara S， Mori M， Igarashi Y,

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

Katsuura

T， Ishikura R， Hirota S． Imaging of

K， Miura H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T,

metastatic brain tumors after Gamma knife

Shikata T， Kimura T， Tsujimura T， Hirota S． Long-

radiosurgery on PRESTO（Principle of Echo-Shifting

term sequential changes of radiation proctitis and

with a Train of Observation）
． American Society for

angiopathy in rats． J Radiat Res 2012;53:217-24
Tsubamoto H， Kanazawa R， Inoue K， Ito Y， Komori S,
Maeda H， Hirota S． Fertility-sparing

Neuroradiology（ASNR2012）2012.4 New York
Doi H， Ishimaru F， Tanooka M， Miura H， Inoue H,

management

Takada Y， Fujiwara M， Yamamoto S， Kamikonya N,

for bulky cervical cancer using neoadjuvant

Hirota S． Is obesity correlated with gastrointestinal

transuterine arterial chemotherapy

toxicity induced by radiotherapy for prostate

followed by

vaginal trachelectomy． Int J Gynecol Cancer

cancer ?． European Society for Therapeutic

2012;22:1057-62

Radiology and Oncology（ESTRO2012）2012.5

Yamakado K， Miyamoto S， Hirota S， Mizunuma K,

Barcelona

Nakamura K， Inaba Y， Maeda H， Matsuo K,

Miura H， Tanooka M， Fujiwara M， Doi H， Inoue H,

Nishida N， Aramaki T， Anai H， Koura S， Oikawa

Takada Y， Kamikonya N， Hirota S． Comparison of

S， W a t a n a b e K， Y a s u m o t o T， F u r u i c h i K ,

full‐arc and half‐arc volumetric modulated arc

Yamaguchi M． Hepatic arterial embolization for

therapy（vmat） for maxillary cancer． European

unresectable hepatocellular carcinomas：do technical
factors affect prognosis ? ． Jpn J Radiol 2012;30:560-6

Society for Therapeutic Radiology and Oncology
（ESTRO2012）2012.5 Barcelona

Miura H， Fujiwara M， Tanooka M， Doi H， Inoue H,

Tanooka M， Miura H， Inoue H， Doi H， Takada Y,

Takada Y， Kamikonya N， Hirota S． Dosimetric and

Fujiwara M， Ishimaru F， Sakamoto K， Kamikonya N,

delivery characterizations of full-arc and half-arc

Hirota S． Carbon-fiber couch modeling optimization

volumetric-modulated arc therapy for maxillary

for Monaco vmat planning and delivery． European

cancer． J Radiat Res 2012;53:785-90
Ikegame K， Kaida K， YoshiharaS， Fujiwara M,
Taniguchi K， Kato R， Inoue T， Fujioka T， Tamaki

Society for Therapeutic Radiology and Oncology
（ESTRO2012）2012.5 Barcelona
Yamamoto S， Hirota S， Yamasaki M， Furukawa Y,

H， Okada M， Soma T， Kamikonya N， Saji H，

K a k o Y， A c h i w a S， K o b a y a s h i K， M a e d a H ,

Hirota S， Ogawa H． Feasibility of unmanipulated

Yamaguchi M． SMA and renal artert aneurysms.

haploidentical stem cell transplantation using standard

Joint Meeting of the 10th Asia-Pacific Congress of

GVHD prophylaxis for HLA-homozygous patients.
Int J Hematol 2012;96:101-8
［症例報告］
勝浦尭之， 若田ゆき， 五十嵐陽子， 山﨑真由子， 髙田

Cardiovascular Interventional Radiology
（APCCVIR2012）2012.5 Kobe
Kobayashi K， Hirota S， Maeda H， Yamamoto S， Kako
Y， Achiwa S， Furukawa Y， Yamasaki M． B-RTO−

恵 広， 安 藤 久 美 子， 石 藏 礼 一， 廣 田 省 三． MRI

Gastric varices and port-systemic encephalopathy−.

にて 多 発 脳 梗 塞を 呈した H I T（ h e p a r i n - i n d u c e d

Joint Meeting of the 10th Asia-Pacific Congress of

thrombocytopenia）の1症例． 臨床画像 2012;28:748-51

Cardiovascular Interventional Radiology

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

（APCCVIR2012）2012.5 Kobe

Tanooka M， Ito T， Terada T， Kakibuchi M， Hirota S.

Maeda H， Hirota S， Kobayashi K， Achiwa S， Kako Y,

Multimodal treatment for undiferentiated carcinoma

Yamamoto S， Furukawa Y， Yamasaki M． B-RTO for

of the lacrimal sac． World Journal of Surgical

gastric varicas：The femoral approach． Joint Meeting

Medical and Radiation Oncology 2012;1:91-6

of the 10th Asia-Pacific Congress of Cardiovascular

五十嵐陽子， 安藤久美子， 若田ゆき， 髙田恵広， 石藏礼
一， 廣田省三， 白川学， 有田憲生， 関口昌弘， 松井
聖． 下垂体に発生したWegener肉芽腫症の1例． 臨床画
像 2012;28:1388-91
■学会発表■
［国際学会］

Interventional Radiology（APCCVIR2012）2012.5
Kobe
Achiwa S， Maeda H， Yamasaki M， Furukawa Y， Kako
Y， Yamamoto S， Kobayashi K， Ishikura R， Hirota
S． Correlation between diameter of splenorenal
shunt and hepatic encephalopathy． Joint Meeting of

Hirota S． Outcome of B-RTO for portal hypertension in

the 10th Asia-Pacific Congress of Cardiovascular

categrorical course for IR in portal hypertension.

Interventional Radiology（APCCVIR2012）2012.5

Society of Interventional Radiology（SIR）37th
Annual Scientific Meeting 2012.3 San Francisco

Kobe
Takada Y， Shirakawa M， Akahane Y， Odawara S,
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Mouri M， Katsuura T， Yamasaki M， Igarashi Y,

子， 三好康雄． ER陽性・HER2陰性の閉経後乳癌におけ

Wakata Y， Uchida K， Okitsu S， Ando K， Suesada

る術前内分泌療法の検討． 第20回日本乳癌学会学術総会

Y， Ishikura R， Arita N， Hirota S． Successful
management of infected psedoaneurysm of the

2012.6 熊本
柳井亜矢子， 村瀬慶子， 宮川義仁， 今村美智子， 西藤

vertebral artery by coil embolization after controlling

勝， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理子， 畑田卓也， 先田

the local inflammation． Joint Meeting of the 10th

功， 笹三徳， 三好康雄． 原発性乳癌におけるサブダイプ

Asia-Pacific Congress of Cardiovascular Interventional

別Ki67発現割合の検討． 第20回日本乳癌学会学術総会

Radiology（APCCVIR2012）2012.5 Kobe

2012.6 熊本

Hirota S． The role fo BRTO for portal hypertension.

宮川義仁， 柳井亜矢子， 村瀬慶子， 今村美智子， 西藤

（Symposium）Cardiovascular and Interventional

勝， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理子， 畑田卓也， 一井

Radiological Society of Europe（CIRSE2012）2012.9

重利， 宮内啓輔， 三好康雄． 日本人女性のBMIとサブタ

Lisbon

イプ別乳癌発症リスクの検討． 第20回日本乳癌学会学術総

Fujiwara M， Kamikonya N， Tanooka M， Miura H， Doi

会 2012.6 熊本

H， Takada Y， Terada T， Uwa N， Sagawa K， Hirota

山野理子， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三， 宮川義

S． Hypothyroidism after radiation therapy for head

仁， 今村美智子， 西藤勝， 三好康雄， 伊藤敬， 廣田

-and-neck cancer：The retrospective DVH analysis of

誠一． 浸潤性乳癌におけるKi-67発現率とMRI拡散強調画

75 patients-volume of thyroid gland spared from does

像ADC値との関連性の検討． 第20回日本乳癌学会学術総

can be a new dose constraint for treatment
planning ? ． American Society of Radiation Oncology
（ASTRO2012）2012.10 Boston
Tanooka M， Inoue H， Doi H， Miura H， Takada Y,

会 2012.6 熊本
安藤久美子， 石藏礼一， 勝浦尭之， 若田ゆき， 山野理
子， 琴浦規子， 森鑑二， 廣田省三． 脳悪性リンパ腫の
PRESTO（Principle of Echo Shifting with a Train

Fujiwara M， Ishimaru F， Sakamoto K， Kamikonya N,

Observations）画像所見の検討． 第40回日本磁気共鳴医

Hirota S． Carbon-Fiber couch modeling optimization

学会大会 2012.9 京都

for Monaco VMAT planning and delivery． American

山野理子， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三， 鍔本浩

Society of Radiation Oncology（ASTRO2012）2012.10

志， 小 森 慎 二， 辻 村 亨， 覚 野 綾 子． 卵 管 癌 の3例.

Boston

第13回Japanese Society for the Advancement of

［国内学会］

Women's Imaging シンポジウム（JSAW2012）2012.9 淡

阿知波左千子， 前田弘彰， 山﨑真由子， 古川佳孝， 加古
泰一， 山本聡， 小林薫， 廣田省三， 井上淳一， 興津

路
安藤久美子， 石藏礼一， 阿知波左千子， 若田ゆき， 勝浦

茂行． 脾腎シャントの形態とシャント径と肝性脳症との相関性

尭之， 廣田省三， 木村亜紀子， 三村治． 甲状腺眼症に

の検討． 第71回日本医学放射線学会総会 2012.4 横浜

伴う視神経症のMRI． 第48回日本医学放射線学会秋季臨

加古泰一， 前田弘彰， 山﨑真由子， 古川佳孝， 阿知波左
千子， 山本聡， 小林薫， 廣田省三， 名定敏也， 城本
航． Perfusion CTを用いたB-RTO前後での肝灌流・肝体
積の評価． 第71回日本医学放射線学会総会 2012.4 横浜
勝浦尭之， 安藤久美子， 小田原聡一， 若田ゆき， 髙田恵
広， 池田譲太， 山野理子， 森川努， 石藏礼一， 廣田

床大会 2012.9 長崎
小林薫． 肝性脳症に対するIVR．（教育講演）第48回日本医
学放射線学会秋季臨床大会 2012.9 長崎
山本聡． 頭頚部悪性腫瘍の動注化学療法．（教育講演）第
48回日本医学放射線学会秋季臨床大会 2012.9 長崎
冨士原将之， 上紺屋憲彦， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 土井

省三． Glioblastoma内のPRESTO無信号域の分布． 第

啓至， 髙田康弘， 寺田友紀， 宇和伸浩， 佐川公介，

71回日本医学放射線学会総会 2012.4 横浜

廣田省三． 頭頚部癌に対する放射線治療後甲状腺機能障

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，
廣田省三． 当院における前立腺癌放射線治療後の直腸障

害の予測因子． 日本放射線腫瘍学会第25回学術大会
2012.11 東京
髙田康弘， 土井啓至， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 井上裕

害に関する検討． 第71回日本医学放射線学会総会 2012.4

之， 三浦英治， 坪井慶太， 和泉正幸， 上紺屋憲彦，

横浜

廣田省三． 当院における骨悪性腫瘍に対する術中対外照

若田ゆき， 安藤久美子， 毛利美弥， 山野理子， 石藏礼
一， 廣田省三， 入江美和， 末定靖英， 髙田恵広， 山

射自家骨移植の経験と検討． 日本放射線腫瘍学会第25回
学術大会 2012.11 東京

本泰子． PRESTOにおける転移性脳腫瘍のガンマナイフ

井上裕之， 田ノ岡征雄， 酒井敏行， 石丸芙美子， 中川英

治療後の信号変化． 第71回日本医学放射線学会総会

雄， 源貴裕， 小田雅彦， 安政勝己， 坂本清， 上紺屋

2012.4 横浜

憲彦． 複数の三次元半導体検出器によるVMAT線量分

今村美智子， 西藤勝， 村瀬慶子， 宮川義仁， 柳井亜矢
子， 先田功， 畑田卓也， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理

布解析の比較． 日本放射線腫瘍学会第25回学術大会
2012.11 東京
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丹羽康江， 出水祐介， 藤井收， 寺嶋千貴， 美馬正幸，

小田原聡一，山本聡，山﨑真由子，古川佳孝，阿知波左千

橋本直樹， 荒屋正幸， 不破信和， 村上昌雄， 上紺屋憲

子，加古泰一，小林薫，前田弘彰，廣田省三．脾動脈

彦． 粒子線治療後の晩期有害事象症例に対する高気圧治

瘤を伴ったHHT（遺伝性出血性末梢血管拡張症）の2例.

療の臨床経験． 日本放射線腫瘍学会第25回学術大会

第302回公益社団法人日本医学放射線学会関西地方会

2012.11 東京
丹羽康江， 土井啓至， 上紺屋憲彦， 髙田康弘， 冨士原将
之， 石丸芙美子， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 山本新吾，

（第374回レントゲンアーベント）2012.11 大阪
山﨑真由子， 小林薫， 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． 小腸結腸全摘後長

廣田省三． 肥満は前立腺癌の放射線治療副作用に影響す

期中心栄養患者のアクセス静脈閉塞例に対するCVリザーバ

るか−当院における遡及的検討（初期報告）−． 日本放射

ー留置の工夫：経皮経肝静脈ループ状カテーテル留置（両

線腫瘍学会第25回学術大会 2012.11 東京
［地方会等］
山﨑真由子， 小林薫， 小田原聡一， 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

端ポート接続）の1例． 第302回公益社団法人日本医学
放射線学会関西地方会（第374回レントゲンアーベント）
2012.11 大阪
［研究会・講演会等］

の肝静脈経由ループ状CVカテーテルによるポート留置の1例

阿知波左千子， 石藏礼一， 山本聡， 若田ゆき， 山﨑真由

−アクセス静脈閉塞例に対する工夫 −． 日本Interven

子， 廣田省三， 髙田恵広． 外耳道癌に対する超選択的

tional Radiology学会 第32回中部・第31回関西合同地方会
（ 第52回 関 西Interven tional Radiology研 究 会 ）2012.2
大阪
毛利美弥， 池田譲太， 森川努， 勝浦尭之， 若田ゆき，
安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三， 森鑑二， 有田憲

動注化学療法においてcone-beam CTでのsubtraction法
が有用であった4例． 第4回SIRCHS研究会 2012.4 横浜
安藤久美子． 脳の発達と先天奇形のMR診断．（教育講演）
第36回Radiology Update Fukuoka学術講演会 2012.5 福
岡

生． 視力障害にて発症した視神経， 基底核の胚細胞腫の

勝浦尭之， 若田ゆき， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省

一例． 第300回日本医学放射線学会関西地方会（第372回

三． 視力障害にて発症した視神経， 基底核の胚細胞腫の

レントゲンアーベント）2012.3 大阪

1例． 第45回兵庫県磁気共鳴医学研究会 2012.6 神戸

山﨑真由子， 前田弘彰， 古川佳孝， 阿知波左千子， 加古
泰一， 山本聡， 小林薫， 廣田省三． 胃静脈瘤に対する
B-RTO後左腎動脈に血栓を来たした1例． 第300回日本医
学放射線学会関西地方会（第372回レントゲンアーベント）
2012.3 大阪
山﨑真由子， 前田弘彰， 古川佳孝， 阿知波左千子， 加古
泰一， 若田ゆき， 山本聡， 小林薫， 石藏礼一， 廣田
省三． 緊急帝王切開後腹腔内出血に対してNBCAを用い

小林薫． 心臓腫瘍の1例． 第26回関西循環器イメージング談
話会 2012.7 大阪
山野理子． 乳腺MRI vs MMG−MRIから理解するMMG−.
（ミニレクチャー）第81回阪神画像診断研究会 2012.7 西宮
安藤久美子． 画像診断から疾患を考える．（教育講演）前期
研修医のための画像診断セミナー2012 2012.8 大阪
石藏礼一． 小児頭蓋内感染症， 脳炎， 脳症の画像診断.
（教育講演）第7回小児神経放射線研究会 2012.10 京都

た支給動脈塞栓術を行ったHELLP症候群の一例． 日本

河中祐介， 安藤久美子， 赤羽由江， 加藤貴， 五十嵐陽

Interven tional Radiology学会 第32回関西地方会（第53

子， 勝浦尭之， 若田ゆき， 石藏礼一， 峰敦史， 髙田

回関西Interven tional Radiology研究会）2012.7 大阪

恵広， 興津茂行， 末定靖英， 廣田省三． 経過中にT1

河中祐介， 安藤久美子， 赤羽由江， 加藤貴， 五十嵐陽

強調画像で多発性高信号領域を認めた急性散在性脊髄炎

子， 勝浦尭之， 若田ゆき， 石藏礼一， 廣田省三． 5年

と考えられる1例． 第7回小児神経放射線研究会 2012.10

にわたり脳MRIで経過を追えたPDHC欠損症の一例． 第
301回公益社団法人日本医学放射線学会関西地方会（第
373回レントゲンアーベント）2012.7 大阪

京都
小林薫， 山﨑真由子， 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

加藤貴， 前田弘彰， 山本聡， 小林薫， 阿知波左千子，

ループ状カテーテルによるCVリザーバー留置の1例−アクセ

加古泰一， 古川佳孝， 山﨑真由子， 廣田省三． 門脈本

ス静脈閉塞例に対する工夫−． 第37回リザーバー研究会

幹に発生した巨大門脈瘤の1例． 第301回公益社団法人日

2012.11 横浜

本医学放射線学会関西地方会（第373回レントゲンアーベン

■その他■

ト）2012.7 大阪

小林薫， 山本泰子， 前田弘彰， 山本聡， 加古泰一， 阿

加古泰一． 門脈圧亢進症における肝臓perfusion CTの検討.
（教育講座）第47回兵庫県放射線医会総会 2012.7 神戸
冨士原将之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 丹羽康江， 髙田康
弘， 上紺屋憲彦， 廣田省三， 酒井敏行， 井上裕之，
石丸芙美子． 大腿骨内金属による線量分布への影響（ファ
ントムよる検討）
． 第302回公益社団法人日本医学放射線学
会関西地方会（第374回レントゲンアーベント）2012.11 大阪

知波左千子， 古川佳孝， 廣田省三．ミリプラチンによるリピ
オドリゼーションを繰り返した肝細胞癌の1例．ミリプラ発売
2周年記念講演会 2012.1 神戸
石藏礼一． 大規模災害時における放射線医療の対応−阪神
淡路大震災とJR尼崎脱線事故の経験から−． 第26回北里
画像診断セミナー 2012.10 相模原
［兼任］

兵庫医大業績録（2012）
安藤久美子（放射線医療センター 参照）
冨士原将之（放射線医療センター 参照）
加古泰一（放射線医療センター 参照）
古川佳孝（放射線医療センター 参照）
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強迫性障害の臨床像と治療−blonanserinを用いたSSRI強
化療法を中心に−． 精神科 2012;20:326-32
［症例報告］
清野仁美， 松永寿人． 列車事故による心的外傷の一例． 仁
明会精神医学研究 2012;9:99-102

精神科神経科学
Neuropsychiatry

西井理恵， 清野仁美， 松永寿人． 緊張病（カタトニア）症
候群で人工妊娠中絶の同意を要した症例． 仁明会精神医
学研究 2012;9:103-7
宇和典子， 松永寿人． 在宅介護の限界を感じた高度アルツ

■著書■
松永寿人． 強迫性障害（強迫神経症）
． 山口徹， 北原光
夫， 福井次矢 編． 今日の治療指針2012年版． 東京：医
学書院 2012:850-1
松永寿人． 特定の恐怖症， 心気症． 樋口輝彦， 市川宏伸,
神庭重信， 朝田隆， 中込和幸 編． 今日の精神疾患治療
指針． 東京：医学書院 2012:169-72,190-2
■学術論文■
［総説］
松永寿人． 強迫性障害． 臨床精神医学 2011;40（増刊）:
216-9
松永寿人， 三戸宏典， 山西恭輔． 強迫性障 害の診 断

ハイマー型認知症の一例． 仁明会精神医学研究 2012;9:
108-10
財田一也， 湖海正尋， 清野仁美， 太田正幸． Quetiapine
の急速増量が奏効した “非定型精神病” の2症例． 臨床精
神薬理 2012;15:1185-90
田中真由美， 清野仁美， 西井理恵， 宇和典子， 前林憲
誠， 林田和久， 湖海正尋， 松永寿人． 遅発性ジストニア
に対しaripiprazoleが有効であった１例． 精神科 2012;21:
495-8
■学会発表■
［国際学会］
Yamanishi K， Yamamoto H， Xu Y， Okamatsu Y,

−DSM-5の動向を含めて−． 臨床精神医学 2012;41:21-8

Matsunaga H， Saito M， Yamanishi H， Okamura H.

松永寿人． DSM-5ドラフトにおける強迫性障害の動向． 臨床

Apelin-APJ system affects mitochondria function in

精神医学 2012;41:589-95
松永寿人． 気分障害・不安障害における行動． 分子精神医
学 2012;12:222-5
松永寿人， 三戸宏典， 山西恭輔， 林田和久． 強迫性障害
の典型例． 精神科治療学 2012;27:929-34
湖海正尋． 統合失調症：臨床と研究の現在． 兵庫医科大学
医学会雑誌 2012;37:29-34
［原著］
Stein DJ， Koen N， Fineberg N， Fontenelle LF,
Matsunaga H， Osser D， Simpson HB． A 2012
evidence-based algorithm for the pharmacotherapy
for obsessive-compulsive disorder． Curr Psychiatry
Rep 2012;14:211-9
松永寿人． 強迫性障害患者の初診時の対応と評価， そして
診断． 仁明会精神医学研究 2012;9:2-12
前林憲誠． 新しいOCDのサブタイプ−症状ディメンジョンと臨
床応用． 仁明会精神医学研究 2012;9:13-25
松井徳造， 松永寿人． OCDのcomorbidity・・うつ病を併存
する患者の臨床像． 仁明会精神医学研究 2012;9:26-34
松永寿人． 現在における強迫性障害の標準的治療−その概
要と注意点−． 仁明会精神医学研究 2012;9:35-49

b r o w n a d i p o c y t e s． 1 7 t h W o r l d C o n g r e s s o n
Advances in Oncology and 15th International
Symposium on Molecular Medicine 2012.10 Crete
［国内学会］
松永寿人． 不安障害の現在とこれから．（ランチョンセミナー）
第4回日本不安障害学会学術大会 2012.2 東京
林田和久， 松永寿人， 前林憲誠， 三戸宏典， 山西恭輔,
福原綾子．トウレット障害を併存する強迫性障害患者の臨床
像， および治療の検討． 第4回日本不安障害学会学術大
会 2012.2 東京
松永寿人． 手ごわいうつ病にどう挑むか．（イブニングセミ
ナー）第13回日本サイコセラピー学会 2012.3 大阪
松永寿人． 強迫性障害における行動の問題とその治療−認
知行動療法に併用する薬物療法のあり方， 注意点とは−.
（シンポジウム）第13回日本サイコセラピー学会 2012.3 大阪
松永寿人． 強迫性障害の現在とこれから．（シンポジウム）第
108回日本精神神経学会学術総会 2012.5 札幌
三戸宏典， 福原綾子， 山西恭輔， 林田和久， 松永寿人.
強迫性障害患者における自閉症スペクトラム傾向に関する検
討． 第108回日本精神神経学会学術総会 2012.5 札幌
福原綾子， 三戸宏典， 山西恭輔， 前林憲誠， 松永寿人.

林田和久． 強迫性障害に対する薬物と認知行動療法の併用

強迫性障害患者のquality of life について−臨床症状,精

について一年後の前方視的検討． 仁明会精神医学研究

神病理， 治療反応性などとの多角的関連性検討−． 第

2012;9:50-9

108回日本精神神経学会学術総会 2012.5 札幌

湖 海 正 尋． 抗うつ 薬 による自 殺 関 連 行 動とActivation

松永寿人， 林田和久， 前林憲誠， 三戸宏典， 福原綾子.

syndromeについて． 仁明会精神医学研究 2012;9:60-6

トウレット障害を併存する強迫性障害患者の臨床像や治療に

山西恭輔， 荒井克純， 林田和久， 前林憲誠， 三戸宏典,

関する多角的・前方視的検討． 第108回日本精神神経学

福原綾子， 柳澤嘉伸， 松永寿人．トウレット症候群を伴う

会学術総会 2012.5 札幌
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山田恒， 中島豪紀， 吉村知穂， 児玉裕也， 永田利彦.
社交不安障害患者の自閉症スペクトラム指数（AQ）
．第
108回日本精神神経学会学術総会 2012.5 札幌
井石愉子， 清野仁美， 湖海正尋， 松永寿人， 山本麻未,
笠間周平， 芳川浩男． 再発が疑われた抗NMDAR脳炎

神神経学会 2012.2 京都
栁澤嘉伸， 荒井克純， 林田和久， 前林憲誠， 松永寿人.
トウレット障害を併存し強迫性緩慢を呈した重度強迫性障害
の一例． 第110回近畿精神神経学会 2012.2 京都
向井馨一郎， 岩本行生， 宇和典子， 本山美久仁， 松永寿

の1例． 第108回日本精神神経学会学術総会 2012.5 札幌

人． ステロイドによりうつ病を呈しデュロキセチンが奏功した

財田一也， 湖海正尋， 河野将英， 太田正幸．リスペリドン

リウマチ性多発筋痛症の１例． 兵庫県総合病院精神医学

からアリピプラゾールに変更し妊娠・出産に至った1例． 第
108回日本精神神経学会学術総会 2012.5 札幌
清野仁美， 湖海正尋， 西井理恵， 宇和典子， 松永寿人.

会第１回学術講演会 2012.3 神戸
松永寿人． 強迫の今， そしてこれから．（特別講演）第87回
鹿児島精神医学会 2012.7 鹿児島

重症不安障害合併妊産褥婦に対する多領域連携による包括

井窪薫， 清野仁美， 西井理恵， 宇和典子， 湖海正尋,

的サポート・システム． 第108回日本精神神経学会学術総

松永寿人． 易怒性を主訴に来院し， 両側扁桃体腫大を認

会 2012.5 札幌

めた側頭葉てんかんの1例． 第111回近畿精神神経学会

本山美久仁， 松井徳造， 前林憲誠， 堀尾万理， 松永寿

2012.7 大阪

人． 東日本大震災後に症状が増悪し， 入院治療が奏功し

中嶋章浩， 井石愉子， 西井理恵， 清野仁美， 宇和典子,

た強迫性障害の1症例． 第108回日本精神神経学会学術総

湖海正尋， 松永寿人． アリピラゾールが奏功したうつ病の

会 2012.5 札幌

一例． 第111回近畿精神神経学会 2012.7 大阪

松永寿人． 強迫性障害の併存． 気分障害と不安障害の併

谷口拓平， 林田和久， 前林憲誠， 三戸宏典， 福原綾子,

存．（シンポジウム）第9回日本うつ病学会総会 2012.7 東京

山西恭輔， 松永寿人．うつ病を併存した強迫性障害患者

西井理恵， 福永智栄， 乾貴絵， 村川和重， 松永寿人.

の薬物と行動療法について． 第111回近畿精神神経学会

当院緩和ケアチームが抱える患者の精神症状とその治療法.
第25回日本サイコオンコロジー学会総会 2012.9 福岡
松永寿人． 難治性精神疾患の治療と現状．（シンポジウム）
第34回日本生物学的精神医学会 2012.9 神戸
渡邊崇， 尾関祐二， 朝倉聡， 林田和久． 不安障害の共通
病理と薬物治療のストラテジー． 第22回日本臨床精神神
経 薬 理 学 会・第42回日本 神 経 精 神 薬 理 学 会 合同年 会
2012.10 宇都宮
湖海正尋． 主観的欠損症状評価尺度（SDSS-J）
． 第22回日
本臨床精神神経薬理学会・第42回日本神経精神薬理学会
合同年会 2012.10 宇都宮
宇和典子， 松永寿人． アルツハイマー型認知症に対するリバ
スチグミンパッチの使用経験． 第31回日本認知症学会学術
集会 2012.10 つくば
松永寿人． DSM-5における強迫衝動関連疾患の再編につい
て．（シンポジウム）第32回日本精神科診断学会 2012.11 宜
野湾
松永寿人， 山田恒， 三戸宏典， 福原綾子， 山西恭輔,

2012.7 大阪
田川亮， 山田恒， 後藤彩子， 岩本行生， 橋本博史， 井
上幸紀． アリピプラゾールが奏功した周期性精神病の一例.
第111回近畿精神神経学会 2012.7 大阪
清野仁美． 産婦人科との連携． 兵庫県総合病院精神医学
会 第2回学術講演会 2012.9 神戸
［研究会・講演会等］
松永寿人． 強迫性障害の病態と治療；認知行動学的側面を
中心に．（ワークショップ）第25回東京認知行動療法アカデ
ミー 2012.1 東京
宇和典子． 認知症の行動・心理症状． 第3回兵庫県認知症
疾患医療センター研修会 2012.1 西宮
中嶋章浩． 境界性人格障害に伴うbipolarityに対しラモトリ
ギンを投与した2症例． 第12回阪神不安気分障害研究会
2012.2 大阪
松永寿人． 強迫性障害の治療～特に認知行動療法の理論と
実践～．（特別講演）美濃認知行動療法研究会 2012.3 岐
阜

向井馨一郎， 中嶋章浩． 自閉症スペクトラム傾向が強迫性

松永寿人．うつ病について～高齢者への対処もふまえて～ .

障害患者の臨床像に及ぼす影響について． 第32回日本精

（特別講演）篠山市・丹波市医師会勉強会平成23年度自殺

神科診断学会 2012.11 宜野湾

対策研修会 2012.3 篠山

松井徳造， 橋本博史， 田川亮， 松田泰範， 松永寿人,

湖海正尋． 統合失調症における神経生物学的研究． 平成24

河辺譲治． MIBG心筋シンチグラフィにてレビー小体型認知

年度兵庫医科大学医学会総会および第4回学術講演会

症と鑑別できた脳血管性認知症の一例． 第32回日本精神

2012.3 西宮

科診断学会 2012.11 宜野湾
［地方会等］
松岡孝祐， 伊藤毅， 太田正幸， 松永寿人． 抑うつ状態を
伴う甲状腺機能亢進症の一例． 第110回近畿精神神経学
会 2012.2 京都
田中真由美， 湖海正尋， 松永寿人． 遅発性ジストニアに
対しアリピプラゾールが有効であった1例． 第110回近畿精

松永寿人． 現在における不安の病気と治療．（特別講演）相
生市医師会学術講演会 2012.4 相生
松永寿人． 強迫障害の病態， 診断， 治療．（特別講演）
岡山精神神経科診療所協会学術講演会 2012.7 岡山
松永寿人． 強迫の病態と治療−うつ病との関連を含めて−.
（特別講演）第20回滋賀臨床行動科学研究会 2012.7 近江
八幡
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松永寿人． 自殺リスク患者の特徴と対応−大学病院精神科と
しての取り組み−．（特別講演）兵庫県医師会うつ病対策
研修会 2012.8 神戸
清野仁美． 統合失調症の妊娠期および産褥期のケアについ
て． 第9回日本 周 産 期メンタルヘルス研 究 会 学 術 集 会
2012.11 東京
松永寿人．トゥレット障害を併存する強迫性障害患者の臨床像
や治療に関する多角的・前方視的検討． 第19回トゥレット研
究会 2012.11 東京
■その他■
松永寿人， 塩入俊樹， 鈴木雄太郎． 診断基準改定の方向
性．（DSM-IVからDSM-5へ）とうつ病・不安障害治療の
最適化. 臨床精神薬理 2012;15:1589-602
松永寿人． 強迫性障害の病態と治療．（特別講演）播磨レク
サプロ発売記念講演会 2012.2 兵庫
松永寿人． Current topics on clinical features and
treatment of obsessive-compulsive disorder．（教育講
演）第1回京都OCD研究会 2012.3 京都
松永寿人． Possibility of blonanserin．（教育講演）第1回
京都OCD研究会 2012.3 京都
荒井克純．クエチアピンが奏功した統合失調症患者急性増悪
の1例．クエチアピンアドバイザリーボード 2012.3 神戸
湖海正尋． 慢性錐体外路症状に対する新規向精神薬による
治療．クエチアピンアドバイザリーボード 2012.3 神戸
宇和典子． 高齢者のうつ．「高齢者のうつ」を考えるセミナー
2012.5 芦屋

第29回信貴山シンポジウム 2012.9 奈良
林田和久．うつと糖尿病． 第1回Mukogawa Medical
Conference 2012.9 西宮
宇和典子． 認知症の生活障害とイクセロンパッチの使用経
験． 阪神神経変性疾患学術講演会 2012.9 尼崎
林田和久． 双極性障害に強迫症状を合併した症例の検討.
Lilly Bipolar Forum 2012.10 大阪
宇和典子， 栁澤嘉伸， 前林憲誠， 林田和久， 西井理恵,
清野仁美， 松永寿人． 双極性障害のうつ病相にオランザ
ピンが奏功した1例． Heart Care Network vol.4 2012.10
神戸
井窪薫． アリピプラゾールの使用経験①． 北阪神エリア講
演会 2012.10 三田
栁澤嘉伸． アリピプラゾールの使用経験②． 北阪神エリア講
演会 2012.10 三田
谷口拓平． 双極性障害うつ病相にOlanzapineが著効した
一例． Psychiatry Forum 2012.11 西宮
林田和久．うつと糖尿病． DM+CNSジョイントセミナー in宝塚
2012.11 宝塚
清野仁美． 精神疾患合併妊産褥婦の周産期管理における包
括的サポート・システム． 平成24年度養育支援ネット推進検
討会 2012.12 伊丹
Matsunaga H． Current topics on clinical features &
treatment of obsessive-compulsive and related
disorders in japan:for the revision of ICD-11． WHO
international advisory group for the revision of ICD-

栁澤嘉伸． 双極性Ⅱ型障害のうつ病相にolanzapineが奏功し

10 mental and behavioural disorders meeting of the

た潰瘍性大腸炎の1例． 阪神臨床精神セミナー 2012.4 大

working group on the classification of obsessive-

阪
松永寿人． 強迫の現在とこれから．（特別講演）大阪医科大
学神経精神医学教室同門会学術講演会 2012.5 大阪
松永寿人． 強迫の現在とこれから～ DSM-5． ICD-11に向け
て～．（ 特 別 講 演 ）第8回うつ病・不 安 障 害フォーラム
2012.6 福岡
松永寿人． 不安障害の現在， そしてこれから．（特別講演）

compulsive and related disorders 2012.12 Geneva
西井理恵． 不眠， せん妄． 第3回兵庫県緩和ケアチーム研
修会 2012.12 西宮
山田恒． 最近のうつ病治療について． 伊丹市女医会勉強会
2012.12 伊丹
宇和典子． 認知症における診断と治療． MR研修会エーザイ
2012.12 神戸

第5回信濃町カンファレンス 2012.6 東京
栁澤嘉伸． 双極性Ⅱ型障害のうつ病相にolanzapineが奏功し

皮膚科学

た潰瘍性大腸炎の1例． 精神科薬物療法のエビデンスを考

Dermatology

える会 2012.5 大阪
西井理恵． 緩和ケアチームが抱えるうつ病患者とその治療法
（薬物療法（SSRI）を含めて）
． 田辺三菱製薬株式会社
阪神第二営業所講師招聘勉強会 2012.5 西宮
谷口拓平． 認知行動療法の導入にミルタザピンが有効であっ
た強迫性障害について． 先進医療JOINTカンファレンス in
Psychiatry 2012.6 大阪
谷口拓平． 認知行動療法の導入にミルタザピンが有効であっ
た強迫性障害について． 第13回阪神臨床精神薬理研究
会 2012.6 芦屋
松永寿人． 強迫性障害の臨床と治療．（教育講演）第25回
近畿地区精神科合同卒後研修会 2012.7 大阪
松永寿人． 強迫性障害の病態， そして治療．（特別講演）

■著書■
山西清文． 皮膚アミロイドーシス． 山口徹， 北原光夫， 福井
次矢 編． 今日の治療指針 2012年版． 東京：医学書院
2012:1022-3
山西清文． Darier病， 毛孔性苔癬． 塩原哲夫， 宮地良
樹， 渡辺晋一， 佐藤伸一 編． 今日の皮膚疾患治療指
針． 東京：医学書院 2012:374-8
夏秋優． 虫刺症に続発する皮膚疾患， 昆虫， 寄生虫，ヒゼ
ンダニの検査法， 漢方治療， ダニ刺症， シラミ症（ケジラ
ミ， アタマジラミ）
， 節足動物による皮膚疾患． 塩原哲夫，
宮地良樹， 渡辺晋一， 佐藤伸一 編． 今日の皮膚疾患治
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療指針． 東京：医学書院 2012:34-5,141-4,254-5,881-5

Takizawa T， Ohta N， Yagi N， Hatta I， Hitomi

夏秋優． 虫アレルギー． 塩原哲夫， 宮地良樹， 清水宏

K， Takizawa T， Tsuda T， Matsuki M， Yamanishi

編． 1冊でわかる皮膚アレルギー． 東京：文光堂 2012:291-

K．Knocking-in the R142C mutation in

5

transglutaminase 1 disrupts the stratum corneum

夏秋優．「虫刺され」と思うが… ? ．土田哲也 編．Common
diseaseから入る皮膚疾患．東京：文光堂 2012:136-43

barrier and postnatal survival of mice． J Dermatol
Sci 2012;65:196-206

夏秋優． 皮膚組織内に寄生虫らしきものを見た場合の考え方.

Igarashi A， Kato T， Kato M， Song M， Nakagawa

古江増隆 編． エキスパートに学ぶ皮膚病理診断学． 東

H；Japanese Ustekinumab Study Group（Yamanishi

京：中山書店 2012:279-82

K）
． Efficacy and safety of ustekinumab in Japanese

夏秋優． 漢方治療． 古江増隆 編．ここまでわかった乾癬の
病態と治療． 東京：中山書店 2012:253-6
夏秋優． 湿疹・蕁麻疹・皮膚掻痒症． 平成22・23年度厚生

patients with moderate-to-severe plaque-type
psoriasis：long-term results from a phase 2/3 clinical
trial． J Dermatol 2012;39:242-52

労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業

Takei-Taniguchi R， Imai Y， Ishikawa C， Sakaguchi Y，

「統合医療を推進するための日本伝統医学の標準化」研究

Nakagawa N， Tsuda T， Hollenberg MD， Yamanishi

班 編． 日本伝統医学テキスト漢方編． 東京：日経印刷

K． Interleukin-17-and protease-activated receptor

2012:79-81

2-mediated production of CXCL1 and CXCL8

夏秋優． 動物性皮膚症． 上出良一 編． 匠に学ぶ皮膚科外
用療法． 東京：全日本病院出版会 2012:100-2
伊藤孝明， 久木野竜一， 高原正和， 谷岡未樹， 中村泰

modulated by cyclosporine A， vitamin D3 and
glucocorticoids in human keratinocytes． J Dermatol
2012;39:625-31

大． 下腿潰瘍・下肢静脈瘤診療ガイドライン， 日本皮膚科

山西清文． 慢性瘙痒性皮膚疾患患者におけるエバスチン

学会創傷熱傷ガイドライン策定委員会 編． 創傷・熱傷ガイド

（エバステル）OD錠のQOL調査． 新薬と臨床 2012;61:

ライン． 東京：金原出版 2012:213-35
伊藤孝明． 静脈うっ滞性潰瘍：圧迫療法． 市岡滋 監修.

1330-6
［症例報告］

安部正敏， 溝上祐子， 寺師浩人 編． 創傷のすべて

Yamamoto M， Sakaguchi Y， Itoh M， Nakagawa N，

−キズをもつすべての人のために−． 東京：克誠堂出版

Fukunaga A， Hitomi K， Yamanishi K． Bathing suit

2012:116-9

ichthyosis with summer exacerbation: a temperature-

■学術論文■
［総説］
夏秋優． 節足動物による皮膚障害． 皮膚科の臨床 2012;54:
315-20
夏秋優． 知っておきたい小児の虫刺症． 西宮市医師会医学
雑誌 2012;17:144-6
夏秋優． 十全大補湯・黄耆健中湯・柴胡清肝湯． 皮膚科漢
方10処方Part2． 漢方と診療 2012;3:17-20
夏 秋 優． 小 児にみられる衛 生 動 物 疾 患． 小 児 科 臨 床
2012;65:396-402
夏秋優． アタマジラミ症． 小児内科 2012;44（増刊）:932-3
夏秋優． 救急対応を要する虫刺症． 日本皮膚科学会雑誌
2012;122:3444-6
夏 秋 優， 吉 見 宣 子， 山 西 清 文． 薬疹N E W F A C E

Helicobacter pylori 除菌療法による薬疹． 皮膚科の臨床
2012;54:1497-501
今井康友， 中西憲司． アレルギーの増悪機構． Journal of
Environmental Dermatology and Cutaneous
Allergology 2012;6:405-9
［原著］
Otani N， Yamanishi K， Sakaguchi Y， Imai Y， Shima
M， Okuno T． Varicella-zoster virus-specifiic cellmediated immunity in subjects with herpes zoster.
J Immunol Methods 2012;377:53-5
Nakagawa N， Yamamoto M， Imai Y， Sakaguchi Y，

sensitive case． Br J Dermatol 2012;166:672-4
Yamamoto M， Tsuda T， Otaki Y， Nakanishi T，
Yamanishi K． Case of epidermolytic ichthyosis
（bullous congenial ichthyosiform erythroderma）with
a novel L157P mutation in KRT10 complicated by
hypercalcemia． J Dermatol 2012;39:716-8
Yoshimi N， Kurokawa I， Kakuno A， Tsubura A，
Yamanishi K． Case of generalized eruptive clear cell
syringoma with diabetes mellitus． J Dermatol
2012;39:744-5
Oshimo T， Fukai K， Abe Y， Hozumi Y， Yokoi T，
Tanaka A， Yamanishi K， Ishii M， Suzuki T.
Pediatric case report:clinical profile of a patient with
PCWH with p． Q377X nonsense mutation in the
SOX10 gene． J Dermatol 2012;39:1022-5
夏秋優． ゴスジシラキブユの人吸血例． 衛生動物 2012;63:
235-7
古川紗綾佳， 今井康友， 上田英一郎， 山西清文． 白血球
除去療法が奏効した膿疱性乾癬． 皮膚科の臨床 2012;54:
1337-40
古川紗綾佳， 夏秋優， 山西清文．リドカイン塩酸塩によるア
ナフィラキシーの1例． 皮膚の科学 2012;11:409-12
富永千春， 夏秋優， 山西清文． 粘液水腫性苔癬の１例.
皮膚の科学 2012;11:290-3
■学会発表■
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［国際学会］
Y a m a m o t o M， I m a i Y， K o g a H， H a s h i m o t o T，
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伊藤孝明． 下肢静脈疾患の診断方法．（ビデオセッション）
第27回日本皮膚外科学会総会・学術集会 2012.9 盛岡

Yamanishi K． Subepidermal bullous dermatosis with

伊藤孝明， 古川紗綾佳， 谷口怜子， 山本雅章， 中川登，

IgG autoantibodies against various basement

夏秋優， 山西清文． 血管奇形の手術例．（ビデオセッ

membrane proteins． The 2nd Eastern Asia

ション）第27回日本皮膚外科学会総会・学術集会 2012.9 盛

Dermatology Congress（EADC2012）2012.6 Beijing
Yamanishi K． Transglutaminases in human disease

岡
真鍋蘭， 今井康友， 山西清文， 佐野統， 青地聖子， 岩月

processes． Gordon Research Conferences 2012.7

啓 氏． 関 節 性 乾 癬における血中YKL−40（Chitinase

Davidson

3-Like-1） 値の検 討． 第27回日本 乾 癬 学 会 学 術 大 会

Yamanishi K， Imai Y， Seiko A， Iwatsuki K， Sano H.

2012.9 新潟

Serum YKL-40 as a possible biomarker for psoriatic

今井康友， 善本隆之， 中西憲司， 山西清文， 善本知広.

arthritis． The 42nd Annual Meeting of the European

IL-27はTc17誘導を抑制して接触過敏症を減弱させる． 第

Society for Dermatological Research（ESDR2012）
2012.9 Venice
Imai Y， Yoshimoto T， Yoshimoto T， Nakanishi K，
Yamanishi K． IL-27 ameliorates contact
hypersensitivity via suppression of Tc17

62回日本アレルギー学会秋季学術大会 2012.11 大阪
［地方会等］
真鍋蘭， 夏秋優， 山西清文． アブラキサンによる薬疹の１
例． 第429回日本皮膚科学会大阪地方会 2012.2 大阪
羽田孝司， 今井康友， 真鍋蘭， 伊藤孝明， 山西清文，

differentiation in mice． The 10th Meeting of the

飯室正樹． クローン病に合併した壊疽性膿皮症にレミケード

German-Japanese Society of Dermatology（GJSD2012）

を投 与した１例． 第430回日本 皮 膚 科 学 会 大 阪 地 方 会

2012.11 Tokushima

2012.3 大阪

Imai Y， Haneda T， Sakaguchi Y， Yasuda K， Yoshimoto
T， Nakanishi K， Yamanishi K． Contribution of IL-33
to contact urticaria model． The 37th Annual Meeting
of the Japanese Society for Investigative Dermatology
（JISD2012）2012.12 Naha
［国内学会］

夏秋優．ダニ刺症とダニ媒介性感染症．（教育講演）第97回
兵庫県皮膚科医会総会・学術集談会 2012.6 神戸
夏秋優． 兵庫県におけるアタマジラミの殺虫剤抵抗性試験結
果のまとめ． 第97回兵庫県皮膚科医会総会・学術集談会
2012.6 神戸
石村直也， 今井康友， 羽田孝司， 山西清文， 徳山正徳，

山西清文． 非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症における表現型

中西健， 古賀浩嗣， 橋本隆． 膿疱性乾癬と類天疱瘡を

と責任遺伝子の多様性．（教育講演）第111回日本皮膚科

合併した1例． 第63回日本皮膚科学会中部支部学術大会

学会総会 2012.6 京都
夏秋優． 救急対応を要する虫刺症．（教育講演）第111回日
本皮膚科学会総会 2012.6 京都
久木野竜一， 高原正和， 谷岡未樹， 中村泰大， 伊藤孝
明． 下腿潰瘍・下肢静脈瘤診療ガイドラインについて．（教
育講演）第111回日本皮膚科学会総会 2012.6 京都
石村直也， 今井康友， 真鍋蘭， 羽田孝司， 山西清文．ウ
ステキヌマブを投与した乾癬の6例． 第111回日本皮膚科学
会総会 2012.6 京都
伊藤孝明． 皮膚科におけるうっ滞性潰瘍の治療と「下腿
潰瘍・下肢静脈瘤診療ガイドライン」．（パネルディスカッ
ション）第32回日本静脈学会総会 2012.6 さいたま
羽田孝司， 中川登， 谷口怜子， 伊藤孝明． 当科でのうっ
滞性潰瘍に対する治療方針． 第32回日本静脈学会総会
2012.6 さいたま

2012.10 大阪
真鍋蘭， 山本雅章， 中川登， 伊藤孝明， 山西清文． 仙
骨部褥瘡に対し足底より分層植皮を行った1例． 第63回日本
皮膚科学会中部支部学術大会 2012.10 大阪
夏秋優． 兵庫県宝塚市におけるブユ刺症． 第67回日本衛生
動物学会西日本支部大会 2012.10 伊勢
夏秋優． オオトビサシガメによる皮膚炎について． 第67回日本
衛生動物学会西日本支部大会 2012.10 伊勢
夏秋優． 虫の刺し様． 第7回日本衛生動物学会西日本支部
例会 2012.10 伊勢
古川紗綾佳， 夏秋優， 山西清文．ノルスパンテープによる接
触皮膚炎の1例． 第434回日本皮膚科学会大阪地方会
2012.12 大阪
［科学研究費等班会議］
今井康友， 山西清文， 佐野統， 他2名． 膿疱性乾癬におけ

羽田孝司， 中川登， 伊藤孝明， 山西清文， 上田英一郎，

る血中YKL-40（Chitinase3-Like-1）の再評価と関節症性

福本隆也． 後頚部に生じたatypical lipomatous tumor/

乾癬における検討． 厚生労働科学研究費補助金難治性疾

well differentiated liposarcomeの１例． 第28回日本皮膚

患克服研究事業「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究

悪性腫瘍学会学術大会 2012.6 札幌

班」平成24年度第1回総会 2012.7 東京

夏秋優． 漢洋折衷派処方からのアプローチ．（シンポジウム）
第63回日本東洋医学会学術総会 2012.6 京都
夏秋優． アトピー性皮膚炎のステロイド離脱をめぐる諸問題.
第63回日本東洋医学会学術総会 2012.6 京都

葉山惟大， 山西清文， 他3名． 膿疱性乾癬の病態−ビタミン
D3産生・代謝酵素の皮膚特異的強発現の影響（中間報告
4）
． 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班」平成24年度
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第2回総会 2012.12 東京

最新情報−． 阪神皮膚疾患講演会 2012.12 大阪

山西清文． Tgm1にR142C変異をもつマウスの作成と表現型.
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業

外科学

「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班」平成24年度

Surgery

第2回総会 2012.12 東京

肝・胆・膵外科

［研究会・講演会等］

Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

伊藤孝明． 下肢・足潰瘍のドプラ聴診と治療の現状． 第40
回広島皮膚科症例検討会 2012.2 広島
今井康友． −当院における生物学的製剤による乾癬の治療経
験−． 兵庫県皮膚科医会淡路支部2月度研究会 2012.2
淡路
山西清文． 皮膚科学 〜最近の進歩から〜． 和歌山市医師
会学術講演会 2012.3 和歌山
伊藤孝明． 静脈性下腿潰瘍の診断・検査・治療． 第７回熊
本創傷治癒セミナー 2012.6 熊本
夏秋優． 皮膚疾患の漢方治療におけるピットフォール．日本東
洋医学会中四国支部岡山県部会 第25回総会・学術講演
会 2012.7 岡山
夏秋優． ツツガムシ刺症の臨床的， 病理組織学的検討． 第
20回ダニと疾患のインターフェースに関するセミナー 2012.7 阿
南
夏秋優．タテツツガムシ刺症の臨床的特徴と診断． 第20回ダ
ニと疾患のインターフェースに関するセミナー 2012.7 阿南
夏秋優． 兵庫県における皮膚病サーベイランス22年間の動
向． 第19回ヘルペス感染症フォーラム 2012.8 札幌
今井康友． 当院における皮膚科Biologicsによる乾癬の治療経
験． 第5回関西皮膚科Biologics研究会 2012.10 大阪
■その他■
夏 秋 優． ハチに刺されたとき， どう対 応 す べきか． 健
2012;41:34-7
夏秋優． ムカデ咬症の対応．日本医事新報 2012;4620:57-8
爲政大幾， 安部正敏， 中西健史， 松尾光馬， 山崎修，

■学術論文■
［総説］
Yamanaka J， Fujimoto J． Sectionectomy of the liver.
J Hepatobiliary Pancreat Sci 2012;19:54-66
飯室勇二， 藤元治朗． 肝亜区域切除−非染色法−． 手術
2012;66:255-62
宇山直樹， 飯室勇二， 河田則文， 鈴村和大， 藤元治朗.
肝細胞癌， 肝内胆管癌の間質を構成する細胞群の特徴.
肝胆膵 2012;65:239-51
末岡英明， 平野公通， 藤元治朗． 肝内胆管癌の臨床所見
と画像診断． 外科 2012;74:1157-62
［原著］
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 ,
Suzumura K， Hirano T， Kuroda N， Fujimoto J.
Fascin, a novel marker of human hepatic stellate cells,
may regulate their proliferation, migration， and
collagen gene expression through the FAK-PI3K-Akt
pathway． Lab Invest 2012;92:57-71
［症例報告］
Iimuro Y， Nakai N， Asano Y， Uyama N， Suzumura
K， Nakai M， Nakasho K， Kashiwagi T， Fujimoto J.
Primary epithelioid hemangioendothelioma of the
retroperitoneum：report of a case． Surg Today
2012;42:1026-31

浅野善英， 石井貴之， 伊藤孝明， 井上雄二， 今福信

Hai S， Tanaka H， Takemura S， Sakabe K， Ichikawa

一， 入澤亮吉， 大塚正樹， 大塚幹夫， 小川文秀， 門

T， Kubo S． Portal vein embolization for an

野岳史， 小寺雅也， 川上民裕， 川口雅一， 久木野竜

intractable bile leakage after hepatectomy． Clin J

一， 幸野健， 境恵祐， 高原正和， 谷岡未樹， 中村泰

Gastroenterol 2012;5:287-91

大， 橋本彰， 長谷川稔， 林昌浩， 藤本学， 藤原浩，

鈴村和大， 平野公通， 黒田暢一， 岡田敏弘， 飯室勇二，

前川武雄， 間所直樹， 吉野雄一郎，レパヴー・アンドレ，

藤元治朗． FDG-PETを施行した小腸間膜デスモイド腫瘍

立花隆夫， 尹浩伸． 創傷・熱傷ガイドライン委員会報

の1例．日本外科系連合学会誌 2012;37:257-61

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 2012;122:281-319
今井康友． 皮フのはなし． 第16回平島病院一般公開医療講
演会 2012.5 三田
今井康友． 肥満細胞とIL-33． Torsten Zuberbier先生来日
記念講演会 2012.5 大阪
夏秋優． 身近な虫による皮膚病． 第64回日本皮膚科学会西
部支部学術大会 市民公開講座 2012.10 広島
今井康友． 当院におけるステラーラの継続率の検討とSlow
Responderの1例． ステラーラ Expert Meeting 2012.11
大阪
伊藤孝明． 創傷治癒の基本事項−すべてを解決するための

鈴村和大， 裵正寛， 宇多優吾， 近藤祐一， 飯室勇二，
黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘， 麻野泰包， 藤元治
朗． 胆嚢癌術後に発症した肝膿瘍を伴う劇症 Aeromonas
hydrophila敗血症の1例． 胆道 2012;26:219-23
吉田康彦， 黒田暢一， 裵正寛， 矢田章人， 藤元治朗.
膵癌との鑑別に苦慮した膵黄色肉芽腫性炎症性腫瘤の1
例． 膵臓 2012;27:194-8
藤元治朗， 鈴村和大， 黒田暢一， 飯室勇二， 矢田章人，
中正恵二． 十二指腸副乳頭部癌の1例．日本臨床外科学
会雑誌 2012;73:1970-3
鈴村和大， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘，
鳥井郁子， 藤元治朗． 肝転移巣に対して肝動脈塞栓療法
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を施行した脾原発血管肉腫の1例．日本臨床外科学会雑誌

Farrars criteria necessitating additional resection

2012;73:2072-7

after laparoscopic cholecystectomy． 22nd Conference

鈴村和大， 岡田敏弘， 裵正寛， 矢田章人， 黒田暢一，
飯室勇二， 平野公通， 藤元治朗． 腹腔鏡下にて修復
した嵌頓大腿ヘルニアの1例． 日本腹部救急医学会雑誌
2012;32:973-6

of the Asian Pacific Association for the Study of the
Liver（APASL2012）2012.2 Taipei
Kondo Y， Iimuro Y， Hirano T， Kuroda N， Okada T,
A s a n o Y， K i n o s h i t a K， S u z u m u r a K， H a i S ,

鈴村和大， 黒田暢一， 麻野泰包， 飯室勇二， 平野公通，

Fujimoto J． Preoperative hepatectomy simulation

岡田敏弘， 栗本亜美， 藤元治朗． Farrarの診断基準を

program for cholangiocarcinoma：application to liver

満たす原発性胆嚢管癌の1例． 日本外科系連合学会誌

resection and bile duct reconstruction． 47th Annual

2012;37:838-42

Meeting of the European Association for the Study of

小坂久， 黒田暢一， 中井紀博， 大橋浩一郎， 鈴村和大，

the Liver（EASL2012）2012.4 Barcelona

飯室勇二， 小田義直， 廣田誠一， 藤元治朗． 遠隔転移

Tanaka H， Iijima H， Yoshida M， Takata R， Iwai T,

を示した高悪性度の肝原発炎症性筋線維芽細胞腫瘍の1

Takashima T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda

例． 肝臓 2012;53:272-7

N， Iwata Y， Enomoto H， Saito M， Imanishi H,

鈴村和大， 黒田暢一， 岡田敏弘， 飯室勇二， 中正恵二，

Hirota S， Fujimoto J， Nishiguchi S． Impact of the

藤元治朗． 特発性胆嚢穿孔の1例．日本外科系連合学会

inflammation on diagnosing the liver fibrosis in

誌 2012;37:1009-14

patients with chronic hepatitis C by virtual touch

裵正寛， 田中宏， 竹村茂一， 酒部克， 山本訓史， 市川
剛， 久保正二． 先天性胆道拡張症に対する内瘻術後47年
目に発症した胆管癌の1例． 日本消化器外科学会雑誌
2012;45:491-6

tissue quantification． 47th Annual Meeting of the
European Association for the Study of the Liver
（EASL2012）2012.4 Barcelona
Fujimoto J． How 3D changes liver resection strategy ? .

鈴村和大， 平野公通， 黒田暢一， 飯室勇二， 栗本亜美，

10th World Congress of the International Hepato-

中正恵二， 藤元治朗． 混合型肝癌術後孤立性腹腔内リン

Pancreato-Biliary Association（IHPBA2012）2012.7

パ節転移再発の1切除例． 肝臓 2012;53:558-63

Paris

裵正寛， 田中宏， 田中肖吾， 酒部克， 洪晶恵， 田中さや

Iimuro Y， Okada T， Yada A， Kondo Y， Hai S， Asano

か， 久保正二． 14年間に6回の摘出術を施行し脱分化をき

Y， Hirano T， Fujimoto J． Preceded laparoscopic

たした後腹膜脂肪肉腫の1例． 日本外科系連合学会誌

splenectomy is useful for hepatic resection in HCC

2012;37:1197-201

with severe hypersplenism and impaired liver

■学会発表■
［国際学会］
Kosaka H， Kantarci A， Hasturk H， Van Dyke TE,

function． 10th World Congress of the International
Hepato-Pancreato-Biliary Association（IHPBA2012）
2012.7 Paris

Stucchi AF， Becker JM． Resolvin E1 reduces

Suzumura K， Hirano T， Iimuro Y， Kuroda N， Okada

intraabdominal adhesions by inhibiting macrophage

T， A s a n o Y， F u j i m o t o J． A c a s e o f s o l i t a r y

chemoattraction into the peritoneum． 7th Annual

mediastinal metastasis from hepatocellular carcinoma

Academic Surgical Congress 2012.2 Las Vegas

treated by video-assisted thoracic surgery． 10th

Iimuro Y， Kondo Y， Hai S， Suzumura K， Tanaka H,

World Congress of the International Hepato-

I i j i m a H， N i s h i g u c h i S， A s a n o Y， H i r a n o T ,

Pancreato-Biliary Association（IHPBA2012）2012.7

Fujimoto J． Intraoperative contrast-enhanced

Paris

ultrasonography is a useful modality for final decision

Kosaka H， Kuroda N， Suzumura K， Yada A， Sueoka

of liver resection in HCC patients． 22nd Conference

H， Uda Y， Hai S， Kondo Y， Tanaka S， Nakamura

of the Asian Pacific Association for the Study of the

I， A s a n o Y， O k a d a T， H i r a n o T， I i m u r o Y ,

Liver（APASL2012）2012.2 Taipei

Fujimoto J． Predictive factor for the safety drain

Hirano T， Sueoka H， Iimuro Y， Kuroda N， Okada T,

management after pancreatoduodenectomy.

K o n d o Y， S u z u m u r a K， H a i S， Y a m a n a k a J ,

International Symposium on Pancreas Cancer 2012

Fujimoto J． Blockage of CXCR2 suppresses tumor

2012.10 Kyoto

growth of intrahepatic cholangiocellular carcinoma.

Nakamura I， Iimuro Y， Hai S， Kuroda N， Hirano T,

22nd Conference of the Asian Pacific Association for

Okada T， Asano Y， Suzumura K， Kondo Y， Tanaka

the Study of the Liver（APASL2012）2012.2 Taipei

S， Kosaka H， Fujimoto J． Hepatitis activity index in

Suzumura K， Kuroda N， Asano Y， Iimuro Y， Hirano

noncancerous liver tissue is a useful predictor for

T， Okada T， Kondo Y， Kurimoto A， Fujimoto J． A

early recurrence of the liver after resection in

case of primary cystic duct carcinoma based on

p a t i e n t s w i t h h e p a t o c e l l u l a r c a r c i n o m a． 6 t h

104

兵庫医大業績録（2012）

International Liver Cancer Association Annual

Nishiguchi S． Could spleen stiffness measurement

Conference（ILCA2012）2012.9 Berlin

using Virtual Touch Tissue Quantification be a good

Kondo Y， Iimuro Y， Hirano T， Kuroda N， Okada T,

predictor of the presence of varices， including large

Asano Y， Suzumura K， Nakamura I， Tanaka S,

esophageal varices ? ． The 63rd Annual Meeting of

Kosaka H， Hai S， Fujimoto J． Clinicopathological

the American Association for the Study of Liver

study and imaging findings of cholangiolocellular

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston

carcinoma． 6th International Liver Cancer

Ohashi K， Kosaka H， Hirano T， Iimuro Y， Nishiguchi

Association Annual Conference（ILCA2012）2012.9

S， Fujimoto J． IFN -γ derived from NKT cells and

Berlin

plasminogen activator inhibitor-1 regulate adhesion

Tanaka S， Iimuro Y， Hai S， Kuroda N， Hirano T,

formation after hepatectomy． The 63rd Annual

Okada T， Asano Y， Suzumura K， Nakamura I,

Meeting of the American Association for the Study of

Kondo Y， Kosaka H， Fujimoto J． Hepatic resection

Liver Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston

for hepatocellular carcinoma in overweight and obese

Iijima H， Tanaka H， Yoshida M， Ishii A， Takashima

patients with cirrhosis． 6th International Liver

T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y,

Cancer Association Annual Conference（ILCA2012）

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， H i r o t a S ,

2012.9 Berlin

Fujimoto J， Nishiguchi S． Usefulness of spleen

Hai S， Iimuro Y， Kuroda N， Hirano T， Okada T,

stiffness measurement via Virtual Touch Tissue

Asano Y， Suzumura K， Nakamura I， Kondo Y,

Quantification for prediction of liver cirrhosis． The

Tanaka S， Kosaka H， Fujimoto J． Assessment of

63rd Annual Meeting of the American Association for

complications after hepatic resection for hepatocellular

the Study of Liver Diseases（AASLD2012）2012.11

carcinoma． 6th International Liver Cancer
Association Annual Conference（ILCA2012）2012.9
Berlin

Boston
Okamoto T， Kato J， Tsutsui H， Nishiguchi S， Fujimoto
J． Interferon γ- mediated tissue factor expression

Tanaka H， Iijima H， Higashiura A， Ishii A， Takashima

contributes to T cell-mediated hepatitis via induction

T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y,

of hypercoagulation in mice． The 63rd Annual

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， H i r o t a S ,

Meeting of the American Association for the Study of

Fujimoto J， Nishiguchi S． Prediction of early

Liver Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston

recurrence of hepatocellular carcinoma by contrast-

Kosaka H， Kuroda N， Suzumura K， Asano Y， Okada

enhanced ultrasonography using maximum intensity

T， Hirano T， Iimuro Y， Fujimoto J． The predictive

projection technique． The 63rd Annual Meeting of

factors of postoperative pancreatic fistula after

the American Association for the Study of Liver

pancreatoduodenectomy． 22nd World Congress of

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston

the International Associations of Surgeons,

Kondo Y， Iimuro Y， Hirano T， Kuroda N， Okada T,
Asano Y， Suzumura K， Nakamura I， Tanaka S,

Gastroenterologists and Oncologists（IASGO2012）
2012.12 Bangkok

K o s a k a H， H a i S， Y a m a n a k a J， F u j i m o t o J .

Suzumura K， Iimuro Y， Hirano T， Asano Y， Kuroda

Hepatectomy for cholangiocarcinoma using

N， Okada T， Nakamura I， Kondo Y， Tanaka S,

preoperative 3-D simulation system including bile

Kosaka H， Hai S， Uda Y， Sueoka H， Yada A,

duct analysis． The 63rd Annual Meeting of the

Ohashi K， Okamoto T， Kurimoto A， Fujimoto J． A

American Association for the Study of Liver Diseases

case of synchronous double cancer of hepatocellular

（AASLD2012）2012.11 Boston
Kurimoto A， Kondo Y， Hai S， Hirano T， Iimuro Y,
Yamanaka J， Nishiguchi S， Fujimoto J． The
variation of the third-order portal branches and
hepatic vein branches of right anterior section：
Impact of 3D MDCT simulation on liver resection for

carcinoma and cholangiocellular carcinoma． 22nd
World Congress of the International Associations of
Surgeons， Gastroenterologists and Oncologists
（IASGO2012）2012.12 Bangkok
［国内学会］
裵正寛， 黒田暢一， 木下幸治， 矢田章人， 飯室勇二,

hepatocellular carcinoma． The 63rd Annual Meeting

平野公通， 岡田敏弘， 麻野泰包， 鈴村和大， 近藤祐

of the American Association for the Study of Liver

一， 宇多優吾， 末岡英明， 大橋浩一郎， 岡本共弘,

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston
Tanaka H， Iijima H， Nishimura J， Takashima T， Ishii

栗本亜美， 藤元治朗． 保存的治療で軽快した門脈ガス血
症の1例． 第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢

A， Sakai Y， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y， Enomoto

岡本共弘， 藤元治朗， 井上晃男， 車清吾， 中井謙之.

H， Saito M， Imanishi H， Hirota S， Fujimoto J,

シートベルト外傷により小腸破裂および腸間膜断裂をきたした

兵庫医大業績録（2012）
1例． 第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢
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2012.4 千葉

鈴村和大， 岡田敏弘， 裵正寛， 矢田章人， 黒田暢一,

飯室勇二， 岡田敏弘， 平野公通， 黒田暢一， 麻野泰包，

木下幸治， 飯室勇二， 平野公通， 麻野泰包， 近藤祐

宇山直樹， 裵正寛， 木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一，

一， 宇多優吾， 末岡英明， 大橋浩一郎， 栗本亜美,

藤元治朗． 脾機能亢進症と伴う肝予備能不良肝細胞癌症

岡本共弘， 藤元治朗． 腹腔鏡下にて修復した嵌頓大腿ヘ

例に対する脾摘術の意義． 第112回日本外科学会定期学

ルニアの1例． 第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金
沢
鈴村和大， 麻野泰包， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通,

術集会 2012.4 千葉
竹内雅春， 藤元治朗， 中井謙之． 十二指腸静脈瘤の血行
動態と治療方針−十二指腸静脈瘤7例の検討より−．（ワー

岡田敏弘， 木下幸治， 近藤祐一， 裵正寛， 宇多優吾,

クショップ）第83回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一郎， 岡本共弘， 栗本亜

Fujimoto J． Liver surgery through verification of

美， 藤元治朗． 野菜の大量摂取による急性胃拡張の1例.

hypothesis．（会長講演）第24回日本肝胆膵外科学会・学

第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢

術集会 2012.5 大阪

鈴村和大， 黒田暢一， 岡田敏弘， 近藤祐一， 飯室勇二,
平野公通， 麻野泰包， 木下幸治， 裵正寛， 宇多優吾,

飯室勇二． 硬変肝の切除と肝再生．（教育セミナー）第24回
日本肝胆膵外科学会・学術集会 2012.5 大阪

末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一郎， 岡本共弘， 栗本亜

山中潤一， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘，

美， 藤元治朗． 特発性胆嚢穿孔の1例． 第48回日本腹部

麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 中村育夫， 近藤祐

救急医学会総会 2012.3 金沢

一， 小坂久， 裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 矢田章

近藤祐一， 飯室勇二， 藤元治朗． 肝細胞癌術後経過観察

人， 大橋浩一郎， 岡本共弘， 栗本亜美， 藤元治朗.

中， 転移性眼内炎及び化膿性脊椎炎を発症した1例． 第

肝区域切除術．（特別企画）第24回日本肝胆膵外科学

48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢

会・学術集会 2012.5 大阪

栗本亜美， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘,

中村育夫， 藤本康弘， 石井道隆， 児玉創太， 桐野泉，

麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 裵正寛,

上本伸二．レシピエント肝内門脈， 臍静脈による， 生体肝

宇多優吾， 末岡英明， 矢田章人， 岡本共弘， 藤元治

移植右葉グラフトV5V8の血管再建の工夫． 第24回日本肝

朗． 食道静脈瘤治療後， 腹水コントロール中に肝細胞癌破
裂を来しIVRの後に切除を行った1例． 第48回日本腹部救
急医学会総会 2012.3 金沢
近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 黒田暢一， 岡田敏弘，
麻野泰包， 宇山直樹， 木下幸治， 鈴村和大， 中井紀

胆膵外科学会・学術集会 2012.5 大阪
田中肖吾， 倉島夕紀子， 上西崇弘， 山本隆嗣． 膵石症に
併発した仮性嚢胞が後腹膜腔へ穿破した1例． 第24回日本
肝胆膵外科学会・学術集会 2012.5 大阪
田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 高田亮， 岩井孝史，

博， 裵正寛， 藤元治朗． 胆道悪性腫瘍に対する術前3D

髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

シミュレーションの有用性．（サージカルフォーラム）第112回日

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 廣

本外科学会定期学術集会 2012.4 千葉

田誠一， 飯室勇二， 藤元治朗， 西口修平． 肝細胞癌の

岡田敏弘， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 麻野泰包，

造影超音波による悪性度評価からの治療方針（Irregular

木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 裵正寛， 宇多優吾，

patternの重要性）
．（ワークショップ）第48回日本肝臓学会

末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一郎， 藤元治朗． 鏡視下
膵臓手術の手技と合併症．（ビデオセッション）第112回日本
外科学会定期学術集会 2012.4 千葉

総会 2012.6 金沢
飯室勇二， 岡田敏弘， 鈴村和大， 木下幸治， 中村育夫，
近藤祐一， 裵正寛， 飯島尋子， 西口修平， 麻野泰包，

栗本亜美， 近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 黒田暢一，

平野公通， 藤元治朗． 脾機能亢進症合併肝細胞癌症例

岡田敏弘， 麻野泰包， 宇山直樹， 木下幸治， 鈴村和

に対する外科的治療戦略．（オープンワークショップ）第48回

大， 中井紀博， 裵正寛， 藤元治朗． 肝前区域の門脈3

日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

次分枝・肝静脈分枝形態解析と術式選択． 第112回日本
外科学会定期学術集会 2012.4 千葉

岡 本 共 弘， 内 山 良 介， 西 口 修 平， 筒 井 ひ ろ 子.
Concanavalin A重症肝炎の責任病態である肝局所DICに

田中肖吾， 石原寛治， 橋場亮弥， 渡辺千絵， 中村有佑，

おける， IFNγ/STAT1に依存した組織因子発現誘導の重

倉島夕紀子， 福富經昌， 藤井弘一， 大野耕一， 山本隆

要性． 第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集

嗣． 壊疽性虫垂炎に対する虫垂切除術施行の際のアプロー

会 2012.6 神戸

チ法の検討． 第112回日本外科学会定期学術集会 2012.4
千葉
末岡英明， 平野公通， 飯室勇二， 黒田暢一， 岡田敏弘，
麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 裵正寛，

田中肖吾， 石原寛治， 橋場亮弥， 渡辺千絵， 倉島夕紀
子， 大野耕一， 山本隆嗣． 膿瘍形成を伴った急性虫垂炎
に対する術後SSI発症の危険因子の検討． 第37回日本外科
系連合学会学術集会 2012.6 福岡

宇多優吾， 矢田章人， 大橋浩一郎， 栗本亜美， 藤元治

鈴村和大， 黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通， 岡田敏弘，

朗． 肝 内 胆 管 癌 に お ける C X Cケモカインレセプター

麻野泰包， 木下幸治， 中村育夫， 近藤祐一， 小坂久，

（CXCR2）の関与． 第112回日本外科学会定期学術集会

裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一
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郎， 岡本共弘， 栗本亜美， 藤元治朗． 膵頭十二指腸切

栗本亜美， 岡田敏弘， 黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通，

除後の出血症例に対する対処法． 第43回日本膵臓学会大

近藤祐一， 藤元治朗． 用手補助腹腔鏡下に全摘出し確

会 2012.6 山形

定診断できた腹部結核性リンパ節炎の一例． 第67回日本消

宇多優吾， 黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通， 岡田敏弘，
麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 中村育夫， 近藤祐

化器外科学会総会 2012.7 富山
矢田章人， 飯室勇二， 岡田敏弘， 鈴村和大， 近藤祐一，

一， 小坂久， 裵正寛， 末岡英明， 矢田章人， 大橋浩

裵正寛， 木下幸治， 平野公通， 黒田暢一， 藤元治朗.

一郎， 岡本共弘， 栗本亜美， 藤元治朗． 術前診断が困

肝線維化に伴う脾機能亢進症に対する脾臓摘出術後の門脈

難であった膵内副脾の一例． 第43回日本膵臓学会大会

脾静脈血栓に関する検討． 第67回日本消化器外科学会総

2012.6 山形

会 2012.7 富山

末岡英明， 平野公通， 飯室勇二， 黒田暢一， 岡田敏弘，

鈴村和大， 裵正寛， 宇多優吾， 近藤祐一， 飯室勇二，

麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 藤元治

黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘， 麻野泰包， 藤元治

朗． 肝 内 胆 管 癌 に 対 するCXCケモカインレセプター

朗． 胆嚢癌術後に発症した肝膿瘍を伴う劇症Aeromonas

（CXCR2）制御による進展・増殖抑制の基礎的検討．（ワ

hydrophila敗血症の1例． 第48回日本胆道学会学術集会

ークショップ）第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

2012.9 東京

近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 黒田暢一， 岡田敏弘，

飯室勇二， 岡田敏弘， 裵正寛， 近藤祐一， 中村育夫，

麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 裵正寛， 藤元治朗.

鈴村和大， 麻野泰包， 平野公通， 藤元治朗． 開腹下肝

当科における術前門脈塞栓術の適応と成績．（要望演題）

切除に準じた系統的腹腔鏡下肝切除術：グリソン鞘先行処

第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

理と肝実質の鋭的切離の有用性． 第10回日本消化器外科

岡田敏弘， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 麻野泰包，

学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 裵正寛， 藤元治朗.

田中肖吾， 石原寛治， 上西崇弘， 裵正寛， 橋場亮弥，

小児SPNに対する当科における腹腔鏡下膵手術の変遷.

島倉夕紀子， 大野耕一， 山本隆嗣． 広範な膿瘍形成を

（要望演題）第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山
黒田暢一， 飯室勇二， 平野公通， 麻野泰包， 鈴村和大，
近藤祐一， 裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 藤元治朗.
当科での膵管空腸吻合法の工夫と成績．（要望ビデオ）第
67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

伴った壊疽性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術における
腹腔ドレーン留置に関する検討． 第10回日本消化器外科学
会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
裵正寛， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘，
麻野泰包， 鈴村和大， 中村育夫， 近藤祐一， 田中肖

飯室勇二， 岡田敏弘， 矢田章人， 裵正寛， 近藤祐一，

吾， 小坂久， 藤元治朗． 当科における肝細胞癌術後

木下幸治， 鈴村和大， 麻野泰包， 平野公通， 藤元治

胆 汁 漏 の 検 討． 第 10 回日本 消 化 器 外 科 学 会 大 会

朗． 脾機能亢進症合併C型慢性肝炎・肝硬変および肝癌
症例に対する脾摘術の意義．（企画関連口演）第67回日本
消化器外科学会総会 2012.7 富山

（JDDW2012）2012.10 神戸
田中肖吾， 飯室勇二， 裵正寛， 平野公通， 黒田暢一，
岡田敏弘， 麻野泰包， 鈴村和大， 中村育夫， 近藤祐

宇多優吾， 岡田敏弘， 麻野泰包， 飯室勇二， 黒田暢一，

一， 小坂久， 宇多優吾， 末岡英明， 藤元治朗． 肝硬

平野公通， 鈴村和大， 矢田章人， 栗本亜美， 藤元治

変合併肝細胞癌切除症例における肥満の及ぼす影響−背

朗． 腹腔鏡下にて施行した前立腺全摘術後ヘルニアの2

景および術後合併症に対する検討−．第74回日本臨床外科

例． 第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山
平野公通， 飯室勇二， 黒田暢一， 岡田敏弘， 麻野泰包，
近藤祐一， 裵正寛， 鈴村和大， 山中潤一， 藤元治朗.

学会総会 2012.11 東京
近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 矢田章人， 藤元治朗.
胆管内腫瘍栓を認め， 肝内胆管癌との鑑別を要した盲腸癌

肝内胆管癌に対する切除成績および予後因子の検討． 第

術後肝転移の1切除例． 第74回日本臨床外科学会総会

67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

2012.11 東京

田中肖吾， 石原寛治， 橋場亮弥， 渡辺千絵， 中村有佑，

裵正寛， 飯室勇二， 近藤祐一， 末岡英明， 矢田章人，

倉島夕紀子， 大野耕一， 山本隆嗣． 当院における壊疽性

黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘， 麻野泰包， 鈴村和

虫垂炎の治療成績−腹腔鏡アプローチの有用性につい

大， 中村育夫， 田中肖吾， 小坂久， 藤元治朗． 肝動

て−．第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山
裵正寛， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘，
麻野泰包， 木下幸治， 鈴村和大， 近藤祐一， 藤元治
朗． 超高齢者（80歳以上）肝細胞癌切除例の検討． 第
67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

脈塞栓およびラジオ波焼灼術後，リンパ節転移再発をきたし
た肝細胞癌の1例． 第74回日本臨床外科学会総会 2012.11
東京
鈴村和大， 飯室勇二， 大橋浩一郎， 平野公通， 麻野泰
包， 黒田暢一， 岡田敏弘， 中村育夫， 近藤祐一， 田

岡本共弘， 黒田暢一， 平野公通， 麻野泰包， 鈴村和大，

中肖吾， 小坂久， 裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 藤

近藤祐一， 宇多優吾， 末岡英明， 矢田章人， 藤元治

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

朗． 膵頭十二指腸切除時の動脈損傷症例の検討． 第67
回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

瘍の1例． 第74回日本臨床外科学会総会 2012.11 東京
鈴村和大， 岡田敏弘， 近藤祐一， 飯室勇二， 黒田暢一，
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平野公通， 麻野泰包， 中村育夫， 田中肖吾， 小坂久，

近藤祐一， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 岡田敏弘，

裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一

麻野泰包， 中村育夫， 鈴村和大， 裵正寛． 当科におけ

郎， 藤元治朗． 腹腔鏡下にて切除した卵巣癌術後孤立性

るIPNB2症例の検討． 第48回日本肝癌研究会 2012.7 金

脾転移の1例． 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012.12

沢

横浜

鈴村和大， 黒田暢一， 小坂久， 飯室勇二， 平野公通，

大橋浩一郎， 岡田敏弘， 吉田康彦， 平野公通， 飯室勇

岡田敏弘， 麻野泰包， 中村育夫， 近藤祐一， 田中肖

二， 藤元治朗． 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に診断された胆嚢

吾， 裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 矢田章人， 大橋

癌の検討． 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012.12 横浜

浩一郎， 岡本共弘， 栗本亜美， 藤元治朗． 当科におけ

飯室勇二， 岡田敏弘， 裵正寛， 田中肖吾， 近藤祐一，

る膵頭十二指腸切除術のドレーン留置のポイントとドレーン管

中村育夫， 鈴村和大， 麻野泰包， 平野公通， 藤元治
朗． 開腹下肝切除に準じた系統的腹腔鏡下肝切除術をめ
ざして． 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012.12 横浜
Okamoto T， Uchiyama R， Tsutsui H． IFNγ/STAT1mediated tissue factor expression contributes to T
cell-mediated hepatitis via induction of

理． 第39回日本膵切研究会 2012.8 東京
小坂久， 黒田暢一， 鈴村和大， 麻野泰包， 平野公通，
岡田敏弘， 飯室勇二， 藤元治朗． 膵頭十二指腸切除術
後の安全なドレン早期抜去に向けて． 第39回日本膵切研究
会 2012.8 東京
栗本亜美， 近藤祐一， 飯室勇二， 山中潤一， 黒田暢一，

hypercoagulation in mice． 第41回日本免疫学会総会・

平野公通， 岡田敏弘， 麻野泰包， 鈴村和大， 中村育

学術集会 2012.12 神戸

夫， 田中肖吾， 裵正寛， 小坂久， 宇多優吾， 末岡英

［研究会・講演会等］
近藤祐一， 飯室勇二， 麻野泰包， 黒田暢一， 木下幸治,
鈴村和大， 裵正寛， 宇多優吾， 末岡英明， 矢田章人,

明， 矢田章人， 大橋浩一郎， 岡本共弘， 藤元治朗.
肝前区域の門脈3次分枝・肝静脈分枝形態解析． 第16回
臨床解剖研究会 2012.9 名古屋

大橋浩一郎， 岡本共弘， 栗本亜美， 岡田敏弘， 平野公

栗本亜美， 近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 山中潤一，

通， 藤元治朗． 血管合併切除を要した肝門部領域胆道癌

藤元治朗． 正常肝と硬変肝における肝前区域の門脈3次分

手術症例の検討． 第40回近畿肝臓外科研究会 2012.2 大

枝分岐形態および肝静脈合流形態の解析． 第7回肝癌治

阪

療シミュレーション研究会 2012.10 熊本

鈴村和大， 黒田暢一， 宇多優吾， 飯室勇二， 平野公通,

近藤祐一， 飯室勇二， 平野公通， 栗本亜美， 藤元治朗.

岡田敏弘， 麻野泰包， 木下幸治， 近藤祐一， 裵正寛,

前区域腹側・背側領域に関連する肝切除施行術式の検

末岡英明， 矢田章人， 大橋浩一郎， 岡本共弘， 栗本亜
美， 藤元治朗． 術前診断が困難であった膵神経内分泌腫
瘍の1例． 第11回阪神膵臓外科研究会 2012.2 大阪
藤元治朗． 肝切除術−臨床と研究における仮説の検証−.
第77回北九州肝腫瘍研究会 2012.2 北九州
麻野泰包， 鈴村和大， 黒田暢一， 山中潤一， 飯室勇二，
藤元治朗． 胆道悪性腫瘍との鑑別に難渋した多発肝門嚢
胞の1例． 第104回大阪胆道疾患研究会 2012.3 大阪
岡田敏弘， 飯室勇二， 黒田暢一， 平野公通， 麻野泰包，

討． 第7回肝癌治療シミュレーション研究会 2012.10 熊本
裵正寛， 飯室勇二， 岡田敏弘， 平野公通， 麻野泰包，
鈴村和大， 中村育夫， 近藤祐一， 田中肖吾， 藤元治
朗． 完全腹腔鏡下系統的肝切除術への取り組み． 第6回
肝臓内視鏡外科研究会 2012.11 東京
■その他■
藤元治朗． 肝胆膵外科治療の術前計画・手術の工夫・周術
期管理． 国立病院機構福山医療センターオープンカンファレ
ンス 2012.12 福山

鈴村和大， 中村育夫， 近藤祐一， 田中肖吾， 小坂久，
裵正寛， 藤元治朗． 肝胆膵外科における内視鏡手術−胆

小児外科

道および脾臓領域を中心に−． 第14回兵庫腹腔鏡外科勉

Pediatric Surgery

強会 2012.4 神戸
飯室勇二， 岡田敏弘， 裵正寛， 近藤祐一， 中村育夫，
鈴村和大， 木下幸治， 麻野泰包， 平野公通， 藤元治

■著書■

朗． グリソン鞘先行処理と肝実質の鋭的切離による開腹術

奥山宏臣． 壊死性腸炎／胎便性腹膜炎／ Meckel憩室.

に準じた系統的腹腔鏡下肝切除術． 第48回日本肝癌研究

高松英夫， 福澤正洋， 上野滋 編． 標準小児外科学.

会 2012.7 金沢

第6版． 東京：医学書院 2012:175-80

髙嶋智之， 田中弘教， 東浦晶子， 長谷川国大， 由利幸
久， 高田亮， 岩井孝史， 石井昭生， 坂井良行， 會澤
信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平之，

■学術論文■
［症例報告］
Fujiwara T， Nishimoto S， Kawai K， Fukuda K,

齋藤正紀， 今西宏安， 飯室勇二， 藤元治朗， 西口修

O k u y a m a H， K a k i b u c h i M ． E x a c e r b a t i o n o f

平， 飯島尋子． 造影超音波による微細腫瘍血管構築より

oesophageal stenosis by accidental ingestion of tape.

見た肝細胞癌の悪性度評価（Irregular patternの重要
性）
． 第48回日本肝癌研究会 2012.7 金沢

J Plast Surg Hand Surg 2012;46:207-8
Okuyama H， Sasaki T， Nose S， Saka R， Suzuki M.
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Jejunal pedicle graft reconstruction of the esophagus

奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太， 兼松明弘，

in a child with tracheal agenesis． Eur J Pediatr Surg

楊東益， 山本新吾． 薄筋皮弁併用により会陰式一時的根

2012;22:485-7

治術を行った先天性直腸尿道瘻の1成人例． 第49回日本小

阪龍太， 奥山宏臣， 藤田重一， 佐々木隆士， 野瀬聡子.
大泉門部に発生したdermoid cystの1例．日本小児外科学
会雑誌 2012;48:81-5
銭谷昌弘， 佐々木隆士． 副陰囊の1例．日本小児外科学会
雑誌 2012;48:86-91

児外科学会学術集会 2012.5 横浜
野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 阪龍太． 開腹歴のな
い絞扼性イレウスにおける腸管壊死の指標に関する検討.
（ポスターセッション）第49回日本小児外科学会学術集会
2012.5 横浜

佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太， 奥山宏臣， 関保二.

佐々木隆士， 阪龍太， 奥山宏臣， 野瀬聡子， 関保二.

Meigs症候群に類似する大量腹水貯留を伴った14歳女児の

Extensive aganglionosisに対するストーマ創を利用した単孔

成人型卵巣顆粒膜細胞腫の1例． 日本小児外科学会雑誌

式腹腔鏡補助下根治術の経験．（ビデオセッション）第49回

2012;48:223-8

日本小児外科学会学術集会 2012.5 横浜

阪龍太， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子． 単孔式腹腔

阪龍太， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子． 腹腔鏡補助

鏡を用いて切除した回盲部重複腸管の1例． 日本小児外科

下に切除した回盲部重複腸管の1例． 第49回日本小児外科

学会雑誌 2012;48:770-4

学会学術集会 2012.5 横浜

森下祐次， 窪田昭男， 阪龍太， 渡邉高士， 上野豪久，
長谷川利路， 奥山宏臣， 川原央好． 超低出生体重児に
みられた後天性腸閉塞症の1例：診断名と適切な手術時期
は？− 第57回 小 児 外 科わからん会 報 告 −． 小 児 外 科
2012;44:1114-7
■学会発表■
［国際学会］
Okuyama H， Usui N， Fujino Y， Taguchi T,

佐々木隆士， 阪龍太， 野瀬聡子， 奥山宏臣． 小児虫垂切
除術における単孔式腹腔鏡手術（TANKO）の経験． 第
191回近畿外科学会 2012.5 大阪
佐々木隆士， 奥山宏臣， 野瀬聡子， 阪龍太． 小児科，
NICU， 小児外科における救急入院患者数の割合−DPC
データによる院内各科との比較−． 第26回日本小児救急医
学会学術集会 2012.6 東京
奥山宏臣， 臼井規朗， 藤野裕士， 田口智章， 金森豊， 高

Kanamori Y， Takahashi S， Hayakawa M， Inamura

橋繁裕， 早川昌弘， 稲村昇． 先天性横隔膜ヘルニアにお

N． Is prolonged preoperative stabilization necessary

ける中枢神経障害に対するリスク因子の検討：わが国におけ

in the treatment of congenital diaphragmatic hernia ?

る全国調査より． 第48回日本周産期・新生児医学会学術集

A retrospective study based on a nationwide survey
in Japan． 13th European Congress of Paediatric
Surgery（EUPSA2012）2012.6 Rome
Nose S， Okuyama H， Sasaki T， Saka R， Minagawa K.
Efficacy of cyanoacrylate adhesives in creating stoma

会 2012.7 さいたま
野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 皆川京子． 超低出生
体重児における合成皮膚表面接着剤（ダーマボンド）を用い
たストマ造設術． 第48回日本周産期・新生児医学会学術集
会 2012.7 さいたま

for extremely low birth weight infants． 25th

奥山宏臣， 西信一， 堀直人， 佐々木隆士， 野瀬聡子，

International Symposium on Paediatric Surgical

阪龍太． ICUにおける小児外科症例の術後鎮痛・鎮静管

Research 2012.9 London

理について−成人との混合ICUにおける現状−． 第28回日

Okuyama H． Role of endoscopic surgery in GI

本小児外科学会秋季シンポジウム 2012.11 静岡

congenital anomalies． 6th Annual Conference of the

佐々木隆士， 奥山宏臣， 野瀬聡子， 阪龍太． 出生前診断

Cambodian Society of Pediatric Surgery in conjunction

し， 待機的に胸腔鏡下切除した乳児前腸嚢胞（食道重複

with 18th Annual Conference of the Cambodian

症）の1例． 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012.12 横

Society of Surgery 2012.11 Phnom Penh

浜

［国内学会］
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太． 小児急性腹
症における腹腔鏡下手術の役割． 第112回日本外科学会定
期学術集会 2012.4 千葉
佐々木隆士， 阪龍太， 野瀬聡子， 奥山宏臣， 関保二.

阪龍太， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子． 腹腔鏡下切
除を行った腹腔内肺葉外肺分画症の1例． 第25回日本内視
鏡外科学会総会 2012.12 横浜
［研究会・講演会等］
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太． 会陰式根治

小児虫垂切除術における単孔式腹腔鏡手術（TANKO）

術を行った直腸尿道瘻の1成人例−もとの病型は？−． 第67

の経験～3つの方法の比較． 第112回日本外科学会定期学

回小児外科わからん会 2012.3 大阪

術集会 2012.4 千葉

野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 阪龍太， 大塚欣敏.

奥山宏臣， 臼井規朗， 藤野裕士， 田口智章， 金森豊， 高

先天性胆道拡張症術前精査にて原因不明のAPTT延長を

橋繁裕， 早川昌弘， 稲村昇． 先天性横隔膜ヘルニアにお

認め， 下大静脈血栓形成を指摘された1例． 第7回阪神小

ける適切な手術時期に関する検討：わが国における全国調査
より． 第49回日本小児外科学会学術集会 2012.5 横浜

児科小児外科症例検討会 2012.7 尼崎
野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 阪龍太． 腹腔鏡下鼠
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径ヘルニア修 復 術でこんな卵 巣を見たらどうしますか？.
第68回小児外科わからん会 2012.9 大阪
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太． 輪状膵によ
る膵炎に対して幽門輪温存膵頭十二指腸切除を施行した
1例． 第32回日本 小 児 内 視 鏡 外 科・手 術 手 技 研 究 会
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藤田知之， 名倉直彌， 越川佳代子， 西村基， 吉田敦， 吉
田浩二， 山内英子， 三好康雄， 中村清吾， 藤森実． が
んペプチドワクチン療法臨床試験：グローバル化にむけて
の展望． 第20回日本乳癌学会学術総会 2012.6 熊本
重岡靖， 広利浩一， 宮下勝， 脇田和幸， 高尾信太郎,
三好康雄， 奥野敏隆， 河野誠之， 岸本昌浩， 国府育

2012.11 静岡
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太． 腹腔鏡下鼠

央， 小西宗治， 松本光史， 谷岡真樹． 乳癌患者におけ

径ヘルニア根治術（LPEC法）における日帰り手術の安全性

るBMIの予後への影響の検討． 第20回日本乳癌学会学術

について． 第32回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

総会 2012.6 熊本
宮川義仁， 柳井亜矢子， 村瀬慶子， 今村美智子， 西藤

2012.11 静岡
佐々木隆士， 奥山宏臣， 野瀬聡子， 阪龍太． 当科におけ

勝， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理子， 畑田卓也， 一井

る喉頭気管分離術の工夫． 第32回日本小児内視鏡外科・

重利， 宮内啓輔， 三好康雄． 日本人女性のBMIとサブタ

手術手技研究会 2012.11 静岡

イプ別乳癌発症リスクの検討． 第20回日本乳癌学会学術総

野瀬聡子， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 阪龍太， 皆川京子.

会 2012.6 熊本

超低出生体重児におけるダーマボンドを用いたストーマ造設

山野理子， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三， 宮川義

術． 第23回近畿小児ストーマ・排泄・創傷研究会 2012.11

仁， 今村美智子， 西藤勝， 三好康雄， 伊藤敬， 廣田

神戸

誠一． 浸潤性乳癌におけるKi-67発現率とMRI拡散強調画

阪龍太， 奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子． 腹腔鏡下鼠
径ヘルニア根治術（LPEC法）における日帰り手術の安全性
について． 第8回阪神小児科小児外科症例検討会 2012.11

像ADC値との関連性の検討． 第20回日本乳癌学会学術総
会 2012.6 熊本
今村美智子， 西藤勝， 村瀬慶子， 宮川義仁， 柳井亜矢
子， 先田功， 畑田卓也， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理

尼崎

子， 三好康雄． ER陽性・HER2陰性の閉経後乳癌におけ

乳腺 ･ 内分泌外科

Breast and Endocrine Surgery

る術前内分泌療法の検討． 第20回日本乳癌学会学術総会
2012.6 熊本
片桐豊雅， 吉丸哲郎， 松尾泰佑， 中村祐輔， 三好康雄,
笹三徳． 乳癌における新規分子標的治療薬開発戦略.

■学術論文■
［総説］

（シンポジウム）第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札幌
松尾泰佑， 尾野雅哉， 吉丸哲郎， 三好康雄， 笹三徳,

三宅智博， 三好康雄， 高塚雄一． 乳房の手術 乳房部分切

中村祐輔， 片桐豊雅． 新規糖転移酵素BCGT1による小

除術＋センチネルリンパ節生検． プロフェッショナルがんナー

胞体ストレス応答制御を介した乳癌細胞増殖機構の解明.

シング 2012;2:526-7

第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札幌

［原著］

吉丸哲郎， 小松正人， 松尾泰佑， 三好康雄， 笹三徳,

仲田洋美， 岡本陽子， 金子景香， 中野芳朗， 三好康雄,

中村祐輔， 片桐豊雅． ER陽性乳癌において， ERAP1は

冨田尚裕， 玉置知子． 家族性腫瘍の診断において遺伝子

腫瘍抑制因子REAとの結合を介してエストロゲンシグナルの

検査を「受けない」という意思決定． 家族性腫瘍 2012;

恒常的活性化を導く． 第71回日本癌学会学術総会 2012.9

12:35-8

札幌

Tsuchiya A， Kanno T， Saito M， Miyoshi Y， Gotoh A,

小松正人， 吉丸哲郎， 松尾泰佑， 清谷一馬， 三好康雄,

Nakano T， Nishizaki T． Intracellularly transported

島田光生， 中村祐輔， 笹三徳， 片桐豊雅．トリプルネガ

adenosine induces MCF-7 human breast cancer cells

ティブ乳癌におけるプロテアソーム関連遺伝子PAG1を介した

by accumulating AMID in the nucleus． Cancer Lett

発 癌・増殖機 構の関 与． 第71回日本癌学会学術総会

2012;321:65-72

2012.9 札幌

■学会発表■
［国内学会］
三好康雄． 進行・再発乳癌の内分泌療法−効果的な選択と
は？−．（ランチョンセミナー5）第112回日本外科学会定期
学術集会 2012.4 千葉
柳井亜矢子， 村瀬慶子， 宮川義仁， 今村美智子， 西藤
勝， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理子， 畑田卓也， 先田

清谷一馬， 藤本明洋， 小松正人， 吉丸哲郎， 松尾泰佑,
角田達彦， 三好康雄， 笹三徳， 片桐豊雅．トリプルネ
ガティブ乳がんのエクソーム解析． 第71回日本癌学会学術
総会 2012.9 札幌
三好康雄． 乳がん．（教育セッション）第50回日本癌治療学会
学術集会 2012.10 横浜
［地方会等］

功， 笹三徳， 三好康雄． 原発性乳癌におけるサブタイプ

村瀬慶子， 一井重利， 柳井亜矢子， 宮川義仁， 今村美智

別Ki67発現割合の検討． 第20回日本乳癌学会学術総会

子， 西藤勝， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理子， 三好康

2012.6 熊本

雄． 進行・再発乳癌に対してpaclitaxel+bevasizmabが有
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効 であった 一 例． 第10回日本 乳 癌 学 会 近 畿 地 方 会

竹村雅至． 開腹術の基本手技と器械出しのポイント5． 消化
管吻合． オペナーシング 2012;（秋季増刊）: 34-7

2012.11 豊中
西藤勝， 杉平宜仁， 住本洋之， 畑田卓也， 一井重利,

竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 堀高明， 菊池正二郎,

今村美智子， 三宅智博， 村瀬慶子， 宮川義仁， 柳井亜

笹子三津留． 気胸を併用した左側臥位胸腔鏡下食道切除

矢子， 三好康雄． 異物注入による豊胸術後に発生した乳
癌の１例． 第10回日本乳癌学会近畿地方会 2012.11 豊中
■その他■

術．日本内視鏡外科学会雑誌 2012;17:539-45
［原著］
Kosaka Y， Mimori K， Fukagawa T， Ishikawa K,

三好康雄． 進行・再発乳癌の内分泌療法−耐性メカニズムか

Etoh T， Katai H， Sano T， Watanabe M， Sasako

ら考える治療選択−． 旭川Breast Cancer Work Shop

M， Mori M． Clinical significance of molecular

2012.1 旭川

detection of matrix metalloproteinase-1 in bone

三好康雄． 乳癌基礎研究の方向性−サンアントニオ2011を中
心に−． 第13回KBCオンコロジスト講演会 2012.2 横浜
三好康雄． サンアントニオ乳癌シンポジウム2011−新たな視

marrow and peripheral blood in patients with gastric
cancer． Ann Surg Oncol 2012;19（Suppl.3）:s430-7
Katayama H， Ito S, Sano T， Takahari D， Mizusawa

点−． 兵庫Breast Cancer Seminar 2012 2012.2 神戸

J， Boku N， Tsuburaya A， Terashima M， Sasako

三 好 康 雄． HER2陽 性 乳 癌におけるシグナル伝 達 系から

M， Stomach Cancer Study Group of the Japan

考える抗 H E R 2 薬の役 割． Tykerb Clinical National

Clinical Oncology group． A phase II study of

Symposium 2012.3 東京

systemic chemotherapy with docetaxel, cisplatin, and

三好康雄． 乳がんの標準治療． 第4回日本癌治療学会アップ
デート教育コース 2012.4 大阪

S-1（DCS）followed by surgery in gastric cancer
patients with extensive lymph node metastasis：Japan
Clinical Oncoloy Group Study JCOG1002． Jpn J Clin

上部消化管外科

Upper Gastrointestinal Surgery

Oncol 2012;42:556-9
Akiyoshi S， Fukagawa T， Ueo H， Ishibashi M,
Takahashi Y， Fabbri M， Sasako M， Maehara Y,
Mimori K， Mori M． Clinical significance of miR-144-

■著書■

ZFX axis in disseminated tumour cells in bone

Sasako M， Fukagawa T． Total gastrectomy with D2

marrow in gastric cancer cases． Br J Cancer

lymph node dissection． In：Khatri VP ed． Atlas of
A d v a n c e d O p e r a t i v e S u r g e r y． P h i l a d e l p h i a：
Saunders 2012:148-155
■学術論文■
［総説］
Sasako M． Gastric cancer eastern experience． Surg
Oncol Clin N Am 2012;21:71-7

2012;107:1345-53
Hanna GB， Boshier PR， Knaggs A， Goldin R,
Sasako M． Improving outcomes after gastroesphageal
cancer resection：can Japanese results be reproduced
in western centers ? ． Arch Surg 2012;147:738-45
Terashima M， Kitada K， Ochiai A， Ichikawa W,
Kurahashi I， Sakuramoto S， Katai H， Sano T,

Yoshikawa T， Sasako M． Adjuvant chemotherapy

Imamura H， Sasako M， ACTS-GC group． Impact

after D2 gastrectomy for gastric cancer． Nat Rev

of expression of human epidermal growth factor

Clin Oncol 2012;9:192-4

receptors EGFR and ERBB2 on survival in stage II/

北川雄光， 瀧内比呂也， 笹子三津留， 小寺泰弘． 胃癌

III gastric cancer． Clin Cancer Res 2012;18:5992-6000

補 助 化 学 療 法の方 向 性 −Post ACTS-GC−． 胃がん

Watanabe K， Ochiai T， Kikuchi S， Kumano T,

perspective 2012;5:5-12

Matsui T， Morimoto K， Yasukawa S， Nakamori S,

松本友寛， 笹子三津留． CLASSIC試験 StageII/IIIの胃癌

Sasako M， Yanagisawa A， Otsuji E． Dermokine

切除後の術後補助化学療法としてXELOX療法の有効性を

expression in intraductal papillary-mucinous neoplasm

検証する多国籍・多施設共同無作為化比較第III相試験.

and invasive pancreatic carcinoma． Anticancer Res

胃がんperspective 2012;5:56-61
松本友寛， 笹子三津留， 菊池正二郎， 海邉展明， 山下英
孝， 小澤りえ． 幽門側胃切除術後Roux-Y再建法． 手術
2012;66:21-6
岸本裕充， 河田尚子， 笹子三津留． 胃がん手術を経た患

2012;32:4405-12
竹村雅至． 胸部食道癌に対する鏡視下手術−鏡視下手術で
できること−． 西宮市医師会医学雑誌 2012;17:52-6
［症例報告］
池辺孝， 眞弓勝志， 濱野玄弥， 堀高明， 竹村雅至． 真

者さんに歯科衛生士がサポートできるコト． 歯科衛生士

性腸石を伴ったMeckel憩室によるイレウスの1例． 日本臨床

2012;36:15-28

外科学会雑誌 2012;73:597-602

山下英孝， 笹子三津留． 噴門側胃切除術． 消化器外科
Nursing 2012;（春季増刊）:76-80

池辺孝， 眞弓勝志， 西岡孝芳， 濱野玄弥， 堀高明， 竹
村雅至． 遺伝性非腺腫性大腸癌の１手術例．日本外科系
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連合学会誌 2012;37:101-5
Takemura M， Yoshida K， Fujiwara Y， Sakurai K,
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回日本胃癌学会総会 2012.2 大阪
北田浩二， 落合淳志， 市川度， 寺島雅典， 倉橋一成，

Takii M． A case of long-term survival after

桜本信一， 片井均， 佐野武， 今村博司， 笹子三津留.

pulmonary resection for metachronous pulmonary

ACTS-GC登録症例におけるEGFRおよびHer2の発現と生

metastasis of basaloid squamous cell carcinoma of the
esophagus． Int J Surg Case Rep 2012;3:451-4
Takemura M， Yoshida K， Takii M， Sakurai K,
Kanazawa A． Gastric malignant schwannoma
presenting with upper gastrointestinal bleeding：a
case report． J Med Case Rep 2012;6:37

存期間との関連． 第84回日本胃癌学会総会 2012.2 大阪
片井均， 佐野武， 笹子三津留． 進行胃がんに対する腹腔鏡
手術の適応拡大−JCOG0912試験の立場から−． 第84回
日本胃癌学会総会 2012.2 大阪
高張大亮， 濱口哲弥， 吉村健一， 片井均， 伊藤誠二，
布施望， 木下平， 安井博史， 寺島雅典， 後藤昌弘，

竹村雅至， 池邊孝， 眞弓勝志， 濱野玄弥． 癒着性腸閉塞

谷川允彦， 長井祐志， 白尾国昭， 佐野武， 笹子三津

に対して腹腔鏡下に手術を行った11例の検討．日本外科系

留． S-1+CDDPによる胃癌術後補助化学療法−再発および

連合学会誌 2012;37:912-6
竹村雅至， 池邊孝， 眞弓勝志， 濱野玄弥， 堀高明． 肝

生存の解析． 第84回日本胃癌学会総会 2012.2 大阪
竹村雅至， 小澤りえ， 多田武志， 海邉展明， 山下英孝，

切除を含む集学的治療が有効であった食道癌術後再発の1

松本友寛， 堀高明， 大嶋勉， 菊池正二郎， 笹子三津

例． 手術 2012;66:1785-8

留． 食道癌に対する気胸併用左側臥位下胸腔鏡下食道切

池辺孝， 眞弓勝志， 西岡孝芳， 濱野玄弥， 堀高明， 竹
村雅至． 腹腔鏡下に切除した後腹膜simple cystの１例.
日本腹部救急医学会雑誌 2012;32:1075-8
■学会発表■
［国際学会］
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高橋佑典， 澤田元太， 石橋正久， 柴田浩平， 田中文

of microenvironment in gastric scirrhous cancer−
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堀高明， 大嶋勉， 菊池正二郎， 笹子三津留． 鏡視下食

用した左側臥位下胸腔鏡下食道切除術の手技とその治療

道切除術における上縦隔郭清手技−気胸併用左側臥位胸

成績． 第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山
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眞弓勝志， 池辺孝， 濱野玄弥， 西岡孝芳， 堀高明， 竹
村雅至． 腸閉塞症に対する腹腔鏡下手術の適応と手技.
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大嶋勉， 堀高明， 菊池正二郎， 笹子三津留． 胸腔鏡下

菊池正二郎， 前山義博， 盛本浩二， 仁和浩貴，松本友

食道切除術のトレーニングシステム構築とその成績． 第66回

寛， 海邉展明， 山下英孝， 大嶋勉， 堀高明， 竹村雅
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竹村雅至， 藤原有史， 森村圭一朗， 東野正幸．ｐT1b食
道癌に対する胸腔鏡下食道切除術の長期治療成績． 第37
回日本外科系連合学会学術集会 2012.6 福岡

おけるがん−線維芽細胞相互作用は胃がん再発の危険因子
である． 第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札幌
前山義博， 菊池正二郎， 仁和浩貴， 盛本浩二， 竹村雅
至， 中森正二， 廣田誠一， 笹子三津留． スキルス胃がん
細胞の移動におけるがん関連線維芽細胞の役割． 第71回
日本癌学会学術総会 2012.9 札幌
竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 仁和浩貴， 松本友寛，

竹村雅至， 小澤りえ， 海邉展明， 山下英孝， 松本友寛，

大嶋勉， 堀高明， 川﨑健太郎， 菊池正二郎， 笹子三津

堀高明， 大嶋勉， 菊池正二郎， 笹子三津留． 胸腔鏡下

留． 胸腔鏡下食道切除術における術中アクシデントとその対

食道切除術のトレーニングシステム構築．（シンポジウム）第

策． 第65回日本胸部外科学会定期学術集会 2012.10 福岡
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竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 小澤りえ， 松本友寛,

留． 胸部下部食道癌に対する鏡視下手術による2領域郭清

堀高明， 大嶋勉， 菊池正二郎， 笹子三津留． 進行食道

の手技と治療成績．（ビデオワークショップ）第74回日本臨床

癌に対する鏡視下上縦隔郭清手技−気胸併用左側臥位胸
腔鏡下食道切除術．（シンポジウム）第65回日本胸部外科
学会定期学術集会 2012.10 福岡
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2012.11 東京
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気胸を併用した左側臥位胸腔鏡下食道切除術の手技とその
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用した左側臥位胸腔鏡下食道切除術の導入後のLearning
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総会 2012.11 東京

消化器外科学会大会 2012.10 神戸

中尾英一郎， 山下英孝， 海邉展明， 松本友寛， 大嶋勉,

堀高明， 竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 小澤りえ，

仁和浩貴， 堀高明， 川﨑健太郎， 竹村雅至， 菊池正二
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術後再発巣に対して２回の腹腔鏡下手術が可能であった１
例． 第10回日本消化器外科学会大会 2012.10 神戸

2012.11 東京
竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 仁和浩貴， 松本友寛，
堀高明， 大嶋勉， 川﨑健太郎， 菊池正二郎， 笹子三津

竹村雅至， 堀高明， 眞弓勝志， 池辺孝． 食道切除後再建

留． 気胸を併用した左側臥位下胸腔鏡下食道切除術とそ

胃管のStaple lineの術後早期穿孔に対して保存的に治癒可

の治療成績．（シンポジウム）第25回日本内視鏡外科学会

能であった１例． 第64回日本気管食道科学学会総会ならび
に学術講演会 2012.11 東京
竹村雅至， 堀高明， 眞弓勝志， 池辺孝． Imatinib投与に

総会 2012.12 横浜
竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 仁和浩貴， 松本友寛,
大嶋勉， 堀高明， 川﨑健太郎， 菊池正二郎， 笹子三津

て経過観察中の頚胸境界部に発症した巨大食道GISTの１

留． 鏡視下食道切除術における術中トラブルシューティング.

例． 第64回日本気管食道科学学会総会ならびに学術講演

（パネルディスカッション）第25回日本内視鏡外科学会総会

会 2012.11 東京
竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 仁和浩貴， 松本友寛，
堀高明， 大嶋勉， 川﨑健太郎， 菊池正二郎， 笹子三津

2012.12 横浜
竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 仁和浩貴， 松本友寛,
堀高明， 大嶋勉， 川﨑健太郎， 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利

留． 胸腔鏡下食道切除術の術者としてのトレーニングシステ

点と欠点．（ビデオシンポジウム）第74回日本臨床外科学会

ム． 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012.12 横浜

総会 2012.11 東京
竹村雅至， 東野正幸， 海邉展明， 山下英孝， 笹子三津

眞弓勝志， 寺倉政伸， 石田幸子， 濱野玄弥， 池辺孝,
竹村雅至． 腸管膜内へ穿通した回腸末端憩室炎に対して
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腹腔鏡下に手術を行った1例． 第25回日本内視鏡外科学会
総会 2012.12 横浜
［地方会等］
濱野玄弥， 池辺孝， 眞弓勝志， 寺倉政伸， 堀高明， 竹
村雅至． 腹腔鏡補助下に切除し得た膵外発育型島細胞腫
の１例． 第191回近畿外科学会 2012.5 大阪

stenosis． China-Japan Exchange Meeting on Gastric
Cancer Treatment in Hangzhou 2012.2 Hangzhou
清水三四郎， 川﨑健太郎， 黒田大介． 質の高い睡眠治療
提案． 第4回兵庫食道内視鏡外科研究会 2012.2 神戸
笹子三津留． 胃癌集学的治療における外科の役割． 北陸胃
癌フォーラム 2012 2012.3 金沢

眞弓勝志， 池辺孝， 濱野玄弥， 堀高明， 竹村雅至． 胃癌

竹村雅至． 逆流性食道炎に対する治療方針と腹腔鏡下手術

術後再発巣に対して２回の腹腔鏡下手術が可能であった１

の実際．（特別講演 ）Acid Control Improves Disease

例． 第191回近畿外科学会 2012.5 大阪

Meeting 2012 2012.3 大阪

池辺孝， 眞弓勝志， 濱野玄弥， 寺倉政伸， 堀高明， 竹
村雅至． 小腸の嵌頓を伴う鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡補
助下小腸切除とメッシュプラグ法を同時に行った1例． 第191
回近畿外科学会 2012.5 大阪
竹村雅至， 海邉展明， 山下英孝， 小澤りえ， 松本友寛,
堀高明， 大嶋勉， 菊池正二郎， 笹子三津留． 気胸併用
左側臥位胸腔鏡下食道切除術における上縦隔郭清手技.
（シンポジウム）第55回関西胸部外科学会学術集会 2012.6
大阪
［研究会・講演会等］
竹村雅至， 東野正幸， 藤原有史． 根治的放射線化学療法
後の鏡視下サルベージ食道切除の問題点とコツ． 第66回手
術手技研究会 2012.5 福岡
眞弓勝志， 寺倉政伸， 池邉孝， 濱野玄弥， 堀高明， 竹
村雅至． 腸閉塞症に対する腹腔鏡下手術の適応と手技.
第28回大阪外科治療研究会 2012.7 大阪
川﨑健太郎， 松本友寛， 菊池正二郎， 大嶋勉， 海邉展

川﨑健太郎． 腹腔鏡下幽門側胃切除術・D2． 第11回兵庫
県有志の会 2012.5 神戸
Sasako M． Current situation of gastric cancer treatment
in Japan． Keynote Lecture in the 7th National
Gastric Cancer Academic Conference 2012.6 Beijing
笹 子 三 津 留． 最 新の胃癌 集 学 的 治 療． 第91回 土 曜 会
2012.6 神戸
川﨑健太郎． 食道癌の集学的治療と手術．（教育講演）第4
回K-消化管研究会 2012.6 大阪
竹村雅至． 気胸を併用した左側臥位胸腔鏡下食道切除術.
第5回兵庫食道内視鏡外科研究会 2012.7 神戸
笹子三津留． 術前化学療法を用いた胃癌集学的治療． 岩手
がん学術講演会 2012.9 岩手
笹子三津留． 外科における臨床試験． 第1回福島腫瘍外科
セミナー 2012.11 福島
笹子三津留． 胃癌治療の標準化と個別化． Gastric Cancer
Symposium in IZUMO 2012.11 出雲

明， 山下英孝， 仁和浩貴， 堀高明， 竹村雅至， 笹子
三津留． 高度リンパ節転移を伴った胃癌に対する腹部大動

下部消化管外科

脈周囲リンパ節郭清の安全性と意義． 第42回胃外科・術後

Lower Gastrointestinal Surgery

障害研究会 2012.11 東京
竹村雅至． 左側臥位気胸併用胸腔鏡下食道切除術における
中下縦隔の郭清手技． 第29回食道内視鏡外科研究会

■著書■

2012.12 横浜

松浦成昭， 冨田尚裕， 門田守人． 腫瘍． 出月康夫， 古瀬

■その他■
笹 子 三 津 留． 胃癌 治 療 最 近の動 向． 伊 丹 市 外 科 医 会
2012.1 伊丹
川﨑健太郎， 竹村雅至， 池田房夫， 姜貴嗣． 自動縫合器
を使用した消化管再建の実際．（ビデオシンポジウム）ステー
プラーを語ろう自動縫合器のこれから 2012.1 神戸
竹村雅至． 食道癌の治療法選択：このように行っています−鏡
視下手術でできること．（学術講演）尼崎市内科医会学術
講演会 2012.2 尼崎
竹村雅至． 通常の手術例と比較した根治的化学放射線療法

彰， 杉町圭蔵 編． NEW外科学． 改訂第3版． 東京：南
江堂 2012:140-62
内野基． 合併症−外科の立場から． クローン病ってこんな病
気． 新版． 福田能啓， 奥田真珠美 編． 東京：診断と治
療社 2012:119-24
冨田尚裕． 腸疾患 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 2012． 東京： 総
合医学社 2012:62-7
■学術論文■
［総説］

後のサルベージ食道切除術の治療成績．（奨励賞受賞記

Suzuki H， Gotoh M， Sugihara K， Kitagawa Y,

念講演）第22回気管食道科学会認定気管食道科専門医大

Kimura W， Kondo S， Shimada M， Tomita N,

会 2012.2 東京

Nakagoe T， Hashimoto H， Baba H， Miyata H,

笹子三津留． 胃がん集学的治療の現状と展望． 第28回京滋
胃癌セミナー 2012.2 京都
笹子三津留． 胃癌の集学的治療における手術の役割． 第4
回京都がん化学療法フォーラム 2012.2 京都
Sasako M． D2+a surgery for the patients with pyloric

Motomura N． Nationwide survey and establishment
of a clinical database for gastrointestinal surgery in
Japan：Targeting integration of a cancer registration
system and improving the outcome of cancer
treatment． Cancer Sci 2011;102:226-30
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Matsubara N. Epigenetic regulation and colorectal cancer.
Dis Colon Rectum 2012; 55: 96-104
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4
Uchino M， Ikeuchi H， Bando T， Matsuoka H,

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹． 炎症性腸疾患の手術適応

Takahashi Y， Takesue Y， Matsumoto T， Tomita N.

と問題点 潰瘍性大腸炎の手術適応と問題点． 日本臨牀

Risk factors for short bowel syndrome in patients

2012;70（増刊1）:420-5

with Crohn’s disease． Surg Today 2012;42:447-52

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹． 炎症性腸疾患の手術適応

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T,

と問題点 クローン病の手術適応と問題点．日本臨牀 2012;70

Takahashi Y， Takesue Y， Matsumoto T， Tomita N.

（増刊1）:426-31
竹末芳生， 池内浩基， 内野基．ドレーンの必要性について
のエビデンス． 臨床外科 2012;67:306-10

Clinical features and management of parastomal
pyoderma gangrenosum in inflammatory bowel
disease． Digestion 2012;85:295-301

冨田尚裕， 池内浩基， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T， Hirata

山岸大介， 濵中美衣， 小林政義， 松原長秀， 内野基,

A， Yasukawa S， Takesue Y， Tomita N． Surgical

田村和朗． 大腸全摘後の再建法とQOL． 消化器外科

procedure for sporadic colorectal cancer in patients

2012;35:1917-26

with mild ulcerative colitis． Case Rep Gastroenterol

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹． 潰瘍性大腸炎急性増悪.
外科 2012;74:377-81
池 内 浩 基， 内 野 基． 瘻 孔 癌（fistula cancer）
． 胃と腸
2012;47:775

2012;6:635-42
Mochizuki I， Takiuchi H， Ikejiri K， Nakamoto Y,
Kinugasa Y， Takagane A， Endo T， Shinozaki H,
Takii Y， Takahashi Y， Mochizuki H， Kotake K,

塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,

Kameoka S， Takahashi K， Watanabe T， Watanabe

山岸大介， 濵中美衣， 小林政義， 冨田尚裕．「2cm以

M， Boku N， Tomita N， Matsubara Y， Sugihara K.

下の大腸進行癌」の特徴（外科の立場から）
（5）2cm以

Safety of UFT/LV and S-1 as adjuvant therapy for

下の大腸進行癌の取り扱い． Intestine 2012;16:352-6

stageⅢ colon cancer in phaseⅢ trial：ACTS-CC trial.

内野基， 池内浩基， 竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎
手術におけるSSIの検討． 日本腹部救急医学会雑誌 2012;
32:1033-9

Br J Cancer 2012;106:1268-73
Yamagishi D， Matsubara N， Noda M， Yamano T,
Tsukamoto K， Kuno T， Hamanaka M， Kobayashi M,

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

Ikeuchi H， Matsuda I， Hirota S， Tomita N.

冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎の外科治療 開腹手術． 臨床外

Clinicopathological characteristics of rectal carcinoid

科 2012:67:1231-4

patients undergoing surgical resection． Oncol lett

池内浩基， 内野基， 中埜廣樹， 松岡宏樹， 坂東俊宏,
冨田尚裕． 胃腸食道領域 潰瘍性大腸炎に対する手術.
手術 2012;66:1349-54

2012;4:910-4
K u n o T， M a t s u b a r a N， T s u d a S， K o b a y a s h i M ,
Hamanaka M， Yamagishi D， Tsukamoto K， Yamano

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

T， Noda M， Ikeuchi H， Kim S， Tamura K， Tomita

冨田尚裕． 炎症性腸疾患におけるストーマ造設に関する諸

N． Alterations of the base excision repair gene

問題． 外科 2012;74:1468-73

MUTYH in sporadic colorectal cancer． Oncol Rep

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,
冨田尚裕． 炎症性腸疾患． 救急医学 2012;36:1546-51

2012;28:473-80
Nakarai C， Osawa K， Matsubara N， Ikeuchi H,

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,

Yamano T， Okamura S， Kamoshida S， Tsutou A,

松本譽之． 潰瘍性大腸炎術後の回腸嚢炎の治療をどうする

Takahashi J， Ejiri K， Hirota S， Tomita N， Kido Y.

か？． IBD Research 2012;6:220-4

Significance of ELF3 mRNA expression for detection

［原著］
Whitehall VL， Rickman C， Bond CE， Ramsnes I,
Greco SA， Umapathy A， McKeone D， Faleiro RJ,

of lymph node metastases of colorectal cancer.
Anticancer Res 2012;32:3753-8
仲田洋美， 岡本陽子， 金子景香， 中野芳朗， 三好康雄,

Buttenshaw RL， Worthley DL， Nayler S， Zhao ZZ,

冨田尚裕， 玉置知子． 家族性腫瘍の診断において遺伝子

Montgomery GW， Mallitt KA， Jass JR， Matsubara

検査を「受けない」という意思決定． 家族性腫瘍 2012;12:

N， Notohara K， Ishii T， Leggett BA． Oncogenic
PIK3CA mutations in colorectal cancers and polyps.
Int J Cancer 2012;131:813-20

35-8
Ikeuchi H， Uchino M， Matsuoka H， Bando T， Takesue
Y， Tomita N． Clinical outcomes after restorative

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Matsumoto T,

proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis

T a k e s u e Y， T o m i t a N． C l i n i c a l f e a t u r e s a n d

using ultrasonically activated scalpel for ulcerative

management of duodenal fistula in patients with
Crohn’s disease． Hepatogastroenterology 2012;59:171-

colitis． Int Surg 2012;97:210-8
Ishiguro M， Mochizuki H， Tomita N， Shimada Y,
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Takahashi K， Kotake K， Watanabe M， Kanemitsu

between tumor regression grade and lymph node

Y， Ueno H， Ishikawa T， Uetake H， Matsui S,

status after short-term radiation in rectal cancer.

Teramukai S， Sugihara K． Study protocol of the
SACURA trial：a randomized phase Ⅲ trial of efficacy
and safety of UFT as adjuvant chemotherapy for
stage Ⅱ colon cancer． BMC Cancer 2012;12:281

The 13th Korea-Japan-China（KJC）Colorectal Cancer
（CRC）Symposium 2012.9 Seoul
Hamanaka M， Yamano T， Kobayashi M， Yamagishi D，
Kuno T， Tsukamoto K， Noda M， Matsubara N，

Matsuda I， Matsubara N， Aoyama N， Hamanaka M,

Tomita N． Preoperative chemoradiation therapy for

Yamagishi D， Kuno T， Tsukamoto K， Yamano T,

locally advanced lower rectal cancer． The 13th

Noda M， Ikeuchi H， Tomita N， Hirota S． Metastatic

Korea-Japan-China（KJC）Colorectal Cancer（CRC）

lobular carcinoma of the breast masquerading as a
primary rectal cancer． World J Surg Oncol 2012;10:
231
［症例報告］

Symposium 2012.9 Seoul
Kobayashi M， Noda M， Hamanaka M， Yamagishi D,
Kuno T， Tsukamoto K， Yamano T， Matsubara N,
Tomita N． Ileal J-pouch adenocarcinoma in three

Hashimoto M， Tanaka F， Yoneda K， Kon d o N ,

patients with familial adenomatous polyposis． The

Takuwa T， Matsumoto S， Kuroda A， Noda M,

13th Korea-Japan-China（KJC）Colorectal Cancer

Tomita N， Hasegawa S． Circulating tumor cells as a
potential biomarker in selecting patients for
pulmonary metastasectomy from colorectal cancer：
report of a case． Case Rep Oncol 2012;5:542-5
■学会発表■
［国際学会］

（CRC）Symposium 2012.9 Seoul
［国内学会］
内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,
冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎術後， 回腸嚢炎の検討． 第
111回日本外科学会定期学術集会 2011.5 東京
桑原隆一， 池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏,

Ikeuchi H， Uchino M， Matsuoka H， Bando T， Hirata

平田晃弘， 冨田尚裕． 発症後30年で発症した， 多彩な

A， Takesue Y， Tomita N， Matsumoto T． Surgery

病理形態を示したcolitic cancerの１例． 第8回日本消化管

for ulcerative colitis in elderly patients． The 6th
Korea-Japan IBD Symposium 2012.1 Tokyo
Kunieda K， Sadahiro S， Mishima H， Hamada C,
Saji S， Sakamoto J， Sato T， Hirai T， Maeda A,

学会総会学術集会 2012.2 仙台
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
冨田尚裕． クローン病癌合併症例の現状と予後． 第8回日
本消化管学会総会学術集会 2012.2 仙台

Yoshida K， Akamatsu H， Ohue M， Ohta N,

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

Kinugasa Y， Fujii S， Hasegawa J， Tamagawa K,

竹末芳生， 中村志郎， 松本譽之， 冨田尚裕． 潰瘍性大

Yamaguchi S， Tomita N． Six months versus twelve

腸炎に合併したsporadic cancerの治療．（コアシンポジ

months of capecitabine as adjuvant chemotherapy for

ウム）第8回日本消化管学会総会学術集会 2012.2 仙台

stageⅢ（Dukes’ C）colon cancer: Initial safety report

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

for the open-label randomized phaseⅢ study（JFMC37-

竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎穿孔症例に対する

0801）
． American Society of Clinical Oncology（ASCO

治療方針．（ワークショップ）第48回日本腹部救急医学会総

2012）2012.6 Chicago
Tsukamoto K， Matsubara N， Noda M， Yamano T,
Kuno T， Yamagishi D， Hamanaka M， Kobayashi M，
Tomita N． Laparoscopic vs． open restorative
proctocolectomy and ileal pouch anal anastomosis for

会 2012.3 金沢
内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 潰瘍性大腸炎手術におけ
る抗菌合成吸収糸の手術部位感染に対する効果．（ワーク
ショップ）第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢
小林政義， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 塚本潔,

familial adenomatous polyposis． XXV Biennial

久野隆史， 山岸大介， 濵中美衣， 冨田尚裕． 開腹手術

Congress of International Society of University Colon

の既往なく癒着性腸閉塞から大腸穿孔に至った1例． 第48

and Rectal Surgeons（ISUCRS 2012）2012.6. Bologna

回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢

Matsubara N， Tsukamoto K， Kobayashi M， Hamanaka

石黒めぐみ， 杉原健一， 固武健二郎， 西村元一， 冨田尚

M， Yamagishi D， Kuno T， Yamano T， Noda M,

裕， 市川度， 福島雅典． 大腸癌術後補助療法における

Tomita N． Molecular classification of colorectal

個別化治療を目指した大規模コホート研究の試み：B-CAST.

cancer and possible clinical applications． XXV

（サージカルフォーラム）第112回日本外科学会定期学術集会

Biennial Congress of International Society of
University Colon and Rectal Surgeons（ISUCRS
2012）2012.6. Bologna
Beppu N， Kimura H， Kishimoto M， Aihara T，
Yanagi H， Yamanaka N， Tomita N． The correlation

2012.4 幕張
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． 潰瘍性大腸炎手術症例の現状と
今後の課題．（シンポジウム）第112回日本外科学会定期学
術集会 2012.4 幕張
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山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,
濵中美衣， 小林政義， 松原長秀， 冨田尚裕． 当科の大
腸癌StageⅢ症例におけるリンパ節外転移の臨床病理学的
意義．（サージカルフォーラム）第112回日本外科学会定期学
術集会 2012.4 幕張
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のろう孔形成が原因と思われた後腹膜巨大気腫性腫瘤の１
例． 第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山
松原長秀． がんの発生， 癌の進展のリスク診断−epigenetic
な変化はどのように関与しているか−．（招待シンポジウム）
第30回日本ヒト細胞学会学術集会 2012.8 大阪

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

山野智基， 津田聡司， 久保秀司， 中島秀典， 濵中美衣,

竹 末 芳 生， 冨 田 尚 裕． Loop ileostomyにおけるoutlet

小林政義， 山岸大介， 久野隆史， 塚本潔， 野田雅史,

obstruction． 第112回日本外科学会定期学術集会 2012.4

松原長秀， 冨田尚裕． 大腸癌細胞とFR90 1464耐性細胞

幕張

でのFR90 1464による細胞障害性と遺伝子導入への影響.

松原長秀， 小林政義， 濵中美衣， 久野隆史， 山岸大介,

第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札幌

塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 田村和朗， 冨田尚裕.

久保秀司， 山野智基， 吉川良恵， 森永伴法， 玉置知子,

実臨床に即したポリポーシス病期診断基準案．（シンポジ

田川雅敏， 笠原典之． 悪性中皮腫に対する二重制御型腫

ウム）第18回日本家族性腫瘍学会学術集会 2012.6 大阪

瘍溶解アデノウィルスの開発． 第71回日本癌学会学術総会

山野智基， 小林政義， 濵中美衣， 久野隆史， 山岸大介,
塚本潔， 松原長秀， 田村和朗， 冨田尚裕． 腹壁を穿破

2012.9 札幌
久野隆史， 松原長秀， 津田聡司， 小林政義， 濵中美衣,

し， 前腹壁に巨大腫瘤を形成したStage4デスモイドの１症

山岸大介， 塚本潔， 山野智基， 野田雅史， 池内浩基,

例． 第18回日本家族性腫瘍学会学術集会 2012.6 大阪

田村和朗， 冨田尚裕． 散発性大腸癌における塩基除去修

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 平田晃弘， 竹末芳生,
冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎の外科治療の役割．（パネルディ
スカッション）第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山
松原長秀， 野田雅史， 小林政義， 濵中美衣， 山岸大介,
久野隆史， 塚本潔， 山野智基， 冨田尚裕． 術前放射線
化学療法を行った局所進行直腸癌の長期治療成績と肛門

復遺伝子であるMUTYH遺伝子の変化． 第71回日本癌学
会学術総会 2012.9 札幌
田村和朗， 松原長秀， 冨田尚裕． 過誤腫性ポリポーシス症
候群の遺伝子検査． 第71回日本癌学会学術総会 2012.9
札幌
松岡宏樹， 内野基， 坂東俊宏， 竹末芳生， 池内浩基,

温存術式の長期観察におけるQOL．第67回日本消化器外

冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎術後の出血性十二指腸病変に対

科学会総会 2012.7 富山

しIFXを使用した１例． 第84回日本消化器内視鏡学会総会

野田雅史， 小林政義， 濵中美衣， 山岸大介， 久野隆史,

2012.10 神戸

山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕． 大腸癌肝

山野智基．リンパ節外転移・浸潤は大腸癌において予後不良

転移に対する術前化学療法後の肝切除の検討．（シンポジ

因子である可能性がある． 第50回日本癌治療学会学術集

ウム）第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富山

会 2012.10 横浜

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

松原長秀． 炎症を母地とした特殊大腸癌colitic cancerの発

高橋佳子， 竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎術後

癌機構におけるメチル化の関与． 第50回日本癌治療学会学

parastomal pyoderma gangrenosumに対するステロイドセ
ミパルス療法． 第67回日本消化器外科学会総会 2012.7 富
山
山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,
小林政義， 松原長秀， 冨田尚裕．リンパ節外転移・リン
パ節外浸潤は大腸癌治癒切除後の再発高危険因子と考えら

術集会 2012.10 横浜
冨田尚裕． 大腸がん． 第50回日本癌治療学会学術集会
2012.10 横浜
冨田尚裕． 大 腸3． 第50回日本 癌 治 療 学 会 学 術 集 会
2012.10 横浜
田村和朗， 金相赫， 喜多瑞穂， 石川真澄， 伊田和史,

れ， 術後補助療法の適応である． 第67回日本消化器外科

久野隆史， 山野智基， 松原長秀， 冨田尚裕． 大腸腺

学会総会 2012.7 富山

腫症及び散発性大腸癌における塩基除去修復遺伝子

塚本潔， 松原長秀， 野田雅史， 山野智基， 久野隆史,
山岸大介， 濵中美衣， 冨田尚裕． FAPの２期的腹腔鏡

MUTYH 遺伝子異常の関与． 第23回日本消化器癌発生学
会総会 2012.11 鳴門

下IPAA術後に人工肛門閉鎖と同時に腹腔鏡下腸閉塞解

Uchino M， Ikeuchi H， Tomita N， Takesue Y． Surgical

除術を施行し得た経験． 第67回日本消化器外科学会総会

site infection following surgery for inflammatory

2012.7 富山

bowel disease．（Asian Session）第25回日本外科感染症

濵中美衣， 山野智基， 小林政義， 山岸大介， 久野隆史,

学会総会 2012.11 千葉

塚本潔， 野田雅史， 松原長秀， 冨田尚裕． スプライシン

松原長秀， 長尾厚樹， 冨田尚裕． 一部の大腸鋸歯ポリープ

グ因子阻害剤FR901464とヒストン脱アセチル化酵素阻害剤

の特徴的な発癌機構−どの鋸歯状病変から発癌するの

の大腸癌細胞株への増殖抑制効果の検討． 第67回日本消

か−．（ワークショップ）第67回日本大腸肛門病学会学術集

化器外科学会総会 2012.7 富山

会 2012.11 福岡

山岸大介， 山野智基， 松原長秀， 野田雅史， 塚本潔,

山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

久野隆史， 濵中美衣， 小林政義， 冨田尚裕． 消化管と

濵中美衣， 松原長秀， 冨田尚裕． EX陽性（リンパ節外
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転移・浸潤陽性）の治癒切除後大腸癌は補助化学療法の

濵中美衣， 野田雅史， 小林政義， 山岸大介， 久野隆史,

効果に乏しく再発高危険度群である．（パネルディスカッ

塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕.

ション）第67回日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

異 時 性 腹 膜 転 移に対 するneoadjuvant chemotherapy.

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,

第76回大腸癌研究会 2012.1 宇都宮

竹末芳生， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎の手術のタイミング

山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

周術期死亡からみた検討．（シンポジウム）第67回日本大腸

濵中美衣， 小林政義， 松原長秀， 冨田尚裕．リンパ節

肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

外転移・リンパ節外浸潤はStage3の再発高危険因子であ

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
樋田信幸， 福永健， 中村志郎， 松本譽之， 竹末芳生,

る． 第76回大腸癌研究会 2012.1 宇都宮
山野智基， 野田雅史， 塚本潔， 久野隆史， 山岸大介,

冨田尚裕． 炎症性腸疾患手術における発癌症例の検討.

濵中美衣， 小林政義， 松原長秀， 冨田尚裕． 当科に

（パネルディスカッション）第67回日本大腸肛門病学会学術集

おける高齢者大腸癌の化学療法 術後補助化学療法と

会 2012.11 福岡
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

Charlson Indexについての検討． 第77回大腸癌研究会
2012.7 東京

竹末芳生， 中村志郎， 松本譽之， 冨田尚裕． 潰瘍性大

野田雅史， 小林政義， 濵中美衣， 山岸大介， 久野隆史,

腸炎術後pouchitisの現状と対策．（ワークショップ）第67回

塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 池内浩基， 冨田尚裕.

日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

術前・術後化学療法を併用した大腸癌肝転移症例の検討.

桑原隆一， 池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏,

第77回大腸癌研究会 2012.7 東京

竹末芳生， 冨田尚裕． 直腸空置後12年でseton挿入部に

石黒めぐみ， 植竹宏之， 石川敏昭， 瀧内比呂也， 望月英

発癌を認めたクローン病の１例． 第67回日本大腸肛門病学

隆， 固武健二郎， 高橋慶一， 渡邉聡明， 亀岡信悟,

会学術集会 2012.11 福岡

渡邊昌彦， 冨田尚裕， 林成和， 杉原健一． UFT+LV

冨田尚裕． エビデンスに基づく大腸癌術後補助化学療法.
（ランチョンセミナー）第67回日本大腸肛門病学会学術集会
2012.11 福岡
冨田尚裕． 大腸癌 開腹手術．（総合特別企画）第74回日本
臨床外科学会総会 2012.11 東京
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

を用いた結腸癌術後補助療法における高齢者の有害事象の
特徴：ACTS-CC trial安全性中間解析． 第77回大腸癌研
究会 2012.7 東京
内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 岡山カナ子,
國富幸江， 冨田尚裕． Loop ileostomyにおける縫合糸の
取扱い． 第54回関西STOMA研究会 2012.6 芦屋

冨田尚裕． クローン病腸管切除例の長期予後．（ワーク

■その他■

ショップ）第74回日本臨床外科学会総会 2012.11 東京

内野基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 池内浩基． Q&A−専門

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,
冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎に合併したcolitic cancerに対す
るPET検査の有用性と問題点．（要望演題）第74回日本臨
床外科学会総会 2012.11 東京
松原長秀， 野田雅史， 小林政義， 濵中美衣， 山岸大介,
久野隆史， 塚本潔， 山野智基， 冨田尚裕． ISRおよび
CAA術後anastomosis failure後のQOLの向上のための再
吻合術の試みと機能評価． 第74回日本臨床外科学会総会
2012.11 東京
濵中美衣， 野田雅史， 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． 直腸癌局所
再発に対し術前化学放射線療法を行いpCRが得られた１

医に聞くIBD−開腹手術vs腹腔鏡手術の選択はどのようにお
こなうべきですか？． IBD Research 2012;6:190-3
山野智基， 冨田尚裕． Challenge quiz 貴方も名医． Clinic
Magazine 2012;512:48,68-9
野田雅史． 機能温存手術の適応と限界． 第19回日本外科学
会生涯教育セミナー 2011.6 大阪
松原長秀． 大腸癌再診の診断・治療法−大腸癌死亡ゼロは
可能か−． 兵庫医科大学市民公開講座 2012.9 西宮
松原長秀． 大腸癌治療における地域連携の現状と将来． 大
腸がんセミナー 2012.10 神戸
［兼任］
池内浩基（IBDセンター 参照）

例． 第74回日本臨床外科学会総会 2012.11 東京
小林政義， 野田雅史， 濵中美衣， 山岸大介， 久野隆史,

産科婦人科学

塚本潔， 山野智基， 松原長秀， 冨田尚裕． 家族性大腸

Obstetrics and Gynecology

腺腫症に対し大腸全摘術施行後約25年にJ型回腸嚢内に
癌を認めた症例． 第74回日本臨床外科学会総会 2012.11
東京
松原長秀， 塚本潔， 濵中美衣， 小林政義， 山岸大介,
久野隆史， 野田雅史， 冨田尚裕． Chronic ideopathic
pseudo obstructionに対する手術適応と腹腔鏡手術の有用
性の検討． 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012.12 横浜
［研究会・講演会等］

■学術論文■
［総説］
澤井英明． 出生前診断の遺伝カウンセリング． 臨床婦人科産
科 2012;66:1063-70
澤井英明． 胎児骨系統疾患の診断と遺伝的背景．日本遺伝
カウンセリング学会誌 2012;33:25-8

兵庫医大業績録（2012）
鍔本浩志． 子宮体癌について−産婦人科専門医取得を目指
す先生方へ−． 産婦人科の進歩 2012;64:173-7
小森慎二， 武信尚史， 和田龍． 抗精子抗体の評価と治療.
日本医師会雑誌 2012;141:1226-7
［原著］
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arterial chemotherapy followed by vaginal
trachelectomy． 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society（IGCS2012）
2012.10 Vancouver
Sakane R， Kanazawa R， Murakami R， Kato T， Ito Y，

Yamada T， Takagi M， Nishimura G， Akaishi R,

Tsubamoto H， Komori S． Neoadjuvant transarterial

Furuta I， Morikawa M， Yamada T， Cho K， Sawai

Chemoembollzation（TACE）for locally advanced

H， I k e g a w a S， H a s e g a w a T， M i n a k a m i H .

cervical adenocarcinoma． 14th Biennial Meeting of

Recurrence of osteogenesis imperfecta due to

the International Gynecologic Cancer Society

maternal mosaicism of a novel COL1A1 mutation.
Am J Med Genet A 2012;158A:2969-71
Tsubamoto H， Kanazawa R， Inoue K， Ito Y， Komori

（IGCS2012）2012.10 Vancouver
［国内学会］
鍔本浩志， 井上佳代， 本多釈人， 坂根理矢， 細田容子，

S， Maeda H， Hirota S． Fertility-sparing

伊藤善啓， 金澤理一郎， 小森慎二． 進行･再発婦人科

management for bulky cervical cancer using

がんに対するリュープロレリンの有効性について後方視的検

neoadjuvant transuterine arterial chemotherapy

討． 第64回日本産科婦人科学会学術講演会 2012.4 神戸

followed by vaginal trachelectomy． Int J Gynecol

井上佳代， 鍔本浩志， 伊藤善啓， 金澤理一郎， 原田佳世

Cancer 2012;6:1057-62

子， 荻野舞， 細田容子， 浮田祐司， 小熊（森岡）朋

Takekuma M， Hirashima Y， Ito K， Tsubamoto H,

子， 澤井英明， 小森慎二． 婦人科癌（前癌病変を含

Tabata T， Arakawa A， Itani Y， Furukawa N,

む）を発 症した遺伝性非ポリポーシス大腸癌（Hereditary

Murakoshi H， Takeuchi S． Phase II trial of

Non-Polyposis Colorectal Cancer：HNPCC，リンチ症候

paclitaxel and nedaplatin in patients with advanced/

群 ）の4例． 第64回日本 産 科 婦 人 科 学 会 学 術 講 演 会

recurrent uterine cervical cancer：a Kansai Clinical
Oncology Group study． Gynecol Oncol 2012;126:341-5

2012.4 神戸
金澤理一郎， 井上佳代， 池田ゆうき， 浮田祐司， 伊藤善

Hardiyanto L， Hasegawa A， Komori S． The N-linked

啓， 鍔本浩志， 小森慎二． 総排泄管症候群から発生した

carbohydrate moiety of male reproductive tract CD52

腟腺癌の1例． 第64回日本産科婦人科学会学術講演会

（mrt-CD52）interferes with the complement system

2012.4 神戸

via binding to C1q． J Reprod Immunol 2012;94:142-50

池田ゆうき， 長谷川昭子， 脇本裕， 加藤徹， 荻野舞，

井上佳代， 鍔本浩志， 金澤理一郎， 本多釈人， 加藤徹，

田中宏幸， 小森慎二． カニクイザルにおける卵巣組織の免

脇本裕， 荻野舞， 澤井英明， 窪田耕三， 羽尾裕之.

疫組織学的検討． 第64回日本産科婦人科学会学術講演

妊 孕 能 温 存 治 療を行った 若 年 者atypical polypoid
adenomyoma（APAM）の2例． 産婦人科の進歩 2012;

会 2012.4 神戸
伊藤善啓， 坂佳世， 伴知子， 坂根理矢， 加藤徹， 浮田

64:483-9

祐司， 田中宏幸， 小森慎二． 後腹膜に発生した巨大

■学会発表■

Parasitic myomaの一 例． 第64回日本産科婦人科学会学

［国際学会］
Sawai H， Ogino M， Hosoda Y， Honda O， Komori S.

術講演会 2012.4 神戸
原田佳世子， 武信尚史， 細田容子， 和田龍， 森本真晴，

National survey on the lincidence and prognasis of

脇本裕， 澤井英明， 小森慎二． ペンタゾシン長期投与し

thanatophoric pysplasia． International Synposium on

出生した児に小腸閉鎖を認めた1症例． 第64回日本産科婦

Pnysical Pesign（ISPD2012）2012.3 California
Tanaka H， Kaushal K， Wilson S， Myers D， Ducsay

人科学会学術講演会 2012.4 神戸
和田龍， 浮田祐司， 小熊（森岡）朋子， 加藤徹， 伴知

C.Long-term hypoxia does not alter co-localization of

子， 田中宏幸， 澤井英明， 小森慎二． 胎内診断が困難

heat shock protein 90 or caveolin-1 with enos in the

であった総排泄腔外反症の1例． 第64回日本産科婦人科学

ovine fetal adrenal． 2012 SGI 59th Annual Scientific
Meeting 2012.3 San Diego

会学術講演会 2012.4 神戸
武信尚史， 原田佳世子， 坂根理矢， 池田ゆうき， 坂佳

Wada R， Ikeda Y， Wakimoto Y， Kato T， Morimoto

世， 内田暁子， 澤井英明， 小森慎二． 胎児超音波検査

N， Sawai H， Komori S． A case of undiagnosed

で指摘された胎児後腹膜腫瘍の1症例． 第64回日本産科婦

c l o a c a l - e x s t r o p h y． 2 2 n d W o r l d C o n g r e s s o n
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
（ISUOG2012）2012.9 Copenhagen
Kanazawa R， Oguma T， Ikeda Y， Inoue K， Tubamoto
H， Komori S． Fertility-sparing management for
bulky cervical cancer using neoadjuvant trans-uterine

人科学会学術講演会 2012.4 神戸
澤井英明， 小森慎二． 母体血清マーカー検査における遺伝カ
ウンセリングの意義 遺伝カウンセリング前後の妊婦の行動から
考える． 第64回日本産科婦人科学会学術講演会 2012.4
神戸
荻野舞， 池田ゆうき， 坂根理矢， 本多釈人， 森岡朋子，
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森本真晴， 浮田祐司， 細田容子， 田中宏幸， 澤井英

徹， 細田容子， 荻野舞， 田中宏幸， 澤井英明． ART

明， 小森慎二． 子宮内膜癌病変周辺組織における遺伝子

代替血清添加培地を用いたマウス初期2次卵胞の体外培養

発現の網羅的検討． 第64回日本産科婦人科学会学術講演

法について． 第27回日本生殖免疫学会総会・学術集会

会 2012.4 神戸

2012.12 高槻

持田菜穂子， 赤谷（長谷川）昭子， 荻野舞， 池田ゆう

田中宏幸， 長谷川昭子， 澤井英明． 精子不動化抗体の対

き， 守井見奈， 小森慎二． ART代替血清添加培養液を

応抗原の役割：mrt-CD52はC1qを介して補体作用を障害す

用いたマウス未熟卵胞の発育培養． 第53回日本哺乳動物

る． 第27回日本生殖免疫学会総会・学術集会 2012.12 高

卵子学会 2012.5 大阪
潮田まり子． 顔面肩甲上腕筋ジストロフィーの父親をもつ患者
の出生前遺伝カウンセリング． 第36回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会 2012.6 長野
守井見奈． 遺伝子多型を有するToriello Carey症候群の遺
伝カウンセリング． 第36回日本遺伝カウンセリング学会学術集
会 2012.6 長野
池田ゆうき， 坂根理矢， 和田龍， 原田佳世子， 武信尚

槻
［地方会等］
森岡朋子， 浮田祐司． 子宮筋腫によるPseudo-Meigs’
症候群の1症例． 第126回近畿産科婦人科学会学術集会
2012.6 大阪
脇本裕， 森岡朋子， 池田ゆうき， 荻野舞， 細田容子，
内田暁子， 伊藤善啓， 坂佳世， 金澤理一郎， 鍔本浩
志， 小森慎二． 当科で治療した遺伝性非ポリポーシス大

史， 田中宏幸， 澤井英明， 奥山宏臣， 佐々木隆士，

腸癌（HNPCC，リンチ症候群）の4例． 第126回近畿産

野瀬聡子， 樋上敦紀， 皆川京子． 出生前診断された後

科婦人科学会学術集会 2012.6 大阪

腹膜肺葉外肺分画症の一例． 第48回日本周産期・新生児
医学会学術集会 2012.7 さいたま
坂根理矢， 金澤理一郎， 原田佳世子， 荻野舞， 井上佳

井上佳代， 鍔本浩志． 再発婦人科癌に対するdocetaxel
（TXT）腹腔内投与の第 I 相臨床試験−KCOG-0601−.
第126回近畿産科婦人科学会学術集会 2012.6 大阪

代， 鍔本浩志， 小森慎二， 羽尾裕之， 堀江稔． 血中テ

浮田祐司， 森岡朋子． 悪性卵巣腫瘍の手術の際に発見され

ストステロン， AFPが高値であった卵巣セルトリ・ライディヒ

た悪性腹膜中皮腫の1例． 第126回近畿産科婦人科学会

細胞腫の1例． 第52回日本婦人科腫瘍学会学術講演会

学術集会 2012.6 大阪

2012.7 東京

森本真晴， 武信尚史， 原田佳世子， 加藤徹， 池田ゆう

井上佳代， 鍔本浩志， 金澤理一郎， 本多釈人， 小森慎

き， 坂根理矢， 和田龍， 澤井英明， 小森慎二． Pena-

二． 進行再発低悪性度子宮内膜間質肉腫（LGESS）8例

Shokeir症候群の1例． 第86回兵庫県産科婦人科学会総

における18FDG-PETと臨床病理学的検討． 第52回日本
婦人科腫瘍学会学術講演会 2012.7 東京
田中宏幸． 抗精子抗体の対応抗原の役割． 第40回日本臨
床免疫学会総会 2012.9 東京
本多釈人， 武信尚史， 原田佳世子， 金澤理一郎， 坂根理

会ならびに学術集会 2012.6 神戸
浮田祐司， 澤井英明， 潮田まり子， 守井見奈， 内田暁
子， 田中宏幸， 小森慎二． 双胎妊娠に対する羊水染色
体検査の当院での実施状況． 第86回兵庫県産科婦人科学
会総会ならびに学術集会 2012.6 神戸

矢， 小森慎二． SLE合併妊娠にPIHを発症しHELLP症候

本多釈人， 井上佳代， 伊藤善啓， 金澤理一郎， 鍔本浩

群を呈した一例． 第33回日本妊娠高血圧学会学術集会

志， 小森慎二， 小牧よし子， 小西尚美． 兵庫医科大学

2012.9 長崎
守井見奈， 潮田まり子， 原田佳世子， 武信尚史， 田中宏
幸， 澤井英明． 遺伝子検査により確定診断に至った骨系
統疾患の遺伝カウンセリング． 日本人類遺伝学会第57回大
会 2012.10 東京
澤井英明． 生殖医療に必要な遺伝カウンセリングの概要． 第
57回日本生殖医学会学術講演会・総会 2012.11 長崎
田中宏幸． 兵庫医科大学における生殖医療の現状と問題点.
第57回日本生殖医学会学術講演会・総会 2012.11 長崎

病院婦人科における緩和医療地域連携の取り組み． 第86
回兵庫県産科婦人科学会総会ならびに学術集会 2012.6 神
戸
小熊朋子， 細田容子， 坂佳世， 荻野舞， 脇本裕， 和田
龍， 小森慎二． 早期卵巣機能不全としてKaufmann療法
中に妊娠に至った1症例． 第86回兵庫県産科婦人科学会
総会ならびに学術集会 2012.6 神戸
［科学研究費等班会議］
澤井英明， 沼部博直， 山田崇弘， 堤誠司， 篠塚憲男， 林

持田菜穂子， 長谷川昭子， 荻野舞， 池田ゆうき， 田中宏

総， 高橋雄一郎， 佐世正勝， 室月淳． 厚生労働科学研

幸， 小森慎二． ART代替血清添加培地を用いたマウス未

究費補助金・難治性疾患克服研究事業・致死性骨異形成

発育卵胞の体外培養について． 第57回日本生殖医学会学

症の診断と予後に関する研究班． 致死性骨異形成症の頻

術講演会 2012.11 長崎

度と予後に関する全国調査から． 第48回日本周産期・新生

守井見奈， 長谷川昭子， 持田菜穂子， 荻野舞， 池田ゆう
き， 田中宏幸， 澤井英明． 卵丘細胞による精子貧食作用
とその分子機構． 第27回日本生殖免疫学会総会・学術集
会 2012.12 高槻
池田ゆうき， 持田菜穂子， 長谷川昭子， 脇本裕， 加藤

児医学会学術集会 2012.7 さいたま
［研究会・講演会等］
守井見奈， 荻野舞， 池田ゆうき， 長谷川昭子， 小森慎
二． 卵丘細胞の精子貧食作用とその作用機序について.
第44回関西アンドロロジーカンファレンス 2012.3 大阪

兵庫医大業績録（2012）
細田容子． in vitroでの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5回六甲産婦人
科疾患研究会 2012.5 西宮
田中宏幸． Loma Linda 大学留学を終えて． 第5回六甲産
婦人科疾患研究会 2012.5 西宮
鍔本浩志． 当科における緩和医療地域連携の取り組み． 第5
回六甲産婦人科疾患研究会 2012.5 西宮
■その他■
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■学術論文■
［総説］
福西成男， 吉矢晋一， 宮脇淳志， 山下仁司． 阪神淡路大
震災の経験を踏まえて．整形・災害外科 2012;55:273-7
麩谷博之， 福永訓， 吉矢晋一． 大腿骨転子部の単発性骨
嚢腫． 整形・災害外科 2012;55:617-21
吉矢晋一． 各種靱帯再建材料の特性と採取の影響． 臨床ス
ポーツ医学 2012;29:487-92

小森慎二．「兵庫医大の特徴活用型周産期医療支援事
業」の中間報告． 周産期医療環境整備事業第1回報告会

田中寿一． アスリートの手指の外傷と障害に対する診察のポイン
ト． 臨床スポーツ医学 2012;29:571-6
藤岡宏幸， 常深健二郎， 髙木陽平． 手指屈筋腱障害． 臨

2012.3 西宮
坂根理矢． 2年間の周産期医療環境整備事業の支援を受け
て． 周産期医療環境整備事業第1回報告会 2012.3 西宮
加藤徹． 本事業への支援を受けた医師から． 周産期医療環
境整備事業第1回報告会 2012.3 西宮
澤井英明． 兵庫医大の特徴活用型周産期医療支援事業.
合同公開フォーラム「周産期医療を支える人材育成を考える
−我が国の周産期医療を守ろう−」 2012.9 東京
澤井英明． 男性不妊診療における遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ～ Y染色体
微小欠失や染色体異常の検査を実施する視点で～．ラボコ
ープ･ジャパン主催セミナー 2012.9 大阪
細田容子． 経腟超音波で術前に診断し得た卵巣妊娠の1症
例． 第17回尼崎地区産婦人科疾患勉強会 2012.5 西宮
武信尚史． 不妊症の診断と治療． 第17回尼崎地区産婦人
科疾患勉強会 2012.5 西宮
金澤理一郎． 紹介患者における当科の対応のまとめ． 第15回
西宮・芦屋産婦人科研修会 2012.6 西宮
和田龍． 卵巣出欠の一症例 文献的考察をふまえて． 第15回
西宮・芦屋産婦人科研修会 2012.6 西宮
田中宏幸． 炎症性腸疾患に対する診療アプローチ． 第10回
IBD Seminar 2012.6 大阪
原田佳世子． 当科で経験したＤＶＴ合併妊娠の4症例． 第16
回西宮・芦屋産婦人科研修会 2012.12 西宮
鍔本浩志． 婦人地域連携． 第16回西宮・芦屋産婦人科研

床スポーツ医学 2012;29:627-30
麩谷博之． 軟部腫瘍に対する超音波診断． Orthopaedics
2012;25:23-9
藤岡宏幸， 常深健二郎， 髙木陽平， 田中寿一． DTJスク
リューによる新鮮舟状骨骨折の手術療法． 関節外科 2012;
31:909-15
吉矢晋一．ラグビーにおける内側側副靱帯損傷・後十字靱帯
損傷． 臨床スポーツ医学 2012;29（臨時増刊）:194-8
藤岡宏幸， 田中寿一． 体操競技における手舟状骨骨折.
臨床スポーツ医学 2012;29（臨時増刊）:305-9
田中寿一． サッカーにおける第5中足骨疲労骨折． 臨床スポ
ーツ医学 2012;29（臨時増刊）:116-21
吉矢晋一． 半月損傷． 関節外科 2012;31（10月増刊）:291-4
麩谷博之． 軟部腫瘍の良性と悪性の鑑別における超音波診
断． 映像情報Medical 44:944-7
［原著］
岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 井上真一， 堀之内豊，
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mobile-bearing typeのe-motion CR TKA術 後の非 荷

学会学術総会 2012.5 京都

重， 荷重下での動態・動作解析の比較． 第42回日本人工
関節学会 2012.2 宜野湾
清野大輔， 諸岡孝俊， 今村史明， 中山寛， 吉矢晋一.
関節周囲ブロックおよび大腿神経ブロックにおけるTKA術後
鎮痛効果の比較． 第42回日本人工関節学会 2012.2 宜野
湾
諸岡孝俊， 清野大輔， 今村史明， 中山寛， 吉矢晋一.
人工膝関節置換術後に急性下肢動脈閉塞をきたした2例.
第42回日本人工関節学会 2012.2 宜野湾
田中寿一， 藤岡宏幸， 常深健二郎， 髙木陽平． 中枢型偽

遠山晴一， 石橋恭之， 内尾祐司， 丸毛啓史， 水田博志，
宗田大， 吉矢晋一．日常診療に生かす前十字靱帯損傷診
療ガイドライン．（イブニングセミナー）第85回日本整形外科学
会学術総会 2012.5 京都
中山寛， 吉矢晋一． 初期特発性膝骨壊死のMRI所見に基
づく予後検討． 第85回日本整形外科学会学術総会 2012.5
京都
藤原勇輝， 西尾祥史， 三浦寿一， 福西成男， 吉矢晋一.
大腿骨近位部骨折に対し腸骨筋膜下ブロックの有用性と安
全性の検討． 第85回日本整形外科学会学術総会 2012.5
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京都
福井智一， 福西成男， 岡久昇平， 藤原勇輝， 西尾祥史，
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2012.7 宜野湾

今村史明， 吉矢晋一． 当科における人工股関節全置換術

山口基， 佐々木謙， 柏薫里， 中山寛， 吉矢晋一， 黒田良

後のsurgical site infection（SSI）発生頻度とリスク評価

祐， 黒坂昌弘．レムナントを温存した2重束ACL再建術の

−患者および手術側因子の観点から−． 第85回日本整形
外科学会学術総会 2012.5 京都
井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史，

臨床成績． 第4回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
（4th JOSKAS）2012.7 宜野湾
柏薫里， 山口基， 佐々木謙， 中山寛， 吉矢晋一． 膝前十

堀之内豊， 吉矢晋一． 黄色ブドウ球菌による化膿性脊椎

字靱帯再建術後の膝伸展制限と膝伸展筋力の関係． 第

炎−MRSAとMSSAの比較−． 第85回日本整形外科学会

4回 日 本 関 節 鏡・ 膝・スポ ーツ 整 形 外 科 学 会（4th

学術総会 2012.5 京都

JOSKAS）2012.7 宜野湾

清野大輔， 諸岡孝俊， 今村史明， 中山寛， 吉矢晋一.

井石智也， 中山寛， 吉矢晋一． 両膝大腿骨両顆荷重

TKA術後における鎮痛効果および抗炎症効果の比較−関

部の広 範 囲 骨 軟 骨 損 傷をきたしたmultiple epiphyseal

節周囲ブロック vs． 大腿神経ブロック−． 第85回日本整形

dysplasiaの1例． 第4回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

外科学会学術総会 2012.5 京都

科学会（4th JOSKAS）2012.7 宜野湾

田中寿一． スポーツによる手・手指の傷害に対する治療．（教

榎本雄介， 中山寛， 吉矢晋一， 高島孝之． スポーツ外傷に

育研修講演）第85回日本整形外科学会学術総会 2012.5 京

よる広範囲大腿骨外顆軟骨損傷に対し， 骨釘による接合術

都

を行った1例． 第4回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史，

（4th JOSKAS）2012.7 宜野湾

堀之内豊， 吉矢晋一． 当科における脊椎手術のsurgical

髙木陽平， 藤岡宏幸， 大井雄紀， 常深健二郎， 田中寿

site infection（SSI）の危険因子の検討−予防的抗菌薬

一． 肘関節内側々副靱帯損傷に対するTJ screw system

投与プロトコールの遵守と影響について−． 第41回日本脊椎

による再建術．（シンポジウム）第4回日本関節鏡・膝・スポー

脊髄病学会 2012.4 久留米

ツ整形外科学会（4th JOSKAS）2012.7 宜野湾

堀之内豊， 井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明，

髙木陽平， 大井雄紀， 常深健二郎， 乾浩明， 田中洋，

圓尾圭史， 吉矢晋一． 腰椎変性側彎を伴う腰部脊柱管狭

駒井正彦， 田中寿一， 吉矢晋一， 信原克哉． 肘関節痛

窄症に対する腰椎後方固定術−最上位固定椎体がL1での

を有する野球選手の運動学的特徴． 第4回日本関節鏡・

proximal junctional problemの検討−． 第41回日本脊椎
脊髄病学会 2012.4 久留米

膝・スポーツ整形外科学会（4th JOSKAS）2012.7 宜野湾
大井雄紀， 乾浩明， 田中洋， 駒井正彦， 信原克哉， 髙

井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 圓尾圭史，

木陽平， 田中寿一， 吉矢晋一． フット・プラント（Foot

堀之内豊， 吉矢晋一． 黄色ブドウ球菌による化膿性脊椎

Plant）時に着目した投球動作の運動学的特徴． 第4回日

炎−MRSAとMSSAの比較−． 第41回日本脊椎脊髄病学

本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（4th JOSKAS）

会 2012.4 久留米

2012.7 宜野湾

岡田文明， 森山徳秀， 橘俊哉， 井上真一， 堀之内豊，

今村史明， 清野大輔， 諸岡孝俊， 中山寛， 吉矢晋一.

吉矢晋一． 頸椎症性筋萎縮症の病態と治療の予後． 第

当 科における全 人 工 膝 関 節 置 換 術 後 のsurgical site

41回日本脊椎脊髄病学会 2012.4 久留米

infection（SSI）発生頻度とリスク評価． 第4回日本関節

中山寛， 吉矢晋一． 初期特発性膝骨壊死の保存的治療の
経験． 第24回日本運動器科学会 2012.7 東京

鏡・膝・スポーツ整形外科学会（4th JOSKAS）2012.7 宜
野湾

麩谷博之， 福永訓， 吉矢晋一． 四肢における転移性骨腫

吉矢晋一． 半月板縫合術の中・長期成績を左右する因子.

瘍手術の切除縁．（シンポジウム）第45回日本整形外科学

（パネルディスカッション）第4回日本関節鏡・膝・スポーツ整形

会骨・軟部腫瘍学術集会 2012.7 東京
石川貴巳， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 悪性腫瘍の筋
肉内転移についての検討． 第45回日本整形外科学会骨・
軟部腫瘍学術集会 2012.7 東京
麩谷博之， 市橋真理子， 福永訓， 吉矢晋一． 軟部腫瘍の

外科学会（4th JOSKAS）2012.7 宜野湾
橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 井上真一， 堀之内豊，
吉矢晋一． 脊髄障害性疼痛に対する薬物療法． 第34回日
本疼痛学会 2012.7 熊本
土山耕南， 田中寿一． 私の理想とするスポーツ整形外科医.

良性と悪性の鑑別における超音波診断の有用性．（パネル

第38回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2012.9 横浜

ディスカッション）第45回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学

諸岡孝俊， 田中寿一， 藤岡宏幸， 常深健二郎， 髙木陽

術集会 2012.7 東京
福永訓， 麩谷博之， 石川貴巳， 羅本尚樹． 大腿部痛を契
機として診断された膵尾部癌の筋肉転移の1例． 第45回日
本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2012.7 東京

平， 大井雄紀， 吉矢晋一． 第5中足骨基部疲労骨折
（Jones骨折）の治療−再骨折例を中心に検討−． 第38回
日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2012.9 横浜
髙木陽平， 田中洋， 信原克哉， 大井雄紀， 常深健二郎，

中山寛， 福井智一， 福西成男， 吉矢晋一． 臼蓋形成不全

田中寿一， 吉矢晋一． 肘関節痛を有する野球選手の投球

股に対する骨切り術に股関節鏡手術を併用した5例． 第4回

動作解析． 第38回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

126

兵庫医大業績録（2012）

2012.9 横浜
吉矢晋一， 渡邊真一， 小野宏． 関西学院大学ファイターズ

股に対する骨切り術に股関節鏡手術を併用した症例の検
討． 第39回日本股関節学会学術集会 2012.12 新潟

における重症外傷予 防と安全対策．（パネルディスカッ

森本将太， 福西成男， 西尾祥史， 福井智一， 藤原勇輝，

ション）第38回日本 整 形 外 科スポーツ医 学 会 学 術 集 会

武田悠， 岡久昇平， 吉矢晋一． 表面置換型THA術後に

2012.9 横浜

トライアスロンに復帰した1例． 第39回日本股関節学会学術

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． 癒着性くも膜炎に対し，くも膜下腔

集会 2012.12 新潟
［地方会等］

−くも膜下腔バイパス，（S-S bypass）を行った1例． 第19

堀之内豊， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 井上真一，

回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会学術集会 2012.9 八戸

吉矢晋一． 統合失調症患者の腰椎固定術例の検討． 第

奥野真起子， 関矢一郎， 小田邉浩二， 片桐洋樹， 大関信

118回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.4

武， 堀江雅史， 古賀英之， 辻邦和， 吉矢晋一， 大川

大阪

淳， 宗田大． 滑膜間葉系幹細胞による半月板再生 同系移

常深健二郎， 田中寿一， 髙木陽平， 井石智也， 藤岡宏

植と同種移植との比較． 第27回日本整形外科学会基礎学

幸， 吉矢晋一． 骨延長術とOn-top plastyにて再建した手

術集会 2012.10 名古屋

掌部切断例の長期成績〜20年経過観察例〜． 第118回中

今村史明， 清野大輔， 諸岡孝俊， 吉矢晋一， 柴沼均，

部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.4 大阪

小橋昌司， 外丸昭知， 畑豊， 黒坂昌弘． PCL温存型

麩谷博之， 井石琢也， 熊西俊介， 福井周作， 福永訓，

mobile-bearing type e-motion CR TKAの術中， および

吉矢晋一． 寛骨臼の近傍に発生した気嚢胞の1例． 第118

術後経過観察時での非荷重下動作解析の比較． 第27回日
本整形外科学会基礎学術集会 2012.10 名古屋
吉矢晋一．ランニングによる下肢障害．（シンポジウム）第23回
日本臨床スポーツ医学会学術集会 2012.11 横浜
中山寛， 吉矢晋一． 転位した膝外側円板状半月板外周縁損
傷に対し， 形成縫合術を行い， スポーツ復帰が可能であっ

回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.4 大阪
麩谷博之， 田中寿一， 井石琢也， 熊西俊介， 福永訓，
吉矢晋一． 手根管内に発生した滑膜骨軟骨腫症により手根
管症候群を来した1例． 第118回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会 2012.4 大阪
麩谷博之， 井石琢也， 熊西俊介， 福田雄一， 福永訓，

た社会人ラグビー選手の1例． 第23回日本臨床スポーツ医学

吉矢晋一． 小細胞型骨肉腫の1例． 第118回中部日本整

会学術集会 2012.11 横浜

形外科災害外科学会・学術集会 2012.4 大阪

山口基， 佐々木謙， 柏薫里， 松本彰生， 中山寛， 吉矢晋

羅本尚樹， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 大腿部痛を契

一， 黒田良祐， 黒坂昌弘． レムナントを温存した2重束

機として診断された膵尾部癌の筋肉転移の1例． 第118回中

ACL再建術の再受傷について． 第23回日本臨床スポーツ

部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.4 大阪

医学会学術集会 2012.11 横浜
吉矢晋一． 膝関節外科とバイオメカニクス・動作解析．（ラン
チョンセミナー）第39回日本 臨 床 バイオメカニクス学 会
2012.11 千葉

井石智也， 中山寛， 吉矢晋一． 内側膝蓋大腿靱帯断裂を
合併した膝関節複合靱帯損傷の1例． 第118回中部日本整
形外科災害外科学会・学術集会 2012.4 大阪
福永訓， 麩谷博之， 石川貴巳， 羅本尚樹， 吉矢晋一.

清野大輔，今村史明，諸岡孝俊，奥野真起子，中山寛，

血清CEAは， ユーイング肉腫の補助診断， 病勢を反映す

吉矢晋一．CT-free navigationを使用したUltra-Congruent

るマーカーとなりうるか ? ． 第118回中部日本整形外科災害外

（UC）型TKAの膝他動屈曲kinematicsの術中解析．第39
回日本臨床バイオメカニクス学会 2012.11 千葉
橘俊哉， 森山徳秀， 岡田文明， 圓尾圭史， 堀之内豊，

科学会・学術集会 2012.4 大阪
井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明， 堀之内豊，
吉矢晋一． 当科における脊椎手術のSSIの危険因子の検討

吉矢晋一． Pain Drawingによる下肢痛の高位診断． 第5

−予防的抗菌薬投与プロトコールの遵守と影響について−.

回日本運動器疼痛学会 2012.11 東京

第118回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会

福西成男， 西尾祥史， 福井智一， 藤原勇輝， 武田悠，
岡久昇平， 吉矢晋一． BiCONTACT stemの術後の大

2012.4 大阪
森山徳秀， 圓尾圭史， 橘俊哉， 岡田文明， 井上真一，

腿骨X線変化． 第39回日本股関節学会学術集会 2012.12

堀之内豊， 福田雄一， 吉矢晋一． 骨粗鬆症性椎体骨折

新潟

後 偽 関 節 患 者の神 経 症 状の検 討．（ パネルディスカッ

藤原勇輝， 福井智一， 武田悠， 西尾祥史， 福西成男，
吉矢晋一， 岡久昇平， 三浦寿一． 術中Stem前捻角決定
におけるG-guideの有用性の検討（第2報）
． 第39回日本股
関節学会学術集会 2012.12 新潟
西尾祥史， 福西成男， 福井智一， 藤原勇輝， 岡久昇平，
吉矢晋一． 当科のimage free navigation THAの変遷.
第39回日本股関節学会学術集会 2012.12 新潟
中山寛， 西尾祥史， 福西成男， 吉矢晋一． 臼蓋形成不全

ション）第25回日本臨床整形外科学会学術集会・関西
2012.7 神戸
森山徳秀， 圓尾圭史， 橘俊哉， 岡田文明， 井上真一，
堀之内豊， 福田雄一， 吉矢晋一． コンタクトスポーツ選手
の腰椎椎間板ヘルニア手術例の検討． 第25回日本臨床整
形外科学会学術集会・関西 2012.7 神戸
諸岡孝俊， 清野大輔， 今村史明， 奥野真紀子， 中山寛，
吉矢晋一． Image-free Navigation Systemを用いた

兵庫医大業績録（2012）
mobile型CR TKAの臨床成績と設置精度評価． 第119回
中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井
井石琢也， 井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明，
吉矢晋一． 頸胸椎移行部に発生した椎間関節嚢腫の1例.
第119回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会
2012.10 福井
楠山一樹， 宮脇淳志， 橘俊哉， 小谷穣治， 吉矢晋一.
当科における仙腸関節スクリューの治療経験． 第119回中部
日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井
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吉矢晋一． スポーツ傷害における競技復帰のためのリハビリテ
ーション．（教育研修講演）平成23年度兵庫県医師会健康
スポーツ医学再研修会 2012.3 神戸
麩谷博之． 骨・軟部腫瘍手術に伴う深部感染の治療．（教
育研修講演）第213回阪神整形外科談話会 2012.3 西宮
田中寿一． 手外科代表疾患の治療とピットフォール．（教育
研修講演）第16回日本整形外科勤務医会島根支部集会
2012.3 松江
井石琢也， 井上真一， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明，

石川貴巳， 福永訓， 土山耕南， 麩谷博之， 吉矢晋一.

堀之内豊， 石川貴巳， 西川賢吾， 吉矢晋一， 井出雄

悪性腫瘍の筋肉内転移についての検討． 第119回中部日本

久， 宮脇淳志， 小谷穣治． 強直性脊椎骨増殖症に発生

整形外科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井

した頸椎骨折の2例． 第439回整形外科集談会京阪神地方

麩谷博之， 福永訓， 石川貴巳， 土山耕南， 吉矢晋一.
大腿骨遠位に発生した骨膜軟骨肉腫の1例． 第119回中部
日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井

会 2012.3 大阪
吉矢晋一． ACL損傷．（教育研修講演）第64回横浜市整形
外科医会講演会 2012.4 横浜

熊西俊介， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 腓骨近位に発

森山徳秀． 脊椎外科における最近の動向−治療困難例に対

生した骨巨細胞腫の2例． 第119回中部日本整形外科災害

する他科との連携−．（教育研修講演）宝塚市整形外科医

外科学会・学術集会 2012.10 福井
福田雄一， 田中寿一， 常深健二郎， 髙木陽平， 大井雄
紀， 藤岡宏幸． 尺骨可塑性変化により生じた陳旧性のモン
テジア様橈骨頭脱臼骨折の1例． 第119回中部日本整形外
科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井
土山耕南， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 手指骨に発生
した骨サルコイドーシスの1例． 第119回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会 2012.10 福井
福井周作， 橘俊哉， 岡田文明， 堀之内豊， 吉矢晋一，
森山徳秀． 頸椎後縦靱帯骨化症に対する後方除圧固定
術の長期成績． 第119回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 2012.10 福井
［研究会・講演会等］
中山寛， 清野大輔， 今村史明， 吉矢晋一． 広汎な大腿骨

会学術講演会 2012.6 宝塚
井上真一． 脊椎インストゥルメンテーション手術の現状． 第214
回阪神整形外科談話会 2012.6 西宮
森山徳秀， 岡田文明， 井上真一， 橘俊哉， 堀之内豊，
福田雄一， 吉矢晋一． コンタクトスポーツ選手の腰椎椎間
板ヘルニア手術例の検討． 第22回関西臨床スポーツ医・科
学研究会 2012.6 大阪
熊西俊介， 福永訓， 麩谷博之， 吉矢晋一． 腓骨近位に発
生した骨巨細胞腫の2例． 第440回整形外科集談会京阪神
地方会 2012.6 大阪
森山徳秀． 頚椎後方インスツルメンテーション． Cadaveric
workshop for common techniques and complications
in cervical and lumbar surgery． 2012.6 Sydney
吉矢晋一． スポーツ膝外傷・障害のバイオメカニクス．（教育

顆部の骨軟骨片の裂離をきたしたMultiple epiphyseal

研修講演）大阪整形外科・リハビリテーション研究会学術講

dysplasiaの1例． 第438回整形外科集談会京阪神地方会

演会 2012.6 大阪

2012.1 大阪
藤岡宏幸， 田中寿一， 常深健二郎， 髙木陽平， 加藤洋
規， 蔭山敬久， 奥野宏昭． 母指CM関節症に対するTJ

田中寿一． 手外科代表疾患の治療とピットフォール． 第1回鹿
児島手の外科勉強会 2012.7 鹿児島
吉矢晋一． 結晶誘発性滑膜炎−診断と治療−．（教育研修

screwを用いたsuspensionplasty． 第29回中部日本手外科

講演）第8回埼玉高尿酸血症・代謝疾患フォーラム 2012.7

研究会 2012.1 松本

さいたま

田中寿一． Jリーグにおけるメディカルケアーの実際． 堺市医
師会学術一般講座 2012.2 堺
田中寿一． スポーツによる手・肘傷害の治療．（教育研修講
演）第106回京都整形外科懇話会 2012.2 京都
井出雄久， 宮脇淳志， 小谷穣治， 井上真一， 森山徳秀，
橘俊哉， 岡田文明， 堀之内豊， 石川貴巳， 井石琢也.
強直性脊椎骨増殖症に発生した頚椎骨折の2例． 第37回
脊椎外科を学ぶ会 2012.2 大阪
中山寛， 福井智一， 福西成男， 吉矢晋一． 臼蓋形成不全
股に対する骨切り術に股関節鏡手術を併用した3例． 第24
回関西関節鏡・膝研究会 2012.3 大阪
森山徳秀． 透析性脊椎症の周術期死亡3例の検討． 第2回
透析・腎移植と運動器疾患を考える会 2012.3 東京

森山徳秀． 透析性脊椎症の周術期死亡３例の検討． 第45回
脊椎外科同好会 2012.9 長崎
森山徳秀． 中下位頚椎～上位胸椎後方インスツルメンテー
ション． Hands-on Cadaverc Lab for spine surgeon in
Korea Sungkyunkwan University． 2012.9 Suwon
吉矢晋一． 膝スポーツ外傷・障害とリハビリテーション．（教育
研修講演）第20回大阪関節疾患学術講演会 2012.9 大阪
吉矢晋一． 小児にみられるスポーツ傷害．（教育研修講演）
神奈川県臨床整形外科医会特別講演会 2012.9 横浜
熊西俊介， 堀之内豊， 森山徳秀， 橘俊哉， 岡田文明，
圓尾圭史， 吉矢晋一． 発症から６ヶ月経過し来院した環軸
椎回旋位固定の治療経験． 第38回脊椎外科を学ぶ会
2012.9 大阪
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田中寿一． スポーツ選手の手・手指傷害に対する治療．（教

treating radiation-induced ulcer after cardiac

育研修講演）第33回帝京大学整形外科同門会セミナー

fluoroscopic procedures：A preliminary report.
Indian J Plast Surg 2012;45:109-14

2012.9 東京
田中寿一． 野球選手の肘障害治療−特にMCL障害を中心

Fujiwara T， Nishimoto S， Ishise H， Kawai K， Fukuda

に−．（教育研修講演）千葉上肢を語る会 2012.10 千葉

K， K a k i b u c h i M． C o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e

圓尾圭史． 成人脊柱変形の最新の見地と外科的アプローチ.

antibacterial penetrating effects of wound dressings.

（教育研修講演）第216回阪神整形外科談話会 2012.11 西
宮

J Plast Surg Hand Surg 2012;46:2-7
Fujiwara T， Nishimoto S， Kawai K， Fukuda K,

吉矢晋一． 膝ACL損傷治療の課題と今後．（教育研修講
演）第39回関東膝を語る会 2012.11 東京
Yoshiya S． ACL DB usefulness of double bundle ? .
Knee Arthroscopy Course-Taiwan 2012.11 Taiwan

O k u y a m a H， K a k i b u c h i M． E x a c e r b a t i o n o f
oesophageal stenosis by accidental ingestion of tape.
J Plast Surg Hand Surg 2012;46:207-8
Sotsuka Y， Fujikawa M， Izumi K． Volume of deep

吉矢晋一． 運動療法とリハビリテーション−運動器疾患． 第

inferior epigastric perforator flap quantified

25回（平成24年度）健康スポーツ医学講習会 2012.12 東

preoperatively by using 64-multidetector-row

京

computed tomography． J Plast Reconstr Aesthet

■その他■

Surg 2012;65:1601-3

麩谷博之． 軟部病変に対する超音波診断の活用． 垣根の会

大西薫， 福田健児， 西本聡， 河合建一郎， 垣淵正男.
甲状腺眼症に対する下直筋後転術術後の下眼瞼後退の治

2012.4 南あわじ
森山徳秀． 脊椎手術の適応と実際．リハビリテーション部内勉

療経験．日本形成外科学会会誌 2012;32:35-9
那須賢花， 藤川昌和， 泉憲， 曽束洋平． 移植した遊離前

強会 2012.5 西宮
森山徳秀． Post-laminectomy kyphosis． Kyoto spine
conference 2012.5 京都
森山徳秀． 長期透析患者における脊椎病変の診断と治療.
宮本クリニック勉強会 2012.7 西宮
森山徳秀， 井上真一． 中下位頚椎外側塊スクリューの合
併 症と対 策． Posterior Cervical Seminar， Synthes

腕皮弁に発症したFrey症候群の１例． 日本形成外科学会
会誌 2012;32:757-60
曽束洋平， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 垣淵正男.
顔 面 神 経 麻 痺に対 する骨 膜 弁を用いた眉毛 挙 上 術.
Facial Nerve Research Japan 2012;32:146-9
■学会発表■
［国際学会］

2012.10 東京

Sotsuka Y， Kakibuchi M， Nishimoto S， Fukuda K,

形成外科学

Plastic Surgery

Kawai K， Fujita K， Matsuda K． Ten-year
experience of end-to-side nerve graft in facial nerve
reconstruction． The 11th Japan-Korea Congress of
Plastic and Reconstructive Surgery 2012.5 Awaji

■著書■
垣淵正男． 上眼瞼手術 Ⅰ外眼部／眼瞼手術． 江口秀一郎

Kawai K，Larson BL，Ishise H，Carre AL，Nishimoto
S， Longaker MT， Lorenz HP． Calcium-Based

編． 続・外来小手術． 2012:43-6 東京：メジカルビュー社

Nanoparticles Accelerate Wound Healing．（The

西本聡． 縫合法． 遠藤文夫 編． 小児科診断・治療指針：

Shenaq International Research Award）The 57th

最新ガイドライン準拠． 東京：中山書店 2012:266
■学術論文■
［総説］
曽 束 洋 平． 潰 瘍． Nutrition Support Journal 2012;2012
（特別号2）:32
河合建一郎， 垣淵正男． ケロイドと肥厚性瘢痕の鑑別． 形
成外科 212;55（増刊）:S305-7
［原著］

Plastic Surgery Research Council（PSRC 2012）2012.6
Ann Arbor
N i s h i m o t o S， F u k u d a K， K a w a i K， S o t s u k a Y ,
F u j i w a r a T， F u j i t a K， I s h i s e H， T o n o o k a M ,
Kakibuchi M． Supplementation of bone merrow
derived platelet rich plasma（BM-PRP）to the wound
healing impaired lesions． 4th Congress of the World
Union of Wound Healing Societies 2012.9 Yokohama

Nishimoto S， Oyama T， Tei S， Seike S， Nagashima

Kawai K， Larson BJ， Ishise H， Carre AL， Nishimoto

T， Kawai K， Kakibuchi M． "Bibloc advancement"

S， Longaker MT， Lorenz HP， Kakibuchi M .

with a combination of internal and external

Serum derived nanoparticles accelerate skin wound

distracters． J Craniofac Surg 2012;23:1444-7

healing through a calcium mediated mechanism． 4th

Nishimoto S，Fukuda K，Kawai K，Fujiwara T，Tsumano
T，Fujita K，Kakibuchi M．Supplementation of bone
marrow aspirate-derived platelet-rich plasma for

Congress of the World Union of Wound Healing
Societies 2012.9 Yokohama
Ishise H， Kawai K， Nishimoto S， Fukuda K， Sotsuka

兵庫医大業績録（2012）
Y， Fujita K， Tonooka M， Miyazaki Y， Kakibuchi M.
The mechanical stretching force increases IL-6
production in TRPC3 overexpressing fibroblasts． 4th
Congress of the World Union of Wound Healing
Societies 2012.9 Yokohama
Nishimoto S， Oyama T， Tei S， Nagashima T， Kawai
K， Sotsuka Y， Kakibuchi M． So-called “bibloc

129

外科学会総会・学術集会 2012.7 福岡
河合建一郎． 皮膚創傷治癒におけるWntシグナルについて.
第21回日本形成外科学会基礎学術集会 2012.10 福島
河合建一郎． 血清由来Nanoparticleの皮膚創傷への局所注
入と血中カルシウム濃度への影響について． 第21回日本形
成外科学会基礎学術集会 2012.10 福島
福田健児， 垣淵正男， 西本聡， 河合建一郎． 老人性外反

advancement” with distracters． Asian Pacific

症の成因と治療法． 第30回日本頭蓋顎顔面外科学会学術

Craniofacial Association IX Conference 2012.9 Beijing

集会 2012.11 大阪

［国内学会］

宮崎裕子， 曽束洋平， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児，

外岡真紀． 赤唇内下口唇反転皮弁による唇裂二次修正術の

河合建一郎， 藤田和敏， 木下将人， 外岡真紀， 石瀬久

経験． 第17回日本形成外科手術手技学会 2012.2 東京

子． 嘔気， 嘔吐を伴った小児眼窩底骨折の検討． 第30回

西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 曽束洋平， 藤原敏宏,

日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2012.11 大阪

藤田和敏， 石瀬久子， 外岡真紀， 垣淵正男． 創傷治療

西本聡， 河合建一郎， 曽束洋平， 藤田和敏， 藤原敏宏，

障害のある創に対する骨髄血小板血漿（bm-PRP）の補

外岡真紀， 石瀬久子， 垣淵正男． 虚血性壊疽に対する

充． 第55回日本形成外科学会総会・学術集会 2012.4 東

minor amputationの役 割． 第42回日本 創 傷 治 癒 学 会

京

2012.12 札幌

曽束洋平， 西本 聡， 福田健児， 河合建一郎， 垣淵正男，

石瀬久子， 河合建一郎， 西本聡， 垣淵正男． 機械的伸展

藤川昌和． 大学病院における頭頸部再建の現状−市中病

刺激による肥厚性瘢痕を引き起こすメカニズムについて～

院との比較−．第55回日本形成外科学会総会・学術集会

TRPC3channelの 役 割 ～． 第42回日本 創 傷 治 癒 学 会

2012.4 東京

2012.12 札幌

石瀬久子， 藤田和敏， 河合建一郎， 福田健児， 西本聡，

宮崎裕子， 藤田和敏， 福田健児， 垣淵正男， 西本聡，

垣淵正男． ボトックスでコントロール困難な眼瞼痙攣に対する

河合建一郎， 曽束洋平， 木下将人， 石瀬久子， 外岡真

試み． 第55回日本形成外科学会総会・学術集会 2012.4

紀． 妊婦舌癌に対して遊離避弁を用いた再建の経験． 第

東京

39回日本マイクロサージャリー学会学術集会 2012.12 北九州

外岡真紀， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，

［地方会等］

曽束洋平． 当院における顔面神経再建症例の疫学的検

福田健児， 垣淵正男， 西本聡， 河合建一郎， 曽束洋平，

討． 第55回日本形成外科学会総会・学術集会 2012.4 東

藤田和敏， 石瀬久子， 外岡真紀， 宮崎裕子． 甲状腺眼

京

症に対する形成外科的アプローチ． 第100回日本形成外科

齋藤拓也， 河合建一郎， 福田健児， 西本聡， 垣淵正男.
長期透析患者における皮下アミロイド沈着症の治療経験.
第55回日本形成外科学会総会・学術集会 2012.4 東京
曽束洋平， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 垣淵正男.
遊離避弁・有茎皮弁を用いた頭頸部再建の検討． 第36回
日本頭蓋部癌学会 2012.6 松江

学会関西支部学術集会 2012.3 大阪
宮崎裕子， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，
曽束洋平， 藤田和敏， 石瀬久子， 外岡真紀． 妊婦に対
する遊離避弁を用いた頭頸部再建． 第100回日本形成外科
学会関西支部学術集会 2012.3 大阪
宮崎裕子， 西本聡， 木下将人， 外岡真紀， 石瀬久子，

西本聡， 河合建一郎， 福田健児， 曽束洋平， 藤原敏宏,

藤田和敏， 曽束洋平， 河合建一郎， 垣淵正男． 術後瘢

藤田和敏， 石瀬久子， 外岡真紀， 宮崎裕子， 垣淵正

痕ケロイドが誘因となった巨趾症． 第101回日本形成外科学

男． 創傷治癒への骨髄液由来多血小板血漿（bm-PRP）
を用いた再生医療の応用． 第4回日本創傷外科学会総会・
学術集会 2012.7 福岡

会関西支部学術集会 2012.7 大阪
外岡真紀， 福田健児， 宮崎裕子， 石瀬久子， 木下将人，
藤田和敏， 曽束洋平， 河合建一郎， 西本聡， 垣淵正

河合建一郎， 西本聡， 曽束洋平， 藤田和敏， 石瀬久子，

男． 血友病患者に発生した血腫を原因とする難治性潰瘍の

外岡真紀， 宮崎裕子． 血清由来Nanoparticleによる創傷

治 療． 第102回日本 形 成 外 科 学 会 関 西 支 部 学 術 集 会

治癒促進効果についての検討． 第4回日本創傷外科学会総
会・学術集会 2012.7 福岡

2012.7 大阪
木下将人， 西本聡， 宮崎裕子， 石瀬久子， 外岡真紀，

藤田和敏， 垣淵正男， 西本聡， 河合建一郎， 曽束洋平，

藤田和敏， 曽束洋平， 河合建一郎， 垣淵正男． 著明な

石瀬久子， 外岡真紀， 宮崎裕子． 妊娠期間中の患者に

陰茎陰嚢腫大の1例． 第102回日本形成外科学会関西支部

対する遊離皮弁を用いた頭頸部再建の経験． 第4回日本創

学術集会 2012.7 大阪

傷外科学会総会・学術集会 2012.7 福岡
宮崎裕子， 垣淵正男， 西本聡， 河合建一郎， 曽束洋平，

［研究会・講演会等］
藤田和敏， 曽束洋平， 河合建一郎， 福田健児， 西本聡，

藤田和敏， 石瀬久子， 外岡真紀． 当科における局所陰

垣淵正男， 三好康雄． 当院における乳房再建の現状につ

圧閉鎖療法（V.A.Cシステム）について． 第4回日本創傷

いて． 第1回Hyogo Breast Oncoplastic Surgery研究会
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水瘤， 精巣捻転症， 尿道下裂． 泌尿器ケア 2012;17:354,

2012.3 神戸
宮崎裕子， 藤田和敏， 曽束洋平， 河合建一郎， 西本聡，
垣淵正男． 悪性腫瘍のコントロールにMohs’ pasteを使用し
た1例． 第37回兵庫県形成外科医会研究会 2012.5 西宮
松田健， 垣淵正男， 橋川和信， 林礼人， 古川洋志， 古田
康， 渡辺頼勝． 顔面神経再建方法の分類と呼称について.
（セミナー）第35回日本顔面神経研究会 2012.5 福島
曽束洋平， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，

355,356,357,358
兼松明弘， 山本新吾． 異所開口尿管． 小児外科 2012;44:
355-9
兼松明弘， 根来宏光． 排尿日内リズム形成への膀胱生物
時計の関与． 医学の歩み 2012;243:986-7
［原著］
Maruyama T， Yamamoto S， Qiu J， Ueda Y， Suzuki

阪上雅史， 松田健． 端側型神経移植による顔面神経再建

T， Nojima M， Shima H． Apoptosis of bladder

術式の多様性． 第35回日本顔面神経研究会 2012.5 福島

cancer by sodium butyrate and cisplatin． J Infect

曽束洋平， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 垣淵正男.
顔面神経麻痺に対する骨膜弁を用いた眉毛挙上術． 第35
回日本顔面神経研究会 2012.5 福島

Chemother 2012;18:288-95
Zozumi M， Nakai M， Matsuda I， Hao H， Ueda Y,
N o j i m a M， Y a m a m o t o S， H i r o t a S ． P r i m a r y

藤田和敏， 垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎，

carcinoid tumor of the urinary bladder with

曽束洋平， 木下将人， 石瀬久子， 外岡真紀， 宮崎裕

prominent subnuclear eosinophilic granules． Pathol

子． 妊婦に対する遊離皮弁を用いた頭頸部再建． 第31回
大阪マイクロサージャリー研究会 2012.7 大阪

Res Pract 2012;208:109-12
Matsumoto T， Hamasuna R， Ishikawa K， Takahashi

垣淵正男． 腱膜性加水および上眼瞼皮膚弛緩症に対する手

S， Yasuda M， Hayami H， Tanaka K， Muratani T,

術について． 第8回阪神形成外科セミナー 2012.9.20 大阪

Monden K， Arakawa S， Yamamoto S． Sensitivities

小熊孝， 新保慶輔， 福田健児， 垣淵正男． Ear flapによる

of major causative organisms isolated from patients

埋没耳形成手術． 第26回神戸形成外科集談会 神戸

with acute uncomplicated cystitis against various

曽束洋平， 外岡真紀， 西本聡， 河合建一郎， 藤田和敏，

antibacterial agent：results of subanalysis based on

木下将人， 石瀬久子， 宮崎裕子， 垣淵正男． 重度肝硬

the presence of menopause． J Infect Chemother

変に合併した腸管露出を伴う腹壁離開創に対する治療． 第
38回日本形成外科医会研究会 2012.11 神戸

2012;18:597-607
Negoro H， Kanematsu A， Doi M， Suadicani SO,
Matsuo M， Imamura M， Okinami T， Nishikawa N,

泌尿器科学
Urology

Oura T， Matsui S， Seo K， Tainaka M， Urabe S,
Kiyokage E， Todo T， Okamura H， Tabata Y,
Ogawa O． Involvement of urinary bladder
Connexin43 and the circadian clock in coordination of

■著書■

diurnal micturition rhythm． Nat Commun 2012;3:809

山本新吾． 膀胱炎． 和泉孝英 編． 今日の診療のために ガイ

Yoshimura K， Nakayama T， Sekine A， Matsuda F,

ドライン外来診療2012 東京：日経メディカル開発 2012:339-40

Kosugi S， Yamada R， Shimizu Y， Kanematsu A,

■学術論文■
［総説］
Yanaihara H， Hamasuna R， Takahashi S， Yamamoto
S， A r a k a w a S， I s h i k a w a S， M a t s u m o t o T .

Y o s h i m u r a K， O g a w a O， N a g a h a m a C o h o r t
Research Group． B-Type natriuretic peptide as an
independent correlate of nocturnal voiding in Japanese
women． Neurourol Urodyn 2012;31:1266-71

Current controversial issues in the decontamination

Sugino Y， Nishikawa N， Yoshimura K， Kuno S,

process for urological endoscopes． Int J Urol

Hayashi Y， Yoshimura N， Okazaki T， Kanematsu

2012;19:5-6

A， Ogawa O． BALB/c-Fcgr2b-/-Pdcd1-/- mouse

兼松明弘， 山本新吾． 小児の水腎症異所開口尿管． 小児
外科 2012;44:355-9

expressing anti-urothelial antibody is a novel model of
autoimmune cystitis． Sci Rep 2012;2:317

松本哲朗， 山本新吾． 尿路感染症における最近の話題と治

Kanno T， Kamba T， Yamasaki T， Shibasaki N,

療戦略−新ガイドラインにおける膀胱炎領域の改訂のポイント

Saito R， Terada N， Toda Y， Mikami Y， Inoue T,

を中心に−． Infection Front 2012;24:22-7

Kanematsu A， Nishiyama H， Ogawa O， Nakamura

東郷容和， 山本新吾． ベッドサイド検査の実際 尿検査 尿路

E． JunB promotes cell invasion and angiogenesis in

感染症の分子生物学的検査． 臨床泌尿器科 2012;66:193-

VHL-defective renal cell carcinoma． Oncogene

7
山本新吾， 東郷容和， 鈴木透． 急性細菌性前立腺の治療.
臨床泌尿器科 2012;66:825-9
兼松明弘， 樋口喜英． 膀胱尿管逆流症， 停留精巣， 精巣

2012;31:3098-110
野島道生， 樋口喜英， 白石裕介， 中尾篤， 兼松明弘,
前寛， 谷澤隆邦， 上田康生， 善本哲郎， 山本新吾.
小児腎移植の実例から， みんなで考えよう 1歳9ヵ月のドナー

兵庫医大業績録（2012）
から提供を受けた献腎移植の長期経過． 日本小児腎不全
学会雑誌 2012;32:5-8
樋口喜英， 岡本英一， 井原英有， 鹿子木基二， 石川英
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postmenopausal women． American Urological
Association Annual Meeting 2012.5 Atlanta
Taoka R， Togo Y， Nakanishi Y， Shiraishi Y， Suzuki

二， 田口惠造， 吉岡優， 秋山喜久夫， 中尾篤， 楊東

T， Nakao A， Higuchi Y， Kanematsu A， Nojima M，

益， 中西裕佳子， 山田祐介， 白石裕介， 田岡利宜也,

Yamamoto S． Assessment of a single dose regimen

上田康生， 鈴木透， 相原衣江， 丸山琢雄， 兼 松 明

for antimicrobial prophylaxis to prevent perioperative

弘， 野島道生， 山本新吾． BPH/male LUTSに対する

infection in urologic surgery：a multi-center cohort

naftopidilのFrequency volume chartによる有効性の検討

study． American Urological Association Annual

朝投与と夕投与の比較． 泌尿器外科 2012;25:1989-98

Meeting（AUA2012）2012.5 Atlanta

［症例報告］

Togo Y， Matsumoto M， Kobayashi K， Matsumoto M,

Atsuta T， Shimizu Y， Masuda N， Watanabe J,

Yasuda M， Yamamoto S， Kiyota H， Arakawa S,

Sumiyoshi S， Yoshimura K， Kanematsu A， Ogawa

Matsumoto T． Incidence of infection following a

O． First report of idiopathic segmental ureteritis

prostate biopsy in Japan． 11th Asian Congress of

successfully treated by steroid therapy． Int J Urol
2012;19:583-6

Urology 2012.8 Pattaya
Kanematsu A， Higuchi Y， Yoshimura K， Ikoma F,

Chen F， Chibana N， Kanematsu A， Takakura S,

Yamamoto S． Patient reported long-term lower

Yurugi K， Hishida R， Fukatsu A， Kubo T， Shoji

urinary tract symptom after two stage hypospadias

T， Fujinaga T， Bando T， Date H． Antibody-

repair． American Academy of Pediatrics（AAP2012）

mediated rejection of a unilateral donor lung in
bilateral living-donor lobar lung transplantation：
report of a case． Surg Today 2012;42:808-11
楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容和， 田岡利宜
也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道
生， 山本新吾． 回収可能型IVCフィルター存在下に手術を
施行したT3b腎細胞癌の１例． 泌尿器外科 2012;25:1291-3

2012.10 New Orleans
Higuchi Y， Kanematsu A， Nojima M， Shima H， Ikoma
F， Yamamoto S． Masculine function of hypospadias
patients in adulthood． American Academy of
Pediatrics（AAP2012）2012.10 New Orleans
［国内学会］
北悠希， 今村正明， 山崎俊成， 清水洋祐， 大久保和俊,

東郷容和， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介， 田岡利宜

神波大己， 吉村耕治， 小川修， 兼松明弘， 家原典之,

也， 上田康生， 鈴木透， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島

住吉真治． BKV腎症加療中に発症したplasma cellrich

道生， 造住誠孝， 廣田誠一， 山本新吾． テムシロリムス

rejectionの1例． 第45回日本臨床腎移植学会 2012.2 北佐

による術前療法が有効であった進行性腎細胞癌の１例． 泌
尿器外科 2012;25:1427-30

久
白石裕介， 野島道生， 東郷容和， 田岡利宜也， 鈴木透,

灰谷崇夫， 清水洋祐， 井上貴博， 大久保和俊， 渡部淳,

中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 木田有利， 小瀧慶長,

神波大己， 吉村耕治， 兼松明弘， 西山博之， 小川修,

谷澤隆邦， 山本新吾． ANCA関連腎炎に対する生体腎

住吉真治， 三上芳喜， 錦織桃子． 尿管壁全周性肥厚を

移植2例の報告． 第45回日本臨床腎移植学会 2012.2 北佐

呈した尿管悪性リンパ腫の1例． 泌尿器科紀要 2012;58:
209-13
木村博子， 神波大己， 熱田雄， 牧野雄樹， 大饗政嗣,
松井喜之， 今村正明， 清水洋祐， 井上貴博， 大久保和

久
兼松明弘． 小児下部尿路症状の診断方法．（卒後教育プロ
グラム「小児の下部尿路症状の診断と治療」）第100回日
本泌尿器科学会総会 2012.4 横浜

俊， 吉村耕治， 兼松明弘， 西山博之， 小川修． 内視

滝内秀和， 福井浩二， 藤田眞， 北川修， 鞍田裕之， 山

鏡超音波ガイド下経胃的膵仮性嚢胞ドレナージにより治療した

本 新 吾． MRIナビゲーションガイド下 標 的 前 立 腺 生 検

腎被膜下嚢胞の1例． 泌尿器科紀要 2012;58:421-4

の有用性に関する検討． 第100回日本泌尿器科学会総会

中西裕佳子， 相原衣江， 楊東益， 白石裕介， 東郷容和,

2012.4 横浜

田岡利宜也， 上田康生， 鈴木透， 樋口喜英， 佃文夫,

東郷容和， 山本新吾， 清田浩， 荒川創一， 松本哲朗.

造住誠孝， 廣田誠一， 兼松明弘， 野島道生， 山本新

泌尿器科領域における周術期感染症予防抗菌薬の使用状

吾． 膿腎症をきたし腎摘除術を施行した分類不能型腎細胞

況についてのアンケート調査報告． 第100回日本泌尿器科学

癌の1例． 泌尿器科紀要 2012;58:439-42
■学会発表■
［国際学会］

会総会 2012.4 横浜
白石裕介， 楊東益， 中西裕佳子， 東郷容和， 田岡利宜
也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

Kanematsu A． Pediatric lower urinary tract symptom：

生， 山本新吾． 前立腺肥大症に対する塩酸タムスロシン

a new frontier． The 3rd Asan Medical Center-Kyoto

0.2mgから0.3mgへの増量効果の検討． 第100回日本泌尿

University Symposium 2012.3 Soul
Yamamoto S， Takahashi S． Recurrent cystitis in

器科学会総会 2012.4 横浜
田岡利宜也， 岸本裕充， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕
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介， 東郷容和， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明

庄武彦， 濱砂良一， 田中一志， 松本正広， 速見浩士， 山

弘， 野 島 道 生， 山 本 新 吾． General oral health

根隆史， 安田満， 市原浩司， 高橋聡， 小林加直， 清

assessment index（GOHAI）を用いた抗コリン剤服用患

田浩， 山本新吾， 松原昭郎， 藤澤正人， 出口隆， 荒川

者の口腔 健 康 調 査． 第100回日本 泌 尿 器 科 学 会 総 会

創一， 松本哲朗． 急性単純性膀胱炎に対するファロペネム

2012.4 横浜

ナトリウム200mg錠の臨床効果（投与終了4〜6週後判定）
.

吉村耕治， 中山健夫， 清水洋祐， 兼松明弘， 小川修． 男
性尿失禁のタイプ別疫学的検討． 第100回日本泌尿器科学
会総会 2012.4 横浜

第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
高橋聡， 濱砂良一， 安田満， 荒川創一， 田中一志， 石川
清仁， 清田浩， 速見浩士， 山本新吾， 松本哲朗． 再発

今村正明， 兼松明弘， 吉村耕治， 上仁数義， 小川修．こ

を繰り返す尿路感染症患者に対するクランベリー果汁飲

どもに下部尿路症状をたずねる DVSS小児語版の試作と意

料の再発予防効果． 第60回日本化学療法学会学術集会

義． 第100回日本泌尿器科学会総会 2012.4 横浜
山本新吾． 尿路感染症のガイドライン−「JAID/JSC感染症治

2012.4 長崎
造住誠孝， 梶本仙子， 中井真由美， 伊藤敬， 松田育雄,

療ガイド2011」を中心に−．（Joint教育講演）第86回日本感

羽尾裕之， 塚本吉胤， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕

染症学会総会・第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4

介， 東郷容和， 田岡利宜也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口

長崎

喜英， 兼松明弘， 野島道生， 山本新吾， 廣田誠一.

山本新吾． 単純性膀胱炎の予防と治療．（教育セミナー）
第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
安田満， 中根慶太， 山田佳輝， 松本正広， 庄武彦， 松本

陰嚢内myxoid/round cell liposarcomaの1例． 第101回
日本病理学会総会 2012.4 東京
奥山宏臣， 佐々木隆士， 野瀬聡子， 阪龍太， 兼松明弘,

穣， 小林加直， 重村克己， 中野雄造， 田中一志， 濱砂

楊東益， 山本新吾． 薄筋皮弁併用により会陰式一期的根

良一， 石原哲， 荒川創一， 山本新吾， 松原昭郎， 藤

治術を行った先天性直腸尿道瘻の1成人例． 第49回日本小

澤正人， 出口隆， 松本哲朗． 前立腺生検時の感染予防
におけるTAZ/PIPC4.5g製剤1日2回投与の有効性の検討.
第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎

児外科学会学術集会 2012.5 横浜
万木紀美子， 平位秀世， 菱田理恵， 大久保和俊， 丹羽紀
実， 三浦康生， 芦原英司， 兼松明弘， 小川修， 前川

永江浩史， 濱砂良一， 松本哲朗， 高橋聡， 山本新吾,

平． 血清の非働化により腎移植前のDSA強陽性を判定しえ

久保達彦． 尿路結石に伴う急性閉塞性腎盂腎炎の治療法

た1症例． 第60回日本輸血・細胞治療学会総会 2012.5 郡

選択と転帰． 第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4
長崎
東郷容和， 山本新吾，（会員外共同研究者：小川修， 田中
司郎， 兼松明弘）
． 泌尿器科領域尿路内視鏡手術におけ
る周術期感染症阻止薬の有効性の検討． 第60回日本化学
療法学会学術集会 2012.4 長崎

山
美馬晶， 兼松明弘． 後腹膜鏡下腎摘出後,血液透析を経て
腹膜透析を導入した一例． 第57回日本透析医学会学術集
会・総会 2012.6 札幌
西村実果， 藤野哲朗， 前川講平， 髙木信明， 澤木潤子,
髙橋千晶， 前寛， 服部益治， 楊東益， 兼松明弘， 野

東郷容和， 山本新吾，（会員外共同研究者：小川修， 田中

島道生， 山本新吾， 谷澤隆邦． 嘔吐を契機に発見された

司郎， 兼松明弘）
． 泌尿器科領域清潔手術・準清潔手術

Senior-Loken症候群の一例． 第47回日本小児腎臓病学会

における周術期感染症阻止薬の有効性の検討． 第60回日
本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
山本新吾， 東郷容和，（会員外共同研究者：小川修， 田中
司郎， 兼松明弘）
． 泌尿器科領域消化管利用手術におけ
る周術期感染症阻止薬の有効性の検討． 第60回日本化学
療法学会学術集会 2012.4 長崎
濱砂良一， 田中一志， 松本正広， 庄武彦， 速見浩士， 山
根隆史， 安田満， 市原浩司， 高橋聡， 小林加直， 清

学術集会 2012.6 東京
兼松明弘， 樋口喜英， 野島道生， 山本新吾， 生駒文彦.
尿道下裂二期的手術後の長期排尿機能． 第21回日本小児
泌尿器科学会総会 2012.7 岡山
兼松明弘， 根来宏光， 今村正明， 小川修． 離乳直後の
マウス排 尿 発 達のAutomated Voided Stain on Paper
（aVSOP）法による解析． 第21回日本小児泌尿器科学会総
会 2012.7 岡山

田浩， 山本新吾， 松原昭郎， 藤澤正人， 出口隆， 荒川

楊東益， 兼松明弘， 中西裕佳子， 東郷容和， 鈴木透,

創一， 松本哲朗． 急性単純性膀胱炎に対するファロペネム

樋口喜英， 野島道生， 山本新吾， 奥山宏臣． 薄筋皮弁

ナトリウム200mg錠の臨床研究． 第60回日本化学療法学会

併用にて経会陰的根治術を行った先天性直腸尿道瘻の１成

学術集会 2012.4 長崎

人例． 第21回日本小児泌尿器科学会総会 2012.7 岡山

庄武彦， 濱砂良一， 田中一志， 松本正広， 速見浩士， 山

樋口喜英， 兼松明弘， 野島道生， 島博基， 生駒文彦,

根隆史， 安田満， 市原浩司， 高橋聡， 小林加直， 清

山本新吾． 尿道下裂患者の長期的男性機能についての検

田浩， 山本新吾， 松原昭郎， 藤澤正人， 出口隆， 荒川

討． 第21回日本小児泌尿器科学会総会 2012.7 岡山

創一， 松本哲朗． 急性単純性膀胱炎から分離された

橋本光男， 木下朋子， 岸川英史， 西村憲二， 市川靖二,

E.coliに対するファロペネムナトリウムの抗菌活性の検討． 第

白石裕介， 野島道生， 山本新吾． 腎移植におけるリンパ

60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎

球クロスマッチ検査の臨床的有用性の検証． 第48回日本移
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植学会総会 2012.9 名古屋
野島道生， 樋口喜英， 白石裕介， 田岡利宜也， 鈴木透,
東郷容和， 楊東益， 中西裕佳子， 上田康生， 兼松明
弘， 山本新吾． 維持期の腎移植患者に対するエベロリムス
の初期使用経験． 第48回日本移植学会総会 2012.9 名古
屋
近藤宣幸， 長井潤， 山本新吾． 神経非温存根治的前立腺
全摘術後1年目にED治療を希望し短期間に性交が可能にな
った1例．日本性機能学会第23回学術総会 2012.9 東京
山本新吾． 尿路感染症の最近の話題．（ランチョンセミナー）
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胸膜炎を合併した胸膜転移を有するYolk sac tumorの1例.
第36回阪神泌尿器科医会 2012.2 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.
平成23年度北九州泌尿器科医会 2012.2 北九州
樋口喜英． m-TOR阻害剤Review．兵庫Renal Transplant
Conference 2012.2 西宮
樋口喜英． 腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術と腎部分切除術.
第22回阪神内視鏡手術勉強会 2012.3 神戸
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60回日本化学療法学会西日本支部総会・第55回日本感

生， 山本新吾． 心理的要因が限局性前立腺癌の治療選

染症学会中日本地方会学術集会・第82回日本感染症学会

択およびQOLに及ぼす影響． 第14回兵庫排尿障害セミナー

西日本地方会学術集会 2012.11 福岡
山本新吾． 泌尿器科領域の周術期感染症予防．（教育講
演）第26回日本泌尿器内視鏡学会総会 2012.11 仙台

2012.3 神戸
楊東益． 尿道直腸瘻の一例． 第233回泌尿器科マンスリーミ
ーティング 2012.5 京都

兼松明弘， 白石裕介， 鈴木透， 東郷容和， 田岡利宜也,

東郷容和， 花咲毅， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介,

樋口喜英， 野島道生， 山本新吾． 馬蹄鉄腎に合併した

田岡利宜也， 鈴木透， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道

原発性アルドステロン症の左副腎腫瘍を腹腔鏡下摘除した1

生， 山本新吾， 造住誠孝， 廣田誠一． 腎摘前に術前投

例． 第26回日本泌尿器内視鏡学会総会 2012.11 仙台
兼松明弘， 根来宏光， 岡村均， 田畑泰彦， 小川修． 膀胱
のコネキシン43と概日時計は排尿の日内リズム形成に関与
している．（ワークショップ）第35回日本分子生物学会年会
2012.12 福岡
［地方会等］
白石裕介， 相原衣江， 楊東益， 中西裕佳子， 東郷容和,
田岡利宜也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘,
野島道生， 山本新吾， 岡田昌也． 化学療法中に感染性
胸膜炎を合併した胸膜転移を有するYolk sac tumorの1例.
第218回日本泌尿器科学会関西地方会 2012.2 堺
楊東益， 兼松明弘， 中西裕佳子， 白石裕介， 東郷容和,
田岡利宜也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 野島道生,
山本新吾， 奥山宏臣． 薄筋皮弁併用経会陰的根治術を
行った先天性直腸尿道瘻の１例． 第219回日本泌尿器科学
会関西地方会 2012.5 京都
中西裕佳子， 花咲毅， 楊東益， 白石裕介， 東郷容和,
田岡利宜也， 鈴木透， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道
生， 山本新吾， 橋本貴彦， 土井裕． シスチン結石付着に
より尿管ステント抜去困難となった2例． 第220回日本泌尿器
科学会関西地方会 2012.9 大阪
花咲毅， 白石裕介， 野島道生， 中西裕佳子， 楊東益,
東郷容和， 田岡利宜也， 鈴木透， 樋口喜英， 兼松明
弘， 山本新吾． 膀胱nephrogenic adenomaの１例． 第
221回日本泌尿器科学会関西地方会 2012.12 大阪
［研究会・講演会等］
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.
第7回山形泌尿器科懇話会 2012.1 山形
山本新吾． 単純性・複雑性尿路感染症のガイドライン． 第35
回武庫川カンファランス 2012.1 神戸
白石裕介， 相原衣江， 楊東益， 中西裕佳子， 東郷容和,
田岡利宜也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘,
野島道生， 山本新吾， 岡田昌也． 化学療法中に感染性

与を行った症例． 第10回兵庫県泌尿器科悪性腫瘍研究会
2012.5 神戸
兼松明弘． 学童期の泌尿器科疾患． 第13回兵庫県小児疾
患懇話会 2012.6 神戸
東郷容和， 花咲毅， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介,
田岡利宜也， 鈴木透， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道
生， 山本新吾． 合併症について． 第63回兵庫県泌尿器
科医会総会 2012.6 神戸
樋口喜英． 関西における小児腎移植の実際．（ワークショッ
プ）第14回関西小児腎不全・移植研究会 2012.7 大阪
山本新吾． 膀胱炎と抗菌薬適正使用．（特別講演）第10回
淡路島緑樹会総会及び学術講演会 2012.7 淡路
山本新吾． 泌尿器科領域における周術期感染症予防． 第29
回浜松カンファランス 2012.8 浜松
白石裕介， 樋口喜英， 兼松明弘， 野島道生， 山本新吾.
MMF使用中の維持期腎移植患者に対するエベロリムス追
加投与の初期経験． 第37回大阪腎移植病理組織研究会
2012.8 西宮
白石裕介． 奇形腫関連及び小児症例．（セッション）第2回精
巣腫瘍研究会 2012.9 東京
白石裕介． 多発肺転移が残存するも合併症により化学療法継
続が困難であった1例． 第二回精巣腫瘍研究会 2012.9 東
京
和田耕一郎， 上原慎也， 渡辺豊彦， 庄武彦， 永井真吾,
東郷容和， 田岡利宜也， 中尾篤， 安田満， 小林加直,
宮崎淳， 矢澤聰， 茂田啓介， 大家基嗣， 栗村雄一郎,
橋本次郎， 上原央久， 桧山佳樹， 安福富彦， 重村克
巳， 石川清仁， 田中一志， 速見浩士， 高橋聡， 濱砂良
一， 荒川創一， 山本新吾， 藤澤正人， 出口隆， 塚本
泰司， 公文裕巳， 松本哲朗． 泌尿器科領域における抗
癌化学療法に伴う発熱性好中球減少症に関する多施設調
査． 第23回尿路感染症研究会 2012.10 東京
東郷容和， 田岡利宜也， 山本新吾， 橋本次郎， 上原央
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久， 桧山佳樹， 栗村雄一郎， 高橋聡， 塚本泰司， 宮

（Q&A）小児内科 2012;44:2126-7

崎淳， 西山博之， 吉良慎一郎， 清田浩， 矢澤聰， 大
家基嗣， 加藤卓， 安田満， 出口隆， 石川清仁， 星長清

脳神経外科学

隆， 重村克巳， 田中一志， 荒川創一， 藤澤正人， 和田

Neurosurgery

耕一郎， 上原慎也， 渡辺豊彦， 公文裕巳， 小林加直,
松原昭郎， 松本正広， 濱砂良一， 松本哲朗， 速見浩
士， 中川昌之． 前立腺生検に伴う尿路性器感染症および

■著書■

合併症の発生頻度の検討． 第23回尿路感染症研究会

Izumoto S． Peptide Vaccine In：Yamanaka R ed.

2012.10 東京
山本新吾． 無症性細菌尿とカテーテル関連尿路感染症． 第
10回北海道感染症対策セミナー 2012.10 札幌
山本新吾． 無症候性細菌尿とカテーテル関連尿路感染症.
第7回諏訪地区院内感染症対策研究会 2012.11 諏訪
樋口喜英． 高齢者OAB患者におけるイミダフェナシンの有効
性の検討． 阪神排尿ケアフォーラム 2012.11 尼崎
東郷容和， 田岡利宜也， 山本新吾， 橋本次郎， 上原央

Glioma：immunotherapeutic approaches. Texas：
Springer 2012:166-77
■学術論文■
［総説］
森鑑二， 有田憲生． Central Nervous System Tumor 脳
腫瘍 中枢神経系原発悪性リンパ腫 中枢神経系原発悪性リ
ンパ腫の標準治療と問題点． 癌と化学療法 2012;39:888-91
［原著］

久， 桧山佳樹， 栗村雄一郎， 高橋聡， 塚本泰司， 宮

Morimoto S， Oka Y， Tsuboi A， Tanaka Y， Fujiki F,

崎淳， 西山博之， 吉良慎一郎， 清田浩， 矢澤聰， 大

Nakajima H， Hosen N， Nishida S， Nakata J,

家基嗣， 加藤卓， 安田満， 出口隆， 石川清仁， 星長清

Nakae Y， Maruno M， Myoui A， Enomoto T,

隆， 松本稔， 重村克巳， 田中一志， 荒川創一， 藤澤正

Izumoto S， Sekimoto M， Kagawa N， Hashimoto N,

人， 和田耕一郎， 上原慎也， 公文裕巳， 小林加直,

Yoshimine T， Oji Y， Kumanogoh A， Sugiyama H.

松原昭郎， 松本正広， 庄武彦， 濱砂良一， 松本哲朗,

Biased usage of T cell receptor β-chain variable

速見浩士， 中川昌之． 前立腺生検に伴う尿路性器感染症

region genes of Wilms' tumor gene（WT1）-specific

および合併症の発生頻度の検討． 第28回前立腺シンポジウ

CD8（+）T cells in patients with solid tumors and

ム 2012.12 東京

healthy donors． Cancer Sci 2012:103:408-14

田岡利宜也， 花咲毅， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕介,

Tamaki H， Fujita S， Kato R， Tsukamoto Y， Hirota S,

東郷容和， 鈴木透， 中尾篤， 樋口喜英， 兼松明弘,

Arita N， Ogawa H． Spontaneous regression of

野島道生， 山本新吾． 経会陰式前立腺生検における癌検

pulmonary involvement after smoking reduction and

出率および合併症の検討−8ヶ所生検と12ヶ所生検の比

removal of and radiation therapy for langerhans cell

較−． 第28回前立腺シンポジウム 2012.12 東京

histiocytosis of the sphenoid bone：which comes first,

山本新吾． 泌尿器科・婦人科領域におけるHPV感染症． 第
4回京滋奈性感染症研究会 2012.12 京都
山本新吾． 内科医が診る尿路感染症． 鹿児島県内科医会
学術講演会 2012.12 鹿児島
野島道生． 維持期腎移植患者に対するエベロリムス投与の検
討． 第38回大阪腎移植病理組織研究会 2012.12 西宮
兼松明弘． 時計遺伝子による排尿リズムの制御． 囲炉裏の会
2012.12 東京
■その他■
東郷容和， 山本新吾． 炎症性疾患,感染症． 27th Annual
European Association Urology Congress 2012:24-5
山本新吾． 泌尿器科の感染症． ABCラジオ・RSK山陽放送
ラジオ「健やかライフ」 2012.3.5-9
白石裕介． 膀胱がんの診断と治療．日本泌尿器科学会創立
100周年記念事業 市民公開講座 2012.4 神戸
山本新吾． 症例から学ぶパズフロキサシン注射液の位置付け.
適性抗菌化学療法研究会in関西 2012.9 大阪
山本新吾． 急性前立腺炎・慢性前立腺炎の診断と治療．ラ
ジオNIKKEI「明日の治療指針」 2012.11.19

the chicken or the egg ? ． Intern Med 2012:51:497-501
大月道夫， 齋藤洋一， 笠山宗正， 有田憲生， 岡本新悟,
佐藤文三． オクトレオチドLAR治療が先端巨大症患者の
QOL・臨 床 症 状に与える影 響． 日本 内 分 泌 学 会 雑 誌
2012:88（Suppl.）:37-8
泉本修一， 森鑑二， 藤田重一， 友金祐介， 有田憲生,
田中春美． 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． Geriatric Neurosurgery 2012:24:1520
［症例報告］
五十嵐陽子， 安藤久美子， 若田ゆき， 髙田恵広， 石藏礼
一， 廣田省三， 白川学， 有田憲生， 関口昌弘， 松井
聖． 下垂体に発生したWegener肉芽腫症の1例． 臨床画
像 2012;28:1388-91
■学会発表■
［国際学会］
Arita N， Uchida K， Izumoto S， Tomogane Y， Ando K,
Ishikura R． Late radiation injury evaluated by MR
susceptibility weighted images in long-term survivors

兼松明弘． 小児科と関連領域における臨床の常識を見直そ

of intracranial germ cell tumors． The 19th

う! 昼 間 尿 失 禁 の 子どもは 夜 尿 症 の 子どもより重 症 ? .

International Brain Tumor Research and Therapy
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Conference 2012.6 Niagara Falls
Izumoto S， Hashimoto N， Yoshimine T， Tsuboi A,
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右椎骨動脈解離にて発症した両側性Bow hunter’s症候群
の一例． 第27回日本脊髄外科学会 2012.6 浦安

O k a Y， S u g i y a m a H， A r i t a N． C l i n i c a l a n d

前野和重， 内田和孝， 白川学， 阪本大輔， 垣田寛人,

immunological evaluation of WT1（Wilms’tumor gene

有田憲生． 中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術

1）peptide vaccination for patients with recurrent

の検討． 第13回近畿脳神経血管内治療学会 2012.9 西宮

adult PNET and glioblastoma． The 19th International

立林洸太朗， 垣田寛人， 前野和重， 徳田良， 宮地勝弥,

Brain Tumor Research and Therapy Conference

中野敦久． 経上腕的コイル塞栓術を施行した破裂前大脳動

2012.6 Niagara Falls

脈末梢部動脈瘤の1例． 第13回近畿脳神経血管内治療学

Oji Y， BernemanZN， Keilholz U， O'Reilly R， Saglio

会 2012.9 西宮

G， Wagner N， Heike Y， Lundin E， Morii E,

徳田良， 垣田寛人， 前野和重， 立林洸太朗， 宮地勝弥,

Pauwels P， Papotti M， Anguille S， Cilloni D,

中野敦久． 塞栓症で発症した頭蓋外椎骨動脈瘤の1例.

L e t s c h A， O h a s h i H， O h n o Y， W a e l p u t W ,

第13回近畿脳神経血管内治療学会 2012.9 西宮

Duregon E， Hirota N， Udaka k， Izumoto S， Ohno

白 川 学， 内 田 和 孝， 前 野 和 重， 有 田 憲 生． target

S， Iwafuchi M， Fukuda M， Tatsumi N， Kaji M,

embolization法による海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療.

Utada M， Oka Y， Sugiyama H． International

第13回近畿脳神経血管内治療学会 2012.9 西宮

harmonization on evaluation of WT1 positivity in solid

阪本大輔， 松本強， 内田和孝， 白川学， 前野和重， 有

cancers． The 6th International Conference on WT1

田憲生． 脳梗塞超急性期の頭蓋外動脈ステント留置術.

in Human Neoplasia 2012.11 Kyoto

第13回近畿脳神経血管内治療学会 2012.9 西宮

Mori K， Ishikura R， Tomogane Y， Izumoto S， Arita N.

内田和孝， 白川学， 阪本大輔， 前野和重， 有田憲生.

Usefulness of 3D-PRESTO-MRI for the differentiation

横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し静脈洞ステント留置術

of malignant brain tumors． Society of Neuro

を施 行した1例． 第13回 近 畿 脳 神 経 血 管 内 治 療 学 会

Oncology 17th Annual Scientific Meeting and
Education Day（SNO2012）2012.11 Washington DC
Kanemura Y， Sumida M， Yoshioka E， Yamamoto A,
K a n e m a t s u D ， M a t s u m o r o Y， F u k u s u m i H ,
Takada A， Nonaka M， Nakajima S， Mori K， Goto

2012.9 西宮
有田憲生． 頭蓋咽頭腫に対する手術アプローチ．（ビデオシン
ポジウム指定講演）日本脳神経外科学会第71回学術総会
2012.10 大阪
泉本修一， 森鑑二， 友金祐介， 有田憲生． 中枢神経原発

S， Kamigaki T， Maekawa R， Shofuda T,

悪性リンパ腫に対する標準治療とその問題点．（ビデオシン

Moriuchi S， Yamasaki M． Systemic adoptive

ポジウム指定演者）日本脳神経外科学会第71回学術総会

immunotherapy using autologous lymphokine-

2012.10 大阪

activated killer cells improves temozolomide-induced

森鑑二， 泉本修一， 友金祐介， 有田憲生． 個別化大量

lymphopenia of glioblastoma patients． Society of

メソトレキサート療法に向けた， 薬物血中動態と投与量

Neuro Oncology 17th Annual Scientific Meeting and

調節に関する検討． 日本脳神経外科学会第71回学術総会

Education Day（SNO2012）2012.11 Washington DC

2012.10 大阪

［国内学会］

友金祐介， 森鑑二， 蒲恵蔵， 泉本修一， 石藏礼一， 安

泉本修一， 白川学， 笠山宗正， 有田憲生．ラトケ嚢胞にお

藤久美子， 若田ゆき， 藤田重一， 白川学， 有田憲生.

ける血清IGF-1の経時的変化−非手術例と手術例につい

小 脳 橋 角部 腫 瘍の鑑 別におけるMRI磁 化 率 強 調 画 像

て−． 第22回日本間脳下垂体腫瘍学会 2012.2 東京
白川学， 泉本修一， 有田憲生． 非機能性下垂体腺腫にお

（PRESTO法）の有用性について． 日本脳神経外科学会
第71回学術総会 2012.10 大阪

ける術前後IGF-1値の経時的変化−内視鏡単独手術と顕微

泉本修一， 森鑑二， 友金祐介， 有田憲生． 悪性脳腫瘍に

鏡 手 術 の 比 較 −． 第22回日本 間 脳 下 垂 体 腫 瘍 学 会

おける組織WT1タンパク発現形式の検討とワクチン治療効

2012.2 東京

果． 第30回日本脳腫瘍学会学術集会 2012.11 広島

友金祐介， 森鑑二， 蒲恵蔵， 泉本修一， 石藏礼一， 安

森鑑二， 泉本修一， 友金祐介， 有田憲生． 大量メソトレキ

藤久美子， 若田ゆき， 藤田重一， 白川学， 有田憲生.

サート療法における薬剤初回投与直後の血中濃度に関する

小 脳 橋 角部 腫 瘍の鑑 別におけるMRI磁 化 率 強 調 画 像

検討． 第30回日本脳腫瘍学会学術集会 2012.11 広島

（PRESTO法）の有用性について． 第35回日本脳神経CI
学会総会 2012.3 横浜
内田和孝， 白川学， 前野和重， 中野敦久， 有田憲生.

金村米博， 隅田美穂， 吉岡絵麻， 山本篤世， 兼松大介,
松本有佳子， 福角勇人， 高田愛， 埜中正博， 中島伸,
森鑑二， 後藤重則， 神垣隆， 前川隆司， 正札智子,

術後に一過性脳梁膨大部病変を呈した脳動静脈奇形の一

森内秀祐， 山崎麻美． テモゾロミド治療実施中の悪性

例． 第37回日本脳卒中学会総会（STROKE2012）2012.4

グリオーマ患者に対するLAK細胞免疫療法の有用性． 第

福岡
陰山博人， 内田和孝， 白川学， 友金祐介， 有田憲生.

30回日本脳腫瘍学会学術集会 2012.11 広島
前野和重， 内田和孝， 白川学， 垣田寛人， 阪本大輔,
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有田憲生． 中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術

有田憲生． 脳腫瘍の手術〜基本的な考え方と戦略〜．（特

の検討． 第28回日本脳神経血管内治療学会学術総会

別講演）第18回静岡脳神経外科ビデオシンポジウム 2012.6

（JSNET2012）2012.11 仙台

静岡

白川学， 内田和孝， 前野和重， 有田憲生． 当院における

内田和孝， 白川学， 前野和重． 三叉神経痛で発症した小

target embolization法による海綿静脈洞部硬膜動静脈

脳テント部硬膜動静脈瘻の治療経験． 第1回Stroke症例検

瘻の治療． 第28回日本脳神経血管内治療学会学術総会
2012.11 仙台
内田和孝， 白川学， 阪本大輔， 前野和重， 有田憲生.
横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し静脈洞ステント留置術
を施行した1例． 第28回日本脳神経血管内治療学会学術総
会 2012.11 仙台
［地方会等］
立林洸太朗， 白川学， 内田和孝， 陰山博人， 友金祐介,
有田憲生． 特発性血小板減少性紫斑病に合併した脳内出
血の手術例． 第63回日本脳神経外科学会近畿支部学術集
会 2012.4 豊中
飯 田 倫 子， 友 金 祐 介， 藤 田 重 一， 森 鑑 二， 蒲 惠 蔵，
泉 本 修 一， 有 田 憲 生． 視 覚 障 害で発 症した基 底 核

討会 2012.6 尼崎
飯田倫子， 白川学， 有田憲生． 汎下垂体機能低下症を呈
した顆粒細胞腫の1例． 第30回兵庫下垂体疾患症例検討
会 2012.6 西宮
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18回久留米脳神経外科セミナー 2012.9 久留米
内田和孝， 白川学， 前野和重， 有田憲生． 脳底動脈先
端 部 動 脈 瘤の治 療 経 験． 第2回STROKE症 例 検 討 会
2012.11 尼崎
内田和孝， 白川学， 前野和重， 有田憲生． 視覚障害で発
症した硬膜動静脈瘻． 兵庫県脳神経血管内治療研究会
2012.11 神戸
飯田倫子， 白川学， 有田憲生． クッシング病術後の下垂

germinomaの一例． 第63回日本脳神経外科学会近畿支

体機能について． 第31回兵庫下垂体疾患症例検討会

部学術集会 2012.4 豊中

2012.11 西宮

飯田倫子， 友金祐介， 森鑑二， 泉本修一， 有田憲生.
腫 瘍 内 出 血で発 症したPineal parenchymal tumors of

眼科学

intermediate differentiation（PPTID） の1例． 第64回

Ophthalmology

日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 2012.9 大阪
［研究会・講演会等］
有田憲生． 松果体部腫瘍の手術． 第23回石打カンファラン
ス 2012.3 長野
友金祐介， 森鑑二， 藤田重一， 泉本修一， 石藏礼一,
有田憲生． 小脳橋角部腫瘍の鑑別におけるMRI磁化率強
調画像（PRESTO法）の有用性ついて． 第23回石打カン
ファランス 2012.3 長野
飯 田 倫 子， 友 金 祐 介， 藤 田 重 一， 森 鑑 二， 蒲 惠 蔵，
泉 本 修 一， 有 田 憲 生． 視 覚 障 害で発 症した基 底 核
germinomaの1例． 第23回石打カンファランス 2012.3 長野
友 金 祐 介， 森 鑑 二， 泉 本 修 一， 蒲 惠 蔵， 石 藏 礼 一，
安 藤 久 美 子， 有 田 憲 生． 小 脳 橋 角部 腫 瘍の術 前 鑑

■著書■
三村治． 小児眼底疾患． 山口徹， 北原光夫， 福井次矢
編． 今日の治療指針2012年版． 東京：医学書院 2012:
1231
三村治． BOTOX®は，どの程度繰り返し投与していいのでし
ょうか？． 野田実香 編． 専門医のための眼科診療クオリファ
イ 10眼付属器疾患とその病理． 東京：中山書店 2012:5860
三村治． ボトックス． 江口秀一郎 編． 続・外来小手術 ココ
が知りたい！Q&A． 東京：メジカルビュー社 2012:142-5
三村治． 視神経・視路疾患， 眼窩疾患． 所敬 監， 吉田晃

別−MRI磁化率強調画像（PRESTO法）の有用性につい

敏， 谷原秀信 編． 現代の眼科学． 改訂第11版． 東京：

て−． 第13回舞連カンファレンス 2012.8 徳島

金原出版 2012:240-63,288-303

飯田倫子， 友金祐介， 森鑑二， 泉本修一， 有田憲生.

三村治． 斜視手術・外直筋短縮． 山本哲也， 江口秀一郎，

腫 瘍 内出血で発 症したPineal parenchymal tumors of

ビッセン宮島弘子， 門之園一明 編． 眼科手術のトラブル

intermediate differentiation（PPTID）の１例． 第13回

シューティング． 東京：メジカルビュー社 2012:14-7

舞連カンファレンス 2012.8 徳島

三村治． 眼瞼けいれん・片側顔面けいれん・開瞼失行， 甲

■その他■

状腺眼症． 村田敏規 編．メディカルオフサルモロジー 眼薬

内田和孝， 白川学， 有田憲生． 内頚動脈偽閉塞に対する

物治療のすべて． 東京：中山書店 2012:376-80,398-400

ステント留置術． 第7回阪神ストロークカンファレンス 2012.1
大阪
白川学， 内田和孝， 有田憲生． 術後， 網膜中心動脈閉塞
症を来した一例． CAS Expert Meeting 2012.2 名古屋
飯田倫子， 泉本修一， 蒲惠蔵， 有田憲生． 兵庫医科大学
脳神経外科でのレベチラセタムの使用経験． 兵庫てんかん
臨床治療カンファレンス 2012.5 神戸

細谷友雅． 角膜障害（TS-1®， アミオダロン）
． 村田敏規 編.
眼薬物治療のすべて． 東京：中山書店 2012:432-5
■学術論文■
［総説］
三村治． 眼筋型重症筋無力症． Modern Physician 2012;
32:247
三村治． 眼瞼痙攣診療ガイドライン． 神経・筋疾患に関する
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ボツリヌス療法研究会会誌 2012;2:7-10
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岡本真奈， 木村亜紀子， 増田明子， 中村由美子， 三村

三村治． 頭位と神経眼科． 臨床眼科 2012;66:414-22

治． 代償不全上斜筋麻痺と後天滑車神経麻痺の手術術式

細谷友雅． 抗癌剤による角膜および涙道の障害． 眼科 2012;

の比較． 眼科臨床紀要 2012;5:55-8

54:27-32
三村治． 外眼筋ミオパチー． 眼科 2012;54:399-406
三村治． 各 種 疾 患 に 対 するボツリヌス治 療 眼 瞼 痙 攣.
Medical Rehabilitation 2012;144:13-8
木村亜紀子． 角結膜炎． 日本医師会雑誌 2012;141（特別
1）:S296-7
三村治． 眼窩内疾患の診かたと治療−慢性炎症． 臨床眼科
2012;66:974-80
嶌岡文， 木村亜紀子． 斜視の治療． 眼科ケア 2012;14:73642
三村治． 本態性眼瞼けいれん． Modern Physician 2012;
32:1174
三村治． 複視の診断と治療．日本医事新報 2012;4616:80-4
中村由美子． 眼瞼痙攣． 眼科 2012;54:1438-43

嶌岡文， 木村亜紀子， 間原千草， 神谷麻紀， 嶋田祐子,
三村治． 共同偏視に対する外眼筋手術成績と患者満足度
調査． 眼科臨床紀要 2012;5:127-30
細谷友雅， 神野早苗， 榊原智子， 三村治． コンタクトレン
ズ関連緑膿菌感染へのステロイド投与の影響． 眼科 2012;
54:173-9
中内一揚． 涙嚢鼻腔吻合術鼻外法における安全な骨窓作製
が可能な骨膜剥離子． あたらしい眼科 2012;29:1535-7
■学会発表■
［国際学会］
Kimura A． Extraocular muscle surgery for conjugate
deviation． World Ophthalmology Congress
（WOC2012）2012.2 Abu Dhabi
Araki T， Nakauchi K， Ikeda T， Mimura O． Fishtail

三村治． 片側顔面痙攣． 眼科 2012;54:1444-9

skin resection with modified Hotz procedure for Asian

木村亜紀子． 上眼瞼後退症（ケナコルト）
． 眼科 2012;54:

patients with congenital entropion accompanied by

1450-4
石川裕人． 上斜筋ミオキミア． 眼科 2012;54:1468-9
木村亜紀子． 視神経炎． 眼科 2012;54:1502-7
石川裕人, 三村治． 虚血性視神経症（動脈炎性を含めて）
．
眼科 2012;54:1511-5
三村治． 重症筋無力症． 眼科 2012;54:1528-33
三村治． 斜視のボツリヌス療法． 眼科 2012;54:1552-3
木村亜紀子． 麻痺性斜視の手術治療． 神経眼科 2012;29:
286-93
木村亜紀子． 点眼麻酔による斜視手術のコツ． 眼科手術
2012;25:546-8
三村治． 難治性眼瞼痙攣に眼瞼手術療法は有効か？． あた
らしい眼科 2012;29:781-5
中内一揚． TIBURON™を使用した眼瞼手術用ドレープの試
作． あたらしい眼科 2012;29:1391-3
［原著］
Takata M， Nakagomi T， Kashiwamura S， Nakano-Doi A,

epiblepharon． World Ophthalmology Congress
（WOC2012）2012.2 Abu Dhabi
Nakauchi K． A new concept for treating congenital
entropion in Asian eyelid． 2nd International
Conference on Clinical Research 2012.3 Omaha
Sakakibara T， Kimura N， Nagasato D， Ikeda N,
Mimura O， Ikeda T． Increases in intraocular pressure
（IOP）after posterior sub-Tenon’s triamcinolone
acetonide injection in the treatment of diabetic
macular edema． The 27th Asia Pacific Academy of
Ophthalmology Congress（APAO2012）2012.4 Busan
Nagasato D， Ikeda N， Masuda A， Kashimoto R,
Mimura O， Ikeda T． Retinal and choroidal
microvascular embolism following intranasal
corticosteroid injection． The 27th Asia Pacific
Academy of Ophthalmology Congress（APAO2012）
2012.4 Busan

Nakagomi N， Okamura H， Mimura O， Taguchi A,

Araki T， Kimura N， Ikeda N， Mimura O， Ikeda T.

Matsuyama T． Glucocorticoid-induced TNF receptor-

Spectral domain optical coherence tomography

triggered T cells are key modulators for survival/

imaging of the retinal cyst in rhegmatosenous retinal

death of neural stem/progenitor cells induced by

detachment． The 27th Asia Pacific Academy of

ischemic stroke． Cell Death Differ 2012;19:756-67

Ophthalmology Congress（APAO2012）2012.4 Busan

Nakauchi K， Mimura O． Fish-tail resection for treating

Masuda A， Kimura A， Mimura O． Evaluation of

congenital entropion in Asians． Clin Ophthalmol

intracranial space occuping lesions presenting with

2012;6:831-6

oculomotor disturbance． The 19th International

Nakauchi K， Mimura O． Combination of a modified
Hotz procedure with the Jones procedure decreases
the recurrence of involutional entropion． Clin
Ophthalmol 2012;6:1819-22

Neuro-Ophthalmology Society Meeting（INOS2012）
2012.6 Singapore
Nishi Y， Toyoshima R， Kurahashi M， Nishi K,
Ikeda T， Mimura O， Nishi O． Updated long-term

増田明子， 木村亜紀子， 中村由美子， 岡本真奈， 三村

clinical YAG capsulotomy incidence of PCO for

治． 小児輻湊不全型外斜視に対する両外直筋後転術の手

various IOLs in Japanese eyes． XXX Congress of the

術成績． 眼科臨床紀要 2012;5:51-4

European Society of Cataract and Refractive Surgeons
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2012.9 Milan
Matsunaga M， Kimura N， Ikeda N， Nakamura Y,
Mimura O， Ikeda T． A case of iris capture resulted
from disconnected 3-piece acrylic IOL loop． The 8th
International Symposium of Ophthalmology（ISOHK2012）2012.12 Hong Kong
Masuda A， Kimura A， Okamoto M， Nakamura Y,
Mimura O． Full tendon width vertical transposition

角膜学会総会・第28回日本角膜移植学会 2012.2 東京
三村治． 神経眼科診察法．（教育セミナー）第116回日本眼
科学会総会 2012.4 東京
木村亜紀子． 乳児内斜視−予後・合併症−． 第116回日本
眼科学会総会 2012.4 東京
中内一揚， 三村治． 老人性下眼瞼内反症に対するJones法
の再発率減少のための試み． 第116回日本眼科学会総会
2012.4 東京

of the horizontal rectus muscles for paralytic vertical

三村治， 木村亜紀子， 増田明子， 中村由美子， 岡本真

strabismus． The 8th International Symposium of

奈， 内海隆生． 麻痺性斜視に対する水平直筋全幅移動

Ophthalmology（ISO-HK2012）2012.12 Hong Kong
Nakamura Y， Kimura N， Ikeda N， Mimura O， Ikeda

術． 第116回日本眼科学会総会 2012.4 東京
田片将士， 中込隆之， 土居亜紀子， 三村治， 田口明彦,

T． Spectral-domain optical coherence tomography

松山知弘． Glucocorticoid-induced TNF receptor

imaging of contusion retinal necrosis． The 8th

（GITR） の 神 経 再 生に及 ぼ す 影 響 Effect of

International Symposium of Ophthalmology（ISO-

glucocorticoid-induced TNF receptor（GITR）on post-

HK2012）2012.12 Hong Kong
［国内学会］
木村亜紀子． 甲状腺眼症の外眼筋手術．（シンポジウム）第
35回日本眼科手術学会総会 2012.1 名古屋
高木均， 池田誠宏， 王英泰， 木村直樹． 小切開硝子体手

stroke neurogenesis． 第37 回日本 脳 卒 中 学 会 総 会
（STROKE2012）2012.4 福岡
木村直樹， 王英泰， 中村由美子． 白内障手術教育時の指
導医の心境．（インストラクションコース）第27回JSCRS学術
総会（日本白内障屈折矯正手術学会）2012.6 東京

術の疾患別手術テクニック−コツと落とし穴−．（インストラク

西悠太郎． 異なる素材とデザインの眼内レンズにおける臨床

ションコース）第35回日本眼科手術学会総会 2012.1 名古屋

的な後発白内障とYAGレーザーの頻度． 第27回JSCRS学

三村治， 内海隆生， 木村亜紀子， 岡本真奈， 嶌岡文,
増田明子． 周期性交代性眼振に対する水平4直筋後転術.
第35回日本眼科手術学会総会 2012.1 名古屋
中内一揚，三村治．ホッツ変法に併用したFish-tail resection.
第35回日本眼科手術学会総会 2012.1 名古屋

術総会（日本白内障屈折矯正手術学会）2012.6 東京
木村亜紀子． 麻痺性斜視と両眼視．（シンポジウム）第68回日
本弱視斜視学会総会・第37回日本小児眼科学会総会 合同
学会（JASA & JAPO2012）2012.6 名古屋
嶋田祐子， 木村亜紀子， 嶌岡文， 増田明子， 三村治.

中村由美子， 木村直樹， 池田尚弘， 池田誠宏， 三村治.

代償不全性上斜筋麻痺および後天滑車神経麻痺の垂直・

硝子体手術用ゲージ変換カニューラ（20Gから23G， 20Gか

回 旋 融 像 域の検 討． 第68回日本 弱 視 斜 視 学 会 総 会・

ら25G）の試作． 第35回日本眼科手術学会総会 2012.1 名

第37 回日本 小 児 眼 科 学 会 総 会 合 同 学 会（JASA &

古屋

JAPO2012）2012.6 名古屋

柏木孝夫， 木村直樹， 中村由美子， 池田誠宏， 池田尚

増田明子， 木村亜紀子， 岡本真奈， 嶌岡文， 嶋田祐子,

弘， 三村治． 穿孔性眼外傷における20Gおよび23G硝子体

三村治． 3D対応液晶型家庭用ゲーム機器と立体視との関

手術成績の比較． 第35回日本眼科手術学会総会 2012.1

係． 第68回日本弱視斜視学会総会・第37回日本小児眼科

名古屋

学会総会 合同学会（JASA & JAPO2012）2012.6 名古

荒木敬士， 木村直樹， 中村由美子， 池田誠宏， 池田尚

屋

弘， 三村治． 眼球破裂に対する20G及び23G硝子体手術

近藤美穂， 木村亜紀子， 嶌岡文， 増田明子， 三村治.

成績の比較． 第35回日本眼科手術学会総会 2012.1 名古

眼振に対する水平4直筋大量後転術の手術成績と患者満足

屋

度調査． 第68回日本弱視斜視学会総会・第37回日本小児

市橋朋子， 細谷友雅， 神野早苗， 三村治． 放射線療法
と化学療法により高度な角結膜障害を生じた一例． 角膜カン
ファランス2012 第36回日本角膜学会総会・第28回日本角膜
移植学会 2012.2 東京
榊原智子， 細谷友雅， 神野早苗， 増田明子， 三村治.

眼科学会総会 合同学会（JASA & JAPO2012）2012.6
名古屋
荒木敬士， 池田尚弘， 三村治， 池田誠弘． 原田病のフル
オレセイン・インドシアニングリーン時間差同時造影． 第46回
日本眼炎症学会 2012.7 横浜

運動場白線用消石灰による角結膜アルカリ外傷の1例． 角

岡本真奈， 細谷友雅， 神野早苗， 三村治． 眼部帯状疱疹

膜カンファランス2012 第36回日本角膜学会総会・第28回日

に眼窩先端症候群を合併した1例． 第49回日本眼感染症学

本角膜移植学会 2012.2 東京

会 2012.7 横浜

山本雄士， 稲富勉， 小泉範子， 外園千恵， 中川紘子,
宮本佳菜絵， 細谷友雅， 横井則彦， 木下茂， サイトメ

中内一揚， 三村治． DCR鼻外法における安全な骨窓作成
の一方法． 第1回日本涙道･涙液学会 2012.7 横浜

ガロウイルス角膜内皮炎に対するガンシクロビルを併用した

神野早苗， 田片将司， 榊原智子， 鈴木温， 前田淳， 三

角膜移植の治療成績． 角膜カンファランス2012 第36回日本

村治． ハンフリー視野30-2の中心4点の変化と視力低下の
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検討． 第23回日本緑内障学会 2012.9 金沢
三村治． 過矯正， 低姿勢に対する最終攻略．（シンポジウ
ム）第66回日本臨床眼科学会 2012.10 京都
木村亜紀子， 仁科幸子， 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66回日本臨
床眼科学会 2012.10 京都
佐藤美保， 杉山能子， 矢ヶ﨑悌司， 根岸貴志， 木村亜紀
子． 小児眼科， 斜視弱視外来のスタンダード． 第66回日本
臨床眼科学会 2012.10 京都
片上千加子， 高村悦子， 篠崎和美， 外園千恵， 佐佐木香
子， 北川和子， 堀純子， 神野早苗． やさしい角結膜感
染症クリニック−疑問解決！症例から学ぶ角膜ヘルペス塾−.
第66回日本臨床眼科学会 2012.10 京都
鹿嶋友敬， 今川幸宏， 尾山徳秀， 中内一揚， 板倉秀記.
眼形成のススメVer.3． 第66回日本臨床眼科学会 2012.10
京都
三村治． 眼科医が見 落としやすい眼 瞼・眼球運動異常.
（モーニングクルズス）第66回日本臨床眼科学会 2012.10 京
都

139

日本神経眼科学会総会 2012.11 京都
三村治， 木村亜紀子， 増田明子， 中村由美子， 木村直
樹． 後天滑車神経麻痺はここまで治せる． 第50回日本神
経眼科学会総会 2012.11 京都
樫本良亮， 木村亜紀子， 泉本修一， 有田憲生， 三村治.
妊娠を契機に両耳側半盲が急性増悪した鞍結節髄膜腫の
一例． 第50回日本神経眼科学会総会 2012.11 京都
柏木孝夫， 木村亜紀子， 樫本良亮， 三村治． CRION
（Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy）と
考えられた1例． 第50回日本神経眼科学会総会 2012.11 京
都
阿部英樹， 木村亜紀子， 大北陽一， 三村治． 小乳頭が危
険因子と考えられた若年者の乳頭出血． 第50回日本神経眼
科学会総会 2012.11 京都
［地方会等］
中内一揚． 再発しにくい下眼瞼内反症の手術加療について.
第118回京都眼科学会 2012.7 京都
増田明子， 木村亜紀子， 三村治． 斜視を主訴に受診した小
児眼窩腫瘍の2例． 第118回京都眼科学会 2012.7 京都

岡本真奈， 木村亜紀子， 増田明子， 三村治． 先天内斜

竹中奈織， 松谷聡， 松原健太， 松井聖博， 山西敏之,

視術後の長期予後の解析． 第66回日本臨床眼科学会

橋本満喜子， 奥智子， 團野大介， 川端啓太， 立花久

2012.10 京都

大， 三村治． 高IgG4血症を呈した眼窩内病変の1例． 日

中村由美子， 木村直樹， 中内一揚， 三村治． 白内障術後
の高度前嚢収縮， 虹彩後癒着に対しYAGレーザーが著効
した症例． 第66回日本臨床眼科学会 2012.10 京都
三村治． 眼瞼けいれん診療ガイドライン−動画で見る診断と治
療のコツ−．（ランチョンセミナー）第66回日本臨床眼科学会
2012.10 京都
田片将士， 池田誠宏， 市橋朋子， 木村直樹， 池田尚弘,

本神経学会第96回近畿地方会 2012.7 大阪
松原健太， 三村治， 松井聖博， 山西敏之， 橋本満喜子,
奥智子， 川端啓太， 立花久大． 眼症状にて発症した
IgG4関連疾患と考えられる2症例． 日本プライマリケア連合
学会第26回近畿地方会 2012.11 京都
［研究会・講演会等］
池田誠宏． 糖尿病網膜症の病態と治療−基礎から最近の話

神野早苗， 三村治． 糖尿病患者における難治性緑内障に

題−．（特別講演）第39回糖尿病臨床研究会 2012.1 神戸

対する経毛様体扁平部チューブシャント手術の導入． 第27

三村治． やさしい神経眼科−視神経疾患のみかた2012−.

回日本糖尿病合併症学会・第18回日本糖尿病眼学会総会
2012.11 福岡
五島雄一郎， 池田尚弘， 木村直樹， 池田誠宏． 高度な硬
性白斑を伴う黄斑浮腫吸収後に網膜下線維増殖をきたした
5症例． 第27回日本糖尿病合併症学会・第18回日本糖尿
病眼学会総会 2012.11 福岡
中内一揚， 森松孝亘， 三村治．β-ブロッカーが著効した小
児眼窩血管腫の一例． 第27回日本眼窩疾患シンポジウム
2012.11 山形
田片将士， 三村治， 松山知弘． Glucocorticoid-induced

（特別講演）第5回京都北部病診連携研究会 2012.1 綾部
中内一揚． 大きすぎる義眼球移植後に義眼床強膜解離を生じ
た一例． 第23回眼瞼・義眼床手術研究会 2012.2 東京
池田誠宏． 糖尿病網膜症の管理と糖尿病眼手帳．（特別講
演）第13回糖尿病セミナー「神戸」2012.2 神戸
中内一揚． 本当は難しい眼瞼皮膚弛緩の話． 第119回兵庫
県眼科医会・学術集談会 2012.3 西宮
森松孝亘， 中内一揚， 三村治． 著明な眼内石灰化を生じた
眼球癆の一例． 第119回兵庫県眼科医会・学術集談会
2012.3 西宮

TNF peceptor−刺激T細胞の虚血障害誘導性神経幹細

榊原智子， 細谷友雅， 中内一揚， 三村治， 伊藤敬． 結

胞に及ぼす影響．（Young Investigators’ Award）第24

膜腫瘍が疑われた結膜アミロイドーシスの1例． 第119回兵庫

回日本脳循環代謝学会総会 2012.11 広島

県眼科医会・学術集談会 2012.3 西宮

小川美沙， 木村亜紀子， 間原千草， 辻本勝也， 三村治.

中村由美子， 木村直樹， 池田尚弘， 池田誠宏， 三村治.

片眼義眼の先天眼振に対し手術治療が奏効した1例． 第53

硝子体手術用ゲージ変換カニューラ（20Gから23G， 20Gか

回日本視能矯正学会 2012.11 横浜

ら25G）の試作． 第119回兵庫県眼科医会・学術集談会

間原千草， 木村亜紀子， 小川美沙， 嶌岡文， 辻本勝也,
三村治． 経線弱視の治療予後． 第53回日本視能矯正学
会 2012.11 横浜
木村亜紀子． 眼瞼痙攣の診断．（ランチョンセミナー）第50回

2012.3 西宮
荒木敬士， 木村直樹， 中村由美子， 池田誠宏， 池田尚
弘， 三 村 治． 眼 球 破 裂に対する20Gおよび23G硝 子 体
手術成績の比較． 第119回兵庫県眼科医会・学術集談会
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2012.3 西宮
柏木孝夫， 木村直樹， 中村由美子， 池田誠宏， 池田尚
弘， 三村治． 穿孔性眼外傷における20Gおよび23G硝子
体手術成績の比較． 第119回兵庫県眼科医会・学術集談
会 2012.3 西宮
阿部英樹． モルガーニ白内障による水晶体融解緑内障の一
例． 第34回兵庫県緑内障研究会 2012.3 神戸
池田誠宏． 糖尿病黄斑浮腫の治療戦略．（特別講演）埼玉
県糖尿病眼合併症対策講演会 2012.3 さいたま
三村治． 眼瞼下垂．（教育講演）眼科診療アップデートセミ
ナー2012 2012.3 京都
中内一揚， 三村治． 小児内反症手術における一工夫．日本
形成外科学会第100回関西支部学術集会 2012.3 大阪
髙木美昭． 眼瞼痙攣と向精神薬． 第14回ボーダレス眼科臨
床研究会 2012.3 大阪
細谷友雅． 角膜腫瘍が疑われた結膜アミロイドーシスの1例.
兵庫CORNEA塾 study1 2012.5 神戸
三村治． 甲状腺眼症の診断と治療． 第6回四国Eyeランドセ
ミナー 2012.5 高松
木村亜紀子． 記憶に残る症例集．（教育講演）第6回神経眼
科コロキウム 2012.6 芦屋
木村亜紀子． 覚えておきたい神経眼科疾患の診断と治療.
（特別講演）第6回鳥取県眼科フォーラム 2012.6 米子

神野早苗， 三村治． 当院におけるチューブシャント手術の
導入． 第120回兵庫県眼科医会・学術集談会 2012.10 神
戸
森松孝亘， 中内一揚， 三村治． 涙点に発生したオンコサイ
トーマの一例． 第120回兵庫県眼科医会・学術集談会
2012.10 神戸
中内一揚， 森松孝亘， 三村治．β-ブロッカーが著効した小
児眼窩血管腫の一例． 第120回兵庫県眼科医会・学術集
談会 2012.10 神戸
田片将司． GITR刺激T細胞は虚血性脳梗塞によって誘導
される神経幹細胞の生死にかかわる主要な調節因子とな
る． 平成24年度第1回兵庫医科大学医学会学術講演会
2012.10 西宮
神野早苗． 改訂ガイドラインに沿った緑内障治療．（特別講
演）緑内障診断セミナー 2012.11 芦屋
池田誠宏． 糖尿病網膜症の病態と治療．（特別講演）学術
講演会−糖尿病合併症予防の最新知見− 2012.11 堺
田片将士． レクトミーオペ後に過剰濾過を生じさらに悪性緑
内障をきたした一例． 第42回関西緑内障セミナー（42th
PACGs）2012.11 高槻
木村亜紀子． 意外と多い滑車神経麻痺の診断と治療．（特
別 講 演 ）第3回North Osaka Ophthalmology Seminar
2012.11 高槻

神野早苗． 改訂ガイドラインに沿った緑内障治療．（特別講

木村亜紀子． 成人の斜視診療−複視にどう対応しています

演）第7回山の手眼科カンファレンス神戸市東部地区医療連

か ? −．（特別講演）第2回山形眼科フォーラム 2012.11 山

携の会 2012.6 神戸
三村治． 神経眼科疾患もここまで治る！． 第30回淑瞳会 学
術講演会 2012.7 神戸
増田明子． 先天眼振における手術療法について．（ミニ教育
セミナー）第25回近畿神経眼科セミナー 2012.7 大阪
増田明子． 小児の眼位の診かた． 第2回阪神眼科アップデー
トセミナー 2012.8 神戸
細谷友雅． 点眼薬および全身性薬剤による角膜障害． 第2回
阪神眼科アップデートセミナー 2012.8 神戸
荒木敬士， 池田誠弘． 糖尿病黄斑浮腫のOCT所見． 第2
回阪神眼科アップデートセミナー 2012.8 神戸
永里大祐， 池田尚弘． AMDとAMDとの鑑別が必要な疾患
のOCT所見． 第2回阪神眼科アップデートセミナー 2012.8
神戸
池田尚弘． 毛様体の浮腫・滲出による眼内の変化． 第2回阪
神眼科アップデートセミナー 2012.8 神戸
田片将士． 兵庫医科大病院におけるチューブシャント手術の導
入． 第10回兵庫県東部緑内障を考える会 2012.8 芦屋
池田誠宏． 内科医にも役立つ糖尿病網膜症の治療戦略.
（特別講演）第一回「眼と代謝を考える会」 学術講演会
2012.9 佐倉
三村治． ボツリヌス毒素療法．（教育講演）A型ボツリヌス毒
素製剤講習・実技セミナー 2012.9 名古屋
木村亜紀子． 甲状腺眼症の活動性の評価と治療．（特別講
演）第3回岩手甲状腺眼症研究会 2012.9 盛岡
田片将士， 池田誠宏， 市橋朋子， 木村直樹， 池田尚弘,

形
■その他■
三村治． 眼科点眼薬アップデート：ここまで進歩した薬物治
療． 第38回卒後研修講座 感覚器疾患（眼科・耳鼻科・
皮膚科）と口腔歯科の治療最前線 2012:76-90
中村由美子．カルテQA眼瞼けいれん 継続治療で薬剤の調整
を． 神戸新聞 2011.8.19:10
木村亜紀子． カルテQA眼瞼下垂 神経眼科で詳しい診察を.
神戸新聞 2012.2.10:12
三村治． 序論：眼位・眼球運動異常の診断と治療． 眼科
2012;54:337-8
三村治． 第65回日本臨床眼科学会印象記 一般口演「近
視」． 眼科 2012;54:549-50
三村治． 体とこころの通 信 簿 眼 瞼けいれん． 朝日新 聞
2012.2.21:2
三村治． 神経眼科領域からの症例， 上下斜視． 眼科医マ
ルチファインダー 2012;22:6-7,13-4
三村治． 第49回日本神経眼科学会印象記「眼科領域におけ
るボツリヌス治療」． 神経眼科 2012;29:213-23
三村治． 緑内障， 加齢黄斑変性， 角膜感染症，まぶたの
病気．きょうの健康 2012;10:4-8,9-13,14-18,19-23
池田誠宏． 糖尿病網膜症． 神戸新聞 2012.9.29:7
細谷友雅．目の不調 初期は分かりにくい目の病気 定期的に検
診を．リビング西宮・芦屋 2012.9.29:1
三村治.「加齢黄斑変性」の治療について教えて下さい．きょ
うの健康 2012;11:127
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三村治． 序論：神経眼科−診断から治療へ−． 神経眼科

大田重人， 阪上雅史． 中耳真珠腫−耳管病態は耳管開放
症か？耳管狭窄症か？−． ENTONI 2012;145:35-41

2012;29:259-60
木村亜紀子． 第25回近畿神経眼科セミナー印象記． 神経眼

三代康雄． 真珠腫性中耳炎とEBM． JHONS 2012;28:15962

科 2012;29:449-50
細谷友雅． 上眼瞼に生じた結膜扁平上皮癌（図説）
． あたら
しい眼科 2012;29:493-4
細 谷 友 雅． 角 膜 上 皮 内 癌（ 図 説 ）
． あたらしい 眼 科

三代康雄． 鼓膜穿孔・耳小骨連鎖離断.

耳鼻咽喉科・頭

頸部外科 2012;84:157-61
任智美， Thomas Hummel， 坂口明子， 阪上雅史． 舌粘
膜における知覚閾値測定．日本味と匂学会誌 2012;19:13-9

2012;29:1095-6
細 谷 友 雅． 症 例 検 討． Santen Cornea Symposium in
Kobe−ジクアス®点 眼 液3％ 発 売1周 年 記 念 講 演 会 −

任智美， 阪上雅史． 種々の代謝異常 亜鉛と味覚障害． 内
分泌・糖尿病・代謝内科 2012;34:221-8
［原著］

2012.2 神戸
細谷友雅． 角結膜上皮障害−病態とその治療−． ひとみ・
すこやか研修会 2012.6 大阪
池田誠弘． 加齢と眼の健康−いつまでも良い視力を保つため
に−． 第432回大阪大学歯学部同窓会学術委員会 臨床談

Seo T， Saka N， Sakagami M． Furosemide-loading
vestibular evoked myogenic potential testing can
suggest developing bilateral involvement of unilateral
Meniere’s disease． Acta Otolaryngol 2012;132:632-6
Saka N， Seo T， Fujimori K， Mishiro Y， Sakagami M.

話会 2012.6 吹田
木村亜紀子． 複視−物がふたつに見える−． 兵庫医科大学
病院市民健康講座 2012.6 西宮
三村治． 眼と脳の機能解剖学−眼球運動障害−．（教育講
演）2012年度日本視能訓練士協会生涯教育制度新人教育
プログラム講習会 2012.9 神戸
増田明子． 兵庫医科大学眼科学教室専門外来紹介． 兵庫
県東部地区眼科医会学術講演会 2012.11 尼崎
増田明子． 視機能障害−病態と治療−．（教育講演）第26
回ひとみ・すこやか研修会 2012.11 大阪
木村亜紀子． 小児斜視−必要な検査と考え方−．（教育講
演）第23回中国四国ブロック眼科コメディカル講習会 2012.11

Vestibular-evoked myogenic potential in response to
bone-conducted sound in patients with otosclerosis.
Acta Otolaryngol 2012;132:1155-9
Sakaguchi A， Katsura H， Nin T， Adachi O， Mishiro
Y， Daimon T， Sakagami M． Preoperative
assessment of taste function in patients with middle
ear disease． Otol Neurotol 2012;33:761-4
雪辰依子， 廣瀬正幸， 津田武， 阪上雅史， 佐野光仁． ス
テロイド局所注射とβブロッカ－内服が著効した乳児声門下
血管腫例． 耳鼻咽喉科臨床 2012;105:53-8
北原糺， 三代康雄， 阪上雅史， 鎌倉武史， 森鼻哲生,
猪原秀典． 中耳真珠腫の部位別進展度別手術成績． 日

徳島

本耳鼻咽喉科学会会報 2012;115:91-100

耳鼻咽喉科学

Otorhinolaryngology

寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士,
阪上雅史． 中咽頭側壁扁平上皮癌の臨床検討． 頭頸部
外科 2012;22:47-51
佐川公介， 寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 毛利武士,

■著書■

阪上雅史． 原発不明頸部リンパ節転移癌の検討． 頭頸部

三代康雄， 阪上雅史． 外傷性鼓膜穿孔・治療アルゴリズム,

癌 2012;38:358-62

インフォームドコンセントの実際． 髙橋晴雄 編． ENT臨床
フロンティア． 東京：中山書店 2012:64-9,77-9
■学術論文■
［総説］
阪上雅史． 味覚障害の診断と治療．日本耳鼻咽喉科学会会
報 2012;115:8-13
阪上雅史． 耳鼻咽喉科の診療に関連した味覚障害． 口腔・
咽頭科 2012;25:17-22
阪上雅史． 当科の鼓室形成術の考え方と手技−術後のQOL
を考慮して−． 耳鼻咽喉科臨床 2012;105:1013-21
阪上雅史． 中耳真珠腫の基本術式と考え方． 頭頸部外科
2012;22:133-9
坂口明子， 阪上雅史． 老人性疾患の予防と対策 味覚障害.
JHONS 2012;28:1362-5
都築建三， 阪上雅史． 嗅覚障害. 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2012;84:129-33

三代康雄， 北原糺， 足達治， 桂弘和， 坂直樹， 大田重
人， 高橋恵美子， 阪上雅史． 中耳手術術後10年目の聴
力成績． Otology Japan 2012;22:137-40
荻野公一， 三代康雄， 桂弘和， 大田重人， 坂直樹， 阪
上雅史． 自家耳介軟骨を用いた耳小骨再建の長期成績.
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 2012;84:483-6
［症例報告］
岡崎健， 都築建三， 岡秀樹， 澤田暁宏， 岡田昌也， 竹
林宏記， 佐伯暢生， 三代康雄， 阪上雅史． 重篤な鼻出
血から診断されたアグレッシブNK細胞白血病例． 耳鼻咽喉
科臨床 2012;105:15-20
■学会発表■
［国際学会］
Tsuzuki K， Oka H， Kojima Y， Takebayashi
H， Sakagami M． Clinical study of patients with
Wegener’s granulomatosis in the head and neck
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region． The Asia Pacific Meeting of Vasculitis and
ANCA Workshop 2012（AP-VAS2012）2012.3 Tokyo
Sakagami M， Mishiro Y， Katsura H， Adachi O． Stapes

Ear Surgery 2012.6 Nagasaki
Sakagami M． Canal wall down method, facial nerve
decompression．（lecture）9th Internatinal Conference

surgery using CO2 laser to cut the posterior and/or

on Cholersteatoma and Ear Surgery 2012.6 Nagasaki

anterior crura． 14th JapanKorea Joint Meeting of

Sakagami M． Canal up method．（lecture）The 9th

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2012.4 Kyoto
Tsuzuki K， Oka H， Kojima Y， Takebayashi H,

Internatinal Conference on Cholersteatoma and Ear
Surgery 2012.6 Nagasaki

Sakagami M． Evaluation of intranasal findings in

Takahashi E， Mishiro Y， Sakaguchi A， Katsura H,

patients with sinusitis after endoscopic sinus surgery.

Adachi O， Sakagami M． Pediatric myringoplasty.

14th JapanKorea Joint Meeting of Otolaryngology-

The 9th Internatinal Conference on Cholersteatoma

Head and Neck Surgery 2012.4 Kyoto

and Ear Surgery 2012.6 Nagasaki

Katsura H， Mishiro Y， Adachi O， Sakagami M． Long-

Katsura H， Mishiro Y， Adachi O， Sakagami M． Long-

term deterioration of bone-conduction hearing level in

term deterioration of bone-conduction level in patients

cholesteatoma with semicircular canal fistulae． 14th

with semicircular canal fistulae． The 9th Internatinal

JapanKorea Joint Meeting of Otolaryngology-Head

Conference on Cholersteatoma and Ear Surgery

and Neck Surgery 2012.4 Kyoto

2012.6 Nagasaki

Kojima Y， Tsuzuki K， Oka H， Sakagami M.

Sakaguchi A， Nin T， Katsura H， Adachi O， Mishiro

Outpatient inferior turbinate surgery for patients with

Y， Sakagami M． Trigeminal sensation of the tongue

perennial aalergic rhinitis． 14th JapanKorea Joint

after middle ear surgery． XVI International

Meeting of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Symposium on Olfaction and Taste（ISOT2012）

2012.4 Kyoto

2012.6 Stockholm

Tsuzuki k， Oka H， Kojima Y， Takebayashi H,

S a k a g a m i M， Y u a s a Y． T e c h n i q u e t o s i m p l i f y

Sakagami M． Evaluation of postoperative intranasal

m y r i n g o p l a s t y ．（ I n s t r u c t i o n c o u r s e ） 1 1 6 t h

findings in patients with chronic rhinosinusitis． 24th

Amaerican Academy of Otolaryngology Annual

Congress of the European Rhinologic Society & 31st

Meeting ＆ Oto Expo（AAO-HNSF2012）2012.9

International Symposium on Infection and Allergy of
the Nose（ERS-ISIAN 2012）2012.6 Toulouse

Washington DC
Kojima Y， Tsuzuki K， Oka H， Sakagami M.

Oka H， Tsuzuki k， Kojima Y， Takebayashi H,

Outpatient inferior turbinates surgery for patients

Sakagami M． Study of benign paranasal sinus

with severe allergic rhinitis． 116th American

diseases with external surgical approaches． 24th

Academy of Otolaryngology Annual Meeting ＆ Oto

Congress of the European Rhinologic Society & 31st

Expo（AAO-HNSF2012）2012.9 Washington DC

International Symposium on Infection and Allergy of
the Nose（ERS-ISIAN 2012）2012.6 Toulouse
Saka N， Seo T， Ohta S， Fujimori K， Sakagami M.

Katsura H， Mishiro Y， Adachi O， Sakagami M． Longterm surgical results of semicircular canal fistulae.
116th American Academy of Otolaryngology Annual

Aging effect on the ocular vestibular evoked

Meeting ＆ Oto Expo（AAO-HNSF2012）2012.9

myogenic potentials with special reference to

Washington DC

frequency-tuning characteristics． The 27th Barany
Society Meeting 2012.6 Uppsala

Takahashi E， Yamanaka H， Kobayashi K， Sakagami M,
Noguchi K． Effect of Rho kinase inhibitor on the

S e o T， S a k a N， O h t a S， S a k a g a m i M． O c u l a r

morphology of glial cells in the rat spinal cord of

vestibular evoked myogenic potential to air

neuropathic pain model． The 42nd Annual Meeting

conduction in patients with benign paroxysmal

of the Society for Neuroscience（Neuroscience2012）

positional vertigo． The 27th Barany Society Meeting
2012.6 Uppsala

2012.10 New Orleans
［国内学会］

Ohta S， Saka N， Seo T， Fujimori K， Sakagami M.

阪上雅史． 中耳真珠腫の基本術式と考え方．（ランチョンセミ

Brandt-Daroff maneuver after Epley's maneuver

ナ－）第22回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会

prevents the recurrence of benign paroxysmal
positional vertigo． The 27th Barany Society Meeting
2012.6 Uppsala
Sakagami M． Natural long course of hearing change in

2012.1 福島
岡秀樹， 都築建三， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.
外切開を要した良性副鼻腔疾患の手術症例． 第22回日本
頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会 2012.1 福島

patients with middle ear diseases．（symposium）The

阪上雅史， 桂弘和， 足達治， 三代康雄． 本邦で稀なfar-

9th Internatinal Conference on Cholersteatoma and

advanced otosclerosisの1例． 第22回日本頭頸部外科学

兵庫医大業績録（2012）
会総会ならびに学術講演会 2012.1 福島
岡崎建， 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22回日本頭頸部外科学
会総会ならびに学術講演会 2012.1 福島
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頸部癌症例の臨床検討.
第22回日本 頭 頸 部 外 科 学 会 総 会ならびに学 術 講 演 会
2012.1 福島
児島雄介， 都築建三， 岡秀樹， 竹林宏記， 阪上雅史.
鼻中隔矯正術および下鼻甲介手術を併用した症例の術後成
績． 第30回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 2012.2 大
津
岡秀樹， 都築建三， 児島雄介， 阪上雅史． 気管支喘息を
合併した慢性副鼻腔炎の検討． 第30回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会 2012.2 大津
宇和伸浩， 寺田友紀， 佐川公介， 阪上雅史． 当科におけ
る喉頭部分切除術， 喉頭亜全摘術の検討． 第113回日本
耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2012.5 新潟
阪上雅史， 桂弘和， 足達治， 三代康雄． 人口内耳電極入
れ替え症例の検討． 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会・学
術講演会 2012.5 新潟
都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.
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当科における新生児スクリーニング一側要精査症例の検討.
第7回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2012.6
岡山
奥中美恵子， 任智美， 北條和歌， 阪上雅史．ことばの遅れ
を主訴に当科を受診した小児の検討． 第7回日本小児耳鼻
咽喉科学会総会・学術講演会 2012.6 岡山
阪上雅史， 桂弘和， 足達治， 三代康雄． 両側性中耳真珠
腫の手術に関する検討−術後通院回数の減少を目指して−.
第74回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会 2012.7 東
京
都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.
副鼻腔嚢胞の手術症例の検討． 第74回耳鼻咽喉科臨床
学会総会・学術講演会 2012.7 東京
河合保典， 寺田友紀， 宇和伸浩， 佐川公介， 阪上雅史.
限局性舌アミロイドーシスの1例． 第74回耳鼻咽喉科臨床学
会総会・学術講演会 2012.7 東京
坂口明子， 任智美， 阪上雅史． 中耳手術後の舌知覚閾値,
自覚症状の推移について． 第30回頭頸部自律神経研究会
2012.8 大阪
雪辰依子， 都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 阪上雅史,
寺田信行． 血管内皮細胞におけるVE-cadherinの発現とそ
のリン酸化． 第30回頭頸部自律神経研究会 2012.8 大阪

副鼻腔疾患に対するナビゲーション・システムの使用状況.

都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.

第113回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2012.5 新

慢性副鼻腔炎ESS症例における術後内視鏡スコアの検討.

潟

第51回日本鼻科学会総会・学術講演会 2012.9 千葉

坂直樹， 瀬尾徹， 大田重人， 藤森貴世子， 阪上雅史.

岡秀樹， 都築建三， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.

骨導刺激VEMPによる耳硬化症のめまいについての検討.

嗅 覚 障 害 患 者におけるカード式 嗅 覚 同 定 能 力（open

第113回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2012.5 新

Essence）の検討． 第51回日本鼻科学会総会・学術講演

潟

会 2012.9 千葉

瀬尾徹， 坂直樹， 大田重人， 藤森貴世子， 阪上雅史.

児島雄介， 岡秀樹， 都築建三， 竹林宏記， 阪上雅史.

良性発作性頭位めまい症のoVEMP． 第113回日本耳鼻咽

慢性副鼻腔炎の初回手術症例における病変部位の検討.

喉科学会総会・学術講演会 2012.5 新潟

第51回日本鼻科学会総会・学術講演会 2012.9 千葉

大田重人， 桂弘和， 足達治， 三代康雄， 阪上雅史． 当

前田英美， 任智美， 坂口明子， 岡秀樹， 梅本匡則， 阪

院におけるENoG（従来法と正中法）の検討． 第35回日本

上雅史． 舌痛症患者の臨床検討と知覚検査使用経験（第

顔面神経研究会 2012.5 福島

一報）
． 第25回日本口腔・咽頭科学会総会学術講演会

垣淵正男， 西本聡， 福田健児， 河合建一郎， 曽束洋平,
阪上雅史， 松田健． 端側型神経移植による顔面神経再建

2012.9 熊本
坂口明子， 任智美， 岡秀樹， 前田英美， 梅本匡則， 阪

術式の多様性．（シンポジウム）第35回日本顔面神経研究

上雅史． 頭部外傷性味覚障害の臨床検討． 第25回日本

会 2012.5 福島

口腔・咽頭科学会総会学術講演会 2012.9 熊本

富士原将之， 上紺屋憲彦， 土井啓至， 髙田康弘， 寺田友

阪上雅史．「硬組織再建VS軟組織再建」
：硬組織を用いた上

紀， 宇和伸浩， 佐川公介， 廣田省三． 頭頸部癌に対す

鼓室側壁および外耳道再建．（臨床教育セミナー）第22回日

る放射線治療後の甲状腺機能障害に関する検討． 第36回
日本頭頸部癌学会 2012.6 松江
佐川公介， 宇和伸浩， 寺田友紀， 阪上雅史． 当科におけ
る上咽頭扁平上皮癌症例の検討． 第36回日本頭頸部癌学
会 2012.6 松江

本耳科学会総会・学術講演会 2012.10 名古屋
阪上雅史． 高度混合難聴のonly hearing earに対する手術.
（公募シンポジウム）第22回日本耳科学会総会・学術講演会
2012.10 名古屋
大田重人， 坂口明子， 桂弘和， 足達治， 三代康雄， 阪

寺田友紀， 佐伯暢生， 宇和伸浩， 佐川公介， 毛利武士,

上雅史． 中耳真珠腫の耳管病態と鼻すすり癖による術後再

阪上雅史． Provox2挿入症例の合併症対策−シリコンリン

陥 凹の検 討． 第22回日本耳科学会総 会・学術講演会

グの使 用 経 験について−． 第36回日本 頭 頸 部 癌 学 会

2012.10 名古屋

2012.6 松江
任智美， 奥中美恵子， 北條和歌， 西口道子， 阪上雅史.

東野哲也， 奥野妙子， 小島博己， 比野平恭之， 松田圭二,
三代康雄， 山本裕， 細井裕司． 中耳真珠腫進展度分類
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2010の実践的解説．（公募インストラクションコース）第22回
日本耳科学会総会・学術講演会 2012.10 名古屋
桂弘和， 荻野公一， 大田重人， 三代康雄， 阪上雅史.
当科におけるアブミ骨再建手術症例について． 第22回日本
耳科学会総会・学術講演会 2012.10 名古屋
瀬尾徹， 坂直樹， 大田重人， 阪上雅史． 良性発作性頭位
めまい症疑いの例のoVEMP． 第22回日本耳科学会総会・
学術講演会 2012.10 名古屋
坂口明子， 任智美， 桂弘和， 三代康雄， 阪上雅史． 中

科学会兵庫県地方部会 2012.4 尼崎
阪上雅史． 中耳真珠腫の手術手技と考え方．（特別講演）
日本耳鼻咽喉科学会福井地方部会 2012.6 福井
岡秀樹， 都築建三， 児島雄介， 竹林宏記， 阪上雅史.
嗅 覚 障 害 患 者におけるカード式 嗅 覚 同 定 能 力（Open
Essence）の検討． 第171回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県
地方部会 2012.7 神戸
藤森貴世子， 任智美， 奥中美恵子， 北條和歌， 西口道
子， 阪上雅史． 当科の新生児聴覚スクリーニングにおける

耳手術後の舌知覚閾値,自覚症状の推移について（第3報）
．

一側要精査症例の検討． 第171回日本耳鼻咽喉科学会兵

第22回日本耳科学会総会・学術講演会 2012.10 名古屋

庫県地方部会 2012.7 神戸

西口道子， 阪上雅史． オーディ
トリーバーバル法（Auditory

大田重人, 坂口明子, 桂弘和, 足達治, 三代康雄, 阪上雅史.

Verbal Therapy）で人工内耳装用後のハビリテーションを

鼻すすり型耳管開放症による中耳真珠腫術後再陥凹の検討.

行った1例． 第57回日本聴覚医学会総会・学術講演会
2012.10 京都
阪上雅史． 外傷患者への対応：耳・側頭骨． 第26回日本耳
鼻咽喉科学会専門医講習会 2012.11 福岡
大田重人， 瀬尾徹， 坂直樹， 藤森貴世子， 阪上雅史.

第171回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.7 神戸
荻野公一， 桂弘和， 三代康雄， 阪上雅史． 両側に再手術
を行った先天性アブミ骨固着症例． 第171回日本耳鼻咽喉
科学会兵庫県地方部会 2012.7 神戸
河合保典， 寺田友紀， 宇和伸浩， 佐川公介， 貴田紘太,

前庭誘発筋電図（VEMP）の周波数応答によるメニエール

阪上雅史． 限局性舌アミロイドーシスの1例． 第171回日本

病の診断−スプライン補間法と尖鋭度を用いて−． 第71回

耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.7 神戸

日本めまい平衡医学会総会・学術講演会 2012.11 東京
坂直樹， 瀬尾徹， 大田重人， 藤森貴世子， 阪上雅史.
耳石器障害が疑われためまい患者のVEMPによる検討.
第71回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会 2012.11
東京
藤森貴世子， 坂直樹， 大田重人， 瀬尾徹， 今井貴夫，

荻野公一， 阪上雅史， 桂弘和， 三代康雄． 人工内耳を挿
入したfar-advanced otosclerosisの一例． 第172回日本耳
鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.12 西宮
河合保典， 大田重人， 阪上雅史． 転移性脳腫瘍による顔
面神経麻痺の1症例． 第172回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県
地方部会 2012.12 西宮

阪上雅史． 脳幹脳炎で異常眼球運動を認めた2症例． 第

坂直樹， 瀬尾徹， 大田重人， 藤森貴世子， 阪上雅史.

71回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会 2012.11 東

耳石器障害が疑われためまい患者のVEMPによる検討.

京

第172回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.12 西

樫葉恵子， 瀬尾徹， 坂直樹， 阪上雅史． 良性発作性頭位
めまい症における聴力についての検討． 第71回日本めまい平
衡医学会総会・学術講演会 2012.11 東京
［地方会等］
阪上雅史． 味覚障害の診断と治療−亜鉛欠乏から鼓索神経

宮
伏見勝哉， 都築建三， 岡秀樹， 児島雄介， 坂直樹， 岡
崎健， 三代康雄， 阪上雅史． 当科で経験した鼻出血の
後に死の転帰となった3症例． 第172回日本耳鼻咽喉科学会
兵庫県地方部会 2012.12 西宮

障害まで−．（特別講演）平成23年度日本耳鼻咽喉科学会

森川朋子， 寺田友紀， 宇和伸浩， 佐川公介， 貴田紘太,

高知県地方部会・高知県耳鼻咽喉科医会合同学術講演会

坂口明子， 中正恵二， 富士原将之， 阿知波左千子， 阪

2012.1 高知
児島雄介， 都築建三， 岡秀樹， 竹林宏記， 阪上雅史.
鼻炎患者に対する日帰り下鼻甲介手術の検討． 第170回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.4 尼崎
坂口明子， 桂弘和， 任智美， 足達治， 三代康雄， 阪上
雅史． 中耳疾患における術前の味覚機能評価． 第170回
日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.4 尼崎

上雅史． 高齢者の上顎洞に発生した癌肉腫の1例． 第172
回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.12 西宮
貴田紘太， 寺田友紀， 宇和伸浩， 佐川公介， 阪上雅史.
当科における上顎癌症例の臨床的検討． 第172回日本耳鼻
咽喉科学会兵庫県地方部会 2012.12 西宮
［研究会・講演会等］
大田重人， 坂直樹， 瀬尾徹， 藤森貴世子， 武藤俊彦，

大田重人， 桂弘和， 足達治， 三代康雄， 阪上雅史． 中

阪 上 雅 史． 後 半 規 管 型BPPVの再 発に対するBrandt-

耳真珠腫の耳管機能と鼻すすり癖． 第170回日本耳鼻咽喉

Daroff法の有効性の検討． 第10回阪神めまい・難聴研究

科学会兵庫県地方部会 2012.4 尼崎
坂直樹， 大田重人， 藤森貴世子， 瀬尾徹， 阪上雅史.
幼児のBPPVの1例． 第170回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県
地方部会 2012.4 尼崎
佐川公介， 宇和伸浩， 寺田友紀， 阪上雅史． 当科におけ
る上咽頭扁平上皮癌症例の検討． 第170回日本耳鼻咽喉

会 2012.1 尼崎
大田重人． 顔面神経麻痺の診断・治療・リハビリ． 阪神耳鼻
咽喉科カンファレンス 2012.1 西宮
大田重人． ENoG（従来法と正中法）による予後評価． 第
18回兵庫耳鼻咽喉科セミナー 2012.12 西宮
■その他■

兵庫医大業績録（2012）
任智美， 阪上雅史． 高齢者の味覚障害の原因と対応．日本
医事新報 2012;4577:58-9
三代康雄， 阪上雅史． 真珠腫性中耳炎は成人より再発しや
すいか？． JHONS 2012;28:352-3
都築建三． 認知症予備軍は嗅覚にも異常が起こりやすく刺激
臭がわからなくなれば赤信号． 健康365 2012;9:31-4
阪上雅史． 人工内耳医療の過去・現在・未来． 人工内耳友
の会関西20周年記念大会 2012.10 大阪
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& Thoracic Surgery（ASCVTS2012）2012.3 Bali
Yamamura M， Miyamoto Y， Mitsuno M， Tanaka H,
Ryomoto M， Fukui S， Yoshioka Y． Edaravone
injected at the start of reperfusion reduces muscle
injury following leg ischemia in rats．Arteriosclerosis,
Thrombosis and Vascular Biology 2012 Scientific
Sessions 2012.4 Chicago
Yamamura M， Miyamoto Y， Mitsuno M， Tanaka H,
Ryomoto M， Fukui S， Yoshioka Y． Edaravone

心臓血管外科学

Cardiovascular Surgery

injected at the start of reperfusion reduces muscle
injury following leg ischemia in rats． 2012 Vascular
Annual Meeting 2012.6 Maryland
Miyamoto Y． Beneficial and cautionary note for the use

■著書■

of elephant trunk technique．（Lecture）7th Meeting

光野正孝． 心房細動の非薬物治療②Maze手術など． 小室

of the German-Japanese Society for Vascular Surgery

一成 監． 奥山裕司 編． 心房細動治療の真髄． 東京：中
外医学社 2012:206-29
光野正孝． ペースメーカー．日本人工臓器学会 編． 人工臓
器は， いま． 増補新訂版． 東京：はる書房 2012:151-69
■学術論文■
［総説］
中村滋子， 良本政章， 宮本裕治． 心臓血管外科手術前後
に必要な観察とケアのおさえどころリスト 術後合併症にかかわ
る観察とケア． ハートナーシング 2012;25:912-5
［原著］
Fukui S， Yamamura M， Mitsuno M， Tanaka H,
Ryomoto M， Miyamoto Y． Aortic valve prosthesis
selection in dialysis patients based on the patient’s
condition． J Artif Organs 2012;15:162-7
［症例報告］
Fukui S， Mitsuno M， Yamamura M， Tanaka H,

2012.9 Awaji
［国内学会］
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． 80歳以上
のAVRにおいてPatient prosthesis mismatchは術後QOL
に影響を与えるのか？． 第42回日本心臓血管外科学会学術
総会 2012.4 秋田
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． 右房血管
肉腫に対して腫瘍切除を行い， 右房， 三尖弁輪及び冠動
脈再建を行った1手術例．（ビデオセッション）第42回日本心
臓血管外科学会学術総会 2012.4 秋田
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，宮本裕治．感染性大動
脈瘤に対する当科の治療戦略． 第42回日本心臓血管外科
学会学術総会 2012.4 秋田

Ryomoto M， Miyamoto Y． Temporary axillo-femoral

光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章， 福井伸哉，

bypass during open repair for abdominal aortic

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 双極高周

aneurysm：report of a case． Surg Today 2012;42:
1116-8
Iwata T， Miura T， Inoue K， Hanada S， Inoue H,
Miyamoto Y． Primary leiomyosarcoma of the anterior

波デバイス使用Maze手術の遠隔成績と問題点について.
（シンポジウム）第42回日本心臓血管外科学会学術総会
2012.4 秋田
田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

mediastinum encasing the aortic arch， left common

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 超高齢者

carotid and left subclavian arteries． Ann Thorac

の弓部大動脈瘤に対する治療戦略とその中期臨床成績.

Cardiovasc Surg 2012;18:140-3
Fukui S， Mitsuno M， Yamamura M， Tanaka H,

第42回日本心臓血管外科学会学術総会 2012.4 秋田
福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

Ryomoto M， Miyamoto Y． Aortic arch occlusion

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 超高齢者

technique using a balloon during open proximal

に対する全弓部置換術の妥当性． 第42回日本心臓血管外

anastomosis． Gen Thorac Cardiovasc Surg 2012;60:

科学会学術総会 2012.4 秋田

247-8
■学会発表■
［国際学会］
Yamamura M， Miyamoto Y， Mitsuno M， Tanaka H,
Ryomoto M， Fukui S， Yoshioka Y， Nojima M.

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． 弓部大動
脈瘤に対する治療戦略とその中期成績． 第40回日本血管
外科学会学術総会 2012.5 長野
良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

Open heart surgery after renal transplantation． 20th

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 高齢化す

Annual Meeting the Asian Society for Cardiovascular

る上行～弓部大動脈手術の成績及び術後QOLについての
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検討．（パネルディスカッション）第40回日本血管外科学会学
術総会 2012.5 長野
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． 急性大動

エントリー閉鎖+大動脈瘤縫縮術+Y型人工血管置換術を施
行した１例． 第55回関西胸部外科学会学術集会 2012.6 大
阪
田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

脈解離に対する治療方針～上行置換か全弓部置換術か

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 胸腹部大

～． 第40回日本血管外科学会学術総会 2012.5 長野

動脈瘤手術時における肋間動脈再建の工夫．（ビデオセッ

梶山哲也， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

ション）第55回関西胸部外科学会学術集会 2012.6 大阪

福井伸哉， 吉岡良晃， 辻家紀子， 宮本裕治． EVARの

福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

術後成績にIFUは影響するのか． 第40回日本血管外科学

辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． ネフローゼ症候群に起

会学術総会 2012.5 長野

因する右室内血栓． 第55回関西胸部外科学会学術集会

良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

2012.6 大阪

辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． スペックルトラッキング法

辻家紀子， 宮本裕治， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞，

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

良本政章， 福井伸哉， 吉岡良晃， 梶山哲也． 急性PTE

動の発生要因についての検討． 第17回日本冠動脈外科学

術後， 下大静脈フィルターが右室内へ脱落し， PTEが再発

会学術大会 2012.7 東京

した1例． 第55回関西胸部外科学会学術集会 2012.6 大阪

良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，
辻家紀子， 梶山哲也， 佐藤通洋， 宮本裕治． ASに対

［研究会・講演会等］
梶山哲也， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

するAVR後の心電図上左室肥大改善の臨床的意義． 第

福井伸哉， 吉岡良晃， 辻家紀子， 宮本裕治． 左鎖骨下

65回日本胸部外科学会定期学術集会 2012.10 福岡

動脈起始部瘤に対するdebranching TEVARの1例． 第

光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章， 福井伸哉，

66回兵庫県血管外科研究会 2012.1 神戸

辻家紀子， 梶山哲也， 佐藤通洋， 宮本裕治． 器質的心

良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

疾患に合併した心房細動に対する肺静脈隔離術の中期遠隔

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 高度な僧

成績の検討． 第65回日本胸部外科学会定期学術集会

帽弁輪石灰化を有する僧帽弁置換術における左室破裂

2012.10 福岡
良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

予防策．（ビデオセッション）第26回心臓血管外科ウィンター
セミナー 2012.2 山形

辻家紀子， 梶山哲也， 佐藤通洋， 宮本裕治． ischemic

光野正孝． 心房細動手術について−Maze手術開発の歴史

MR（EF＜35%）に対する手術方法（MVR or MAP）は

から術後管理まで−．（特別講演）心臓血管外科手術手技

遠隔成績に影響するか． 第26回日本冠疾患学会学術集会

研究会 2012.5 大阪

2012.12 東京
［地方会等］
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， 宮本裕治． 左肺全摘
後で胸壁外拍動性腫瘤を伴う遠位弓部大動脈破裂に対し，
debranching TEVARを行い救命した1手術例． 第26回日
本血管外科学会近畿地方会 2012.3 大阪

辻家紀子， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，
福井伸哉， 梶山哲也， 佐藤通洋， 宮本裕治． 大動脈弁
狭窄症に対する大動脈弁置換術前後での拡張能の変化.
第63回近畿心臓外科研究会 2012.6 大阪
田中宏衞． 大動脈瘤に対するステントグラフト治療の現状と近
未来への期待．（教育講演）第43回明石循環器懇話会
2012.6 明石

良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 福井伸哉，

佐藤通洋， 福井伸哉， 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． 大動脈

良本政章， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 右胸心を

弁・僧帽弁の連続性が破壊されたIEに対する手術．（ビ

有する大動脈弁及び僧帽弁閉鎖不全症に対する1手術症

デオセッション） 近 畿 心 血 管 治 療ジョイントライブ2012

例． 第59回兵庫県心臓外科懇話会 2012.6 神戸

（KCJL2012）2012.4 京都

佐藤通洋， 良本政章， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞，

田中宏衞， 光野正孝， 山村光弘， 良本政章， 福井伸哉，

福井伸哉， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 全弓部置

吉岡良晃， 辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 80歳以上

換術後人工血管感染に対して大網充填にて軽快した1症

の高齢者弓部大動脈瘤の外科的治療． 第55回関西胸部
外科学会学術集会 2012.6 大阪
福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

例． 第67回兵庫県血管外科研究会 2012.7 神戸
田中宏衞． ステントグラフト治療の現状と近未来． 第105回関
西循環器撮影研究会 2012.9 大阪

辻家紀子， 梶山哲也， 宮本裕治． 超高齢者に対する

梶山哲也， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，

AVR ～低侵襲手術が必要な患者とは～． 第55回関西胸

福井伸哉， 辻家紀子， 佐藤通洋， 宮本裕治． EVAR後

部外科学会学術集会 2012.6 大阪

のエンドリーク検出における腹部エコーの有用性． 第34回循

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， 宮本裕治． 慢性Ｂ型
解離性大動脈瘤（59mm， CrawfordⅢ型相当）に対し，

環器内科・外科フォーラム 2012.9 大阪
福井伸哉， 光野正孝， 山村光弘， 田中宏衞， 良本政章，
上仲永純， 辻家紀子， 梶山哲也， 佐藤通洋， 宮本裕
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治． 心臓大血管外科再手術時におけるアプローチの工夫.
第64回近畿心臓外科研究会 2012.11 大阪
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S， T a n a k a F． P r o g n o s t i c v a l u e o f a c q u i r e d

■その他■

resistance-related molecules in Japanese patients with

Miyamoto Y． Beneficial and cautionary note for the use

NSCLC treated with an EGFR-TKI． Anticancer Res

of elephant trunk technique in aortic arch surgery.
（Lecture）International Symposium on Advances of
Cardiovascular Diseases Research 2012.9 Tianjin
山村光弘． 名言集・明言集・迷言集． 兵庫県医師会報

2012;32:3785-90
Tamaki H， Hashimoto M， Naito Y， Lee-Kawabata M,
Masuyama T， Ogawa H， Hasegawa S． Curative
resection of double primary lung cancer after
15-month bortezomib administration． Onkologie

2012:696
光野正孝． 心房細動の外科治療−25年の歴史とその経験か
ら学んだこと−． 第2回不整脈治療を考える会 2012.3 札幌
宮本裕治．ブタ心臓を用いた外科的解剖．第6回阪神Cardio
Tissue Labo Seminar 2012.7 西宮

2012;35:216-7
Naito T， Tanaka F， Ono A， Yoneda K， Takahashi
T， Murakami H， Nakamura Y， Tsuya A,
Kenmotsu H， Shukuya T， Kaira K， Koh Y， Endo

山村光弘． 今の兵庫医大生はどのように宿題に取り組むの

M， Hasegawa S， Yamamoto N． Prognostic impact

か？． 平成24年度兵庫医科大学医学教育ミニワークショップ

of circulation tumor cells in patients with small cell
lung cancer． J Thorac Oncol 2012;7:512-9

2012.7 神戸
光野正孝． 心房細動治療について−RAS阻害薬， スタチン，
ω3脂肪酸によるアップストリーム治療から心房細動手術ま
で−．（特別講演）阪神循環器セミナー 2012.12 尼崎

Hasegawa S． Early mesothelioma revisited． Int J Clin
Oncol 2012;17:30-2
Tsujimura T， Torii I， Sato A， Song M， Fukuoka K,

光野正孝． 手術で治る心房細動−心房細動手術の25年の歴

Hasegawa S， Nakano T． Pathological and molecular

史と， その経験から学んだこと−．（特別講演）西三河不

biological approaches to early mesothelioma． Int J

整脈講演会 2012.12 安城

Clin Oncol 2012;17:40-7
Yoshikawa Y， Sato A， Tsujimura T， Emi M， Morinaga

呼吸器外科学

Thoracic Surgery

T， Fukuoka K， Yamada S， Murakami A， Kondo N,
Matsumoto S， Okumura Y， Tanaka F， Hasegawa S,
Nakano T， Hashimoto-Tamaoki T． Frequent
inactivation of the BAP1 gene in epithelioid-type

■学術論文■
［総説］

malignant mesothelioma． Cancer Sci 2012;103:868-74
［症例報告］

Hasegawa S， Kondo N， Matsumoto S， Takuwa T,

H a s h i m o t o M， T a n a k a F， Y o n e d a K， K o n do N ,

Hashimoto M， Orui H， Fukuda S， Yoneda K,

Takuwa T， Matsumoto S， Kuroda A， Noda M,

Okumura Y， Tsubota N， Fukuoka K， Torii I,

Tomita N， Hasegawa S． Circulating tumor cells as a

Tsujimura T， Nakano T． Practical approaches to

potential biomarker in selecting patients for

diagnose and treat for T0 malignant pleural

pulmonary metastasectomy from colorectal cancer：

mesothelioma：a proposal for diagnostic total parietal
pleurectomy． Int J Oncol 2012;17:33-9
［原著］
多久和輝尚， 長谷川誠紀． 肺水腫． 消化器外科 2012;35:
852-5

report of a case. Case Rep Oncol 2012;5:542-5
橋本昌樹， 長谷川誠紀． 肺放線菌症による喀血に対し緊急
手術にて救命しえた2症例． 日本外科感染症学会雑誌
2012;9:375-8
田中陽子， 田子謙太郎， 楢林朋子， 鈴木夕子， 佐々木義

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

明， 大野喜与志， 奧村好邦， 長谷川誠紀． インフル

M, Takuwa T， Matsumoto S， Okumura Y， Tsubota N,

エンザ菌性縦隔肺門リンパ節炎の1例． 日本呼吸器学会誌

Sato A， Tsujimura T， Kuribayashi K， Fukuoka K,

2012;1:73-7

Nakano T， Hasegawa S． Circulating endothelial cell

■学会発表■

（CEC）as a diagnostic and prognostic marker in
malignant pleural mesothelioma（MPM）
． Ann Surg
Oncol 2012;19:4229-37
Takuwa T， Ishii G， Nagai K， Yoshida J， Nishimura

［国際学会］
Yoneda K， Tanaka F， Fukuda S， Orui H， Hashimoto
M， Takuwa T， Okumura Y， Matsumoto S， Kondo
N， Sato A， Tsujimura T， Tsubota N， Fukuoka K,

M， Hishida T， Neri S， Hasegawa S， Ochiai A.

Nakano T， Hasegawa S． Circulating tumor cell（CTC）

Characteristic immunophenotype of solid subtype

as a significant clinical marker in epithelioid-

component in lung adenocarcinoma． Ann Surg Oncol

type malignant pleural mesothelioma（MPM）
． 2012

2012;19:3943-52

American Society of Clinical Oncology（ASCO2012）
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2012.6 Chicago

thioredoxin-1 and histone deacetylase activity in

Hashimoto M， Takuwa T， Kondo N， Orui H,

peripheral blood of patients with malignant pleural

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

mesothelioma． The 11th International Conference of

NT PROBNP as a useful marker for the cardiac

the International Mesothelioma Interest Group

condition after extrapleural pneumonectomy for
malignant pleural mesothelioma． 20th European

（IMIG2012）2012.9 Boston
Otsuki T， Okada A， Fukuoka K， Kanemura S， Shibata

Conference on General Thoracic Surgery（ESTS2012）

E， Masachika E， Kamiya H， Honda M， Ohkuwa H,

2012.6 Essen

Maeda R， Mikami K， Nogi Y， Hirayama N， Terada

Hasegawa S． Malignant mesothelioma． 4th

T， Yamada S， Tamura K， Tabata C， Tsubota N,

Collaborative Symposium on General Thoracic

Hasegawa S， Nakano T． Clinical and pathologinal

Surgery， 20th European Conference on General

features of five-year survivors of malignant pleural

Thoracic Surgery（ESTS2012）2012.6 Essen

mesothelioma． The 11th International Conference of

Hasegawa S， Tanaka F， Kondo N， Okumura Y,
Matsumoto S， Takuwa T， Hashimoto M， Orui H,
Kuroda A， Fukuda S， Yoneda K， Tsubo t a N ,

the International Mesothelioma Interest Group
（IMIG2012）2012.9 Boston
［国内学会］

Kamikonya N， Fukuoka K， Torii I， Tsujimura T,

長谷川誠紀， 田中文啓， 近藤展行， 奧村好邦， 松本成

Nakano T． Outcome of consecutive 61 cases of intent

司， 多久和輝尚， 橋本昌樹， 大類隼人， 福田俊一.

to treat with extrapleural pneumonectomy for

悪性胸膜中皮腫に対する胸膜全摘出術−低侵襲化への試

resectable malignant pleural mesothelioma． The 11th

み−． 第112回日本外科学会定期学術集会 2012.4 千葉

International Conference of the International

奥村好邦， 出上裕之， 細井慶太， 閔庚華， 野口幸蔵,

Mesothelioma Interest Group（IMIG2012）2012.9

山本正之， 平塚正弘， 橋本昌樹， 多久和輝尚， 松本成

Boston

司， 近 藤 展 行， 田 中 文 啓， 長 谷 川 誠 紀． Superior

Kondo N， Tanaka F， Okumura Y， Matsumoto S,
T a k u w a T， H a s h i m o t o M， O r u i H， K u r o d a A ,

Sulcus Tumorに対する手術体験−アプローチと体位の工
夫−． 第29回日本呼吸器外科学会総会 2012.5 秋田

Fukuda S， Tsubota N， Fukuoka K， Nakano T,

橋本昌樹， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成司， 近藤展

Hasegawa S． Silent bronchopleural fistula following

行， 坪田紀明， 長谷川誠紀． 早期中皮腫症例に対する

extrapleural pneumonectomy for malignant pleural

診断的壁側胸膜全切除． 第29回日本呼吸器外科学会総

mesothelioma． The 11th International Conference of

会 2012.5 秋田

the International Mesothelioma Interest Group
（IMIG2012）2012.9 Boston
Tsujimura T， Sato A， Torii I， Song M， Matsumoto S,
N a b e s h i m a K， H a s e g a w a S， N a k a n o T ． T h e

多久和輝尚， 近藤展行， 松本成司， 橋本昌樹， 大類隼
人， 福田俊一， 長谷川誠紀， 坪田紀明， 安光亮洋,
中野孝司．これが中皮腫？心膜囊胞を疑い囊胞摘出を行っ
た1例． 第29回日本呼吸器外科学会総会 2012.5 秋田

P16INK4A/P14ARF deletion in atypical mesothelial cells

近藤展行， 福田俊一， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝

localized on the serosal surface or within the

尚， 松本成司， 長谷川誠紀． 骨性胸郭切除を伴う胸壁

submesothelial fibrous tissues of the parietal pleura.

腫瘍手術症例の検討． 第29回日本呼吸器外科学会総会

The 11th International Conference of the International

2012.5 秋田

Mesothelioma Interest Group（IMIG2012）2012.9
Boston
Takenaka M， Tanaka F， Shigematsu Y， Uramoto H,
Hanagiri T， Yoneda K， Hashimoto M， Takuwa T,
Matsumoto S， Okumura Y， Kondo N， Fukuoka K,

黒田鮎美， 松岡勝成， 康あんよん， 朝倉啓介， 今西直子,
長井信二郎， 植田充宏， 宮本好博． 高齢者肺癌に対す
る外科的治療の現状． 第29回日本呼吸器外科学会総会
2012.5 秋田
朝倉啓介， 松岡勝成， 黒田鮎美， 康あんよん， 今西直子,

Nakano T， Hasegawa S． Novel malignant-

長井信二郎， 植田充宏， 宮本好博． 胸腔鏡下肺葉・肺

mesothelioma-associated antigens（gene-x and

区域切除例に対する術中肋間神経ブロックの有用性． 第29

THBS-2）in the diagnosis of malignant pleural

回日本呼吸器外科学会総会 2012.5 秋田

mesothelioma（MPM）． The 11th International

浦本秀隆， 篠原伸二， 竹中賢， 岡壮一， 近石泰弘， 重

Conference of the International Mesothelioma Interest

松義紀， 中川誠， 下川秀彦， 宗知子， 花桐武志， 近

Group（IMIG2012）2012.9 Boston

藤 展 行， 長 谷 川 誠 紀， 田中 文 啓． 肺 腺 癌に関 する

Nakano T， Ta mura K， Kanemura S， Shiba t a E ,

EGFR-TKI耐性に関する分子機構と進行・再発扁平上皮

Ohkuwa H， Otsuki T， Kamiya H， Honda M， Mikami

癌に対する治療戦略． 第29回日本呼吸器外科学会総会

K， Nogi Y， Maeda R， Terada T， Okada A， Yamada
S， Fukuoka K， Tabata C， Kuribayashi K． Serum

2012.5 秋田
吉川良恵， 江見充， 森永伴法， 久保秀司， 佐藤鮎子,
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辻村亨， 長谷川誠紀， 中野孝司， 玉置（橋本）知子.

149

紀， 塚本吉胤， 廣田誠一， 鳥井郁子， 辻村亨． 気管

BAP1遺伝子の上皮型悪性中皮腫での高頻度欠失． 第71

支内腔への発育・進展を認めた肺腺癌の1切除例． 第95回

回日本癌学会学術集会総会 2012.9 札幌

日本肺癌学会関西支部会 2012.2 大阪

Emi M， Sato H， Yoshikawa Y， Morinaga T， Kubo S,

中島康博， 寺田貴普， 田端千春， 堀尾大介， 金村普吾,

Sato A， Tsujimura T， Hasegawa S， Nakano K,

柴田英輔， 大搗泰一郎， 政近江利子， 本田実紀， 神谷

Tamaoki-Hashimoto T． Fine structural analysis of

瞳， 大桒久弥， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝， 平

BAP 1 gene deletion in malignant mesothelioma by

山倫子， 岡田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦

MLPA method． 第71回日本癌学会学術集会総会 2012.9

宣， 中野孝司， 福岡和也， 多久和輝尚， 長谷川誠紀,

札幌

塚本吉胤， 廣田誠一． 小細胞型悪性胸膜中皮腫の1例.

橋本昌樹， 田中文啓， 黒田鮎美， 大類隼人， 多久和輝
尚， 松本成司， 近藤展行， 長谷川誠紀． 肺切除を予定

第96回日本肺癌学会関西支部会 2012.7 大阪
［研究会・講演会等］

する結腸直腸癌肺転移症例における循環血液中腫瘍細胞

福田俊一， 奥村好邦， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝

の意義肺切除を行ったCTC高値症例． 第65回日本胸部外

尚， 松本成司， 近藤展行， 長谷川誠紀． 転移性胸骨腫

科学会定期学術集会 2012.10 福岡
多久和輝尚， 田中文啓， 近藤展行， 奧村好邦， 松本成

瘍に対し胸骨亜全摘を施行した3例～胸骨再建は必要
か？～． 第46回兵庫呼吸器外科研究会 2012.3 神戸

司， 橋本昌樹， 大類隼人， 黒田鮎美， 福田俊一， 米

多久和輝尚， 大類隼人， 橋本昌樹， 松本成司， 近藤展

田和恵， 坪田紀明， 上紺屋憲彦， 福岡和也， 鳥井郁

行， 長谷川誠紀．これでもとれる！広範c-T4肺癌の治療経

子， 辻村亨， 中野孝司， 長谷川誠紀． 切除可能中皮腫
に対するEPP を含む集学的治療はfeasibleである． 第53回
日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

過． 第111回兵庫県肺癌懇話会 2012.3 神戸
中島康博， 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

近藤展行， 黒田鮎美， 大類隼人， 橋本昌樹， 多久和輝

子， 寺田貴普， 岡田あすか， 山田秀哉， 田村邦宣,

尚， 松本成司， 福岡和也， 鳥井郁子， 辻村亨， 坪田

田端千春， 中野孝司， 福岡和也， 坪田紀明， 多久和輝

紀明， 中野孝司， 長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫を疑う

尚， 近藤展行， 長谷川誠紀， 鳥居郁子， 辻村亨， 塚

症例に対する全身麻酔下胸膜生検の検討． 第53回日本肺

本吉胤， 廣田誠一． 肺癌との鑑別が困難であった胸壁

癌学会総会 2012.11 岡山

発生desmoid type fibromatosisの1例． 第111回兵庫県

橋本昌樹， 黒田鮎美， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成
司， 近藤展行， 鳥井郁子， 辻村亨， 坪田紀明， 福岡
和也， 中野孝司， 長谷川誠紀． 早期中皮腫に対する胸
膜生検の限界と対策−最大限の診断；診断的全壁側胸膜
切除術−． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

肺癌懇話会 2012.3 神戸
橋本昌樹． 胸膜肺全摘術における開閉胸． 第17回近畿呼吸
器手術手技研究会 2012.4 大阪
橋本昌樹， 黒田鮎美， 大類隼人， 多久和輝尚， 松本成
司， 近藤展行， 長谷川誠紀， 胸腺癌大動脈浸潤に対し

大搗泰一郎， 岡田あすか， 福岡和也， 金村晋吾， 柴田英

て大動脈弓部置換を併施して切除した1例． 平成24年京都

輔， 政近江利子， 神谷瞳， 本田実紀， 大桒久弥， 前

大学呼吸器外科教室同門会 夏期研究会プログラム 2012.7

田理沙， 三上浩司， 野木佳孝， 平山倫子， 寺田貴普,

京都

山田秀哉， 田村邦宣， 田端千春， 中野孝司， 坪田紀

橋本昌樹． 胸腺癌大動脈潤滑に対して大動脈弓部置換を

明， 長谷川誠紀． 当院における悪性胸膜中皮腫の予後解

併施して切除した1例． 第47回兵庫呼吸器外科研究会

析． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山

2012.9 神戸

浦本秀隆， 竹中賢， 岡壮一， 近石泰弘， 中川誠， 下川秀
彦， 宋智子， 花桐武志， 近藤展行， 長谷川誠紀， 山

黒田鮎美． 骨性胸郭切除を伴う胸壁腫瘍手術症例の検討.
第19回近畿呼吸器手術手技研究会 2012.11 大阪

田忠明， 矢野聖二， 田中文啓． EGFR-TKI耐性に関す

多久和輝尚，橋本昌樹，黒田鮎美，松本成司，近藤展行,

る分 子 機 構と治 療 展 開． 第53回日本 肺 癌 学 会 総 会

辻村亨，福岡和也，中野孝司，長谷川誠紀． 胸膜肺

2012.11 岡山

全 摘 術 有 害 事 象 報 告．（ 症 例 検 討 会 ）第 3 回 J a p a n

中島康博， 寺田貴普， 田端千春， 大桒久弥， 大搗泰一
郎， 三上浩司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 岡

Mesothelioma Interest Group（JMIG）研究会 2012.11
京都

田あすか， 村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和

■その他■

也， 多久和輝尚， 長谷川誠紀． 小細胞型悪性胸膜中皮

近藤展行． 肺癌の外科治療． 兵庫医科大学市民健康講座

腫の3例． 第53回日本肺癌学会総会 2012.11 岡山
［地方会等］
岡田あすか， 金村晋吾， 柴田英輔， 大桒久弥， 神谷瞳,
本田実紀， 大搗泰一郎， 前田理沙， 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， 福岡和也， 大類隼人， 近藤展行， 長谷川誠

2012.3 西宮
長谷川誠紀． こんなに良くなった！悪性胸膜中皮腫の外科治
療成績． 第8回阪神臨床医療懇話会 2012.6 西宮
長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫の外科治療−EPPとP/D−.
第17回岡山呼吸器外科懇話会 2012.7 岡山
多久和輝尚． 右胸腔を占拠した嚢胞性病変の摘出例． 第36
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回阪神胸部疾患カンファレンス 2012.7 西宮
長谷川誠紀． 外科的アプローチの最近の動向． 第12回地域
医療懇談会 2012.9 尼崎
長谷川誠紀． 悪性胸膜中皮腫治療の現状． 千葉呼吸器腫
瘍カンファレンス2012 2012.10 千葉

32
志伊宏美， 狩谷伸享， 上農喜朗， 井谷基， 多田羅恒雄,
太城力良． 小児挿管困難症におけるair-Qを用いた気管挿
管の麻 酔 科 後 期 臨 床 研 修 医の指 導 経 験． 臨 床 麻 酔
2012;36:225-8

長谷川誠紀． 肺がんの外科治療． キャンサーネットジャパンもっ

駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 山本憲康，

と知ってほしい「肺がん」のこと2012 in大阪 2012.10 大阪

上農喜朗． 初期研修医を対象とした鎮静に関する意識調査

長谷川誠紀． アスベストが引き起こす病気． 武庫川女子大学
薬学部創設50周年記念特別講座「肺疾患の現状と展望」

−侵襲的処置に対する鎮静トレーニングコースの意義−．日
本臨床麻酔科学会誌 2012;32:582-7
駒澤伸泰， 松田良信． 肺がん終末期診療の緩和的薬物治

2012.9 西宮

療に対する緩和ケア病棟設立の影響． ペインクリニック

麻酔科学

Anesthesiology

2012;33:1033-4
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基，西信一， 上農
喜朗．ラリンジアルマスクSupreme®とラリンジアルチューブの
胸骨圧迫中の気道確保における有効性の検討−マネキンを

■著書■

用いたシミュレーション解 析 −． 日本 臨 床 麻 酔 学 会 誌

駒 澤 伸 泰， 上 農 喜 朗． 手 術 室 内 のDAM（Difficult

2012;32:948-52

Airway Management）
． 児玉貴光，藤谷茂樹 監． RRS

富田有毅彦， 亀井政孝， 桑島謙， 稲富佑弦， 前田琢磨，

院内救急対応システム 医療安全を変える新たなチーム医

大西佳彦． 腹部大動脈瘤手術における連続測定型耳式体

療． 東 京：メディカル・サイエンス・インターナショナル

温計の有用性の検討． 麻酔 2012;61:1234-8

2012:187-95

Sugi T， Komasawa N， Ueki R， Itani M， Tashiro C,

駒澤伸泰． Q27 換気・挿管困難な症例への対応と準備してお

Kaminoh Y． Introduction of tracheal intubation

くべき器具を教えてください． 多田羅恒雄， 上農喜朗， 藤

training guideline for trainee doctors． Hyogo Ika

本陽子 編． NEW麻酔看護の基本Q＆A55． 改訂版． 大

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 ）

阪：メディカ出版 2012:88-91

2012;37:119-22

■学術論文■

Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Sato H， Nishi S,

［総説］

Kaminoh Y． Comparison of the depth of continuous

多田羅恒雄． 周術期輸液をめぐる誤解． 臨床麻酔 2012;36:

and 30：2 ratio chest compressions performed by
young doctors according to the 2010 guidelines for

321-32
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 上農喜朗． 非麻酔科医
による鎮静／鎮痛に関する診療ガイドライン． 医療の質・安
全学会誌 2012;7:162-81
狩 谷 伸 享， 上 農 喜 朗． 産 科のDAM（Difficult Airway
Management）
．日本臨床麻酔学会誌 2012;32:408-13
駒澤伸泰， 植木隆介， 山本憲康， 安宅一晃， 中川雅史，

resuscitation：a manikin study． Masui To Sosei
（Anesth Resus）2012;48:41-3
Kariya N， Cosson C， Mazoit JX． Comparative effect
of lidocaine， bupivacaine and RAC 109 on myocardial
conduction and contractility in the rabbit． Eur J
Pharmacol 2012;691:110-7

上農喜朗． 新しい気道管理デバイスの二次救命処置時の

Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Atagi K， Nishi

気道確保における有用性と気道確保トレーニングのため

S， Kaminoh Y， Tashiro C． Comparison of air-Q®

のシミュレーション教 育の意 義． 日本 臨 床 麻 酔 学 会 誌

and Soft Seal® laryngeal mask for airway management

2012;32:821-9

by novice doctors during infant chest compression：a

下出典子． 大腿をぶすぶす刺さずにエコーで見よう．レジデン
トノート 2012;14:1324-9
［原著］

manikin study． Resuscitation 2012;83:365-8
Kohama H， Komasawa N， Ueki R， Itani M， Nishi S,
Kaminoh Y． Addition of video camera system

三馬葵， 駒澤伸泰， 植木隆介， 小濱華子， 中川雅史，
上農喜朗．１次救命処置の経口人工呼吸におけるラリン
ジアルマスクSupreme®の 有 効 性 −ラリンジアルマスク
Softseal®，フェイスマスク， 口対口人工呼吸との比較−.
日本臨床麻酔学会誌 2012;32:133-8
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 三馬葵，
上農喜朗． 麻酔科研修医を対象とした声門上デバイス

improves the ease of Airtraq ® tracheal intubation
during chest compression． J Anesth 2012;26:296-8
［症例報告］
駒澤伸泰， 野間秀樹， 杉崇史， 助永憲比古， 徳岡高峰，
垣内英樹． 術前コンピュータ断層撮影（CT）所見から
肺高血圧症を予想しえた巨大縦隔腫瘍摘出術の麻酔経験.
麻酔 2012;61:202-5

Air-Q ， i-gel の挿入体位における検討−マネキンを用いた

駒澤伸泰， 野間秀樹， 杉崇史， 助永憲比古， 垣内英樹，

シミュレーション研究−．日本臨床麻酔学会誌 2012;32:127-

竹井清純， 松田良信． 経口摂取不能の患者において転移

®

®

兵庫医大業績録（2012）
性肺腫瘍の助間神経浸潤による神経障害性疼痛に対し助間
神経ブロックにて痛みのコントロールを行った1例．日本ペイン
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理と間接声門視認型喉頭鏡の可能性．（教育講演）第7回
日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺
植木隆介， 駒澤伸泰， 狩谷伸享， 岡野紫， 多田羅恒雄，

クリニック学会誌 2012;19:103-6
山岡樹里， 岡野紫， 植木隆介， 大杉聡宏， 池本進一郎，

上農喜朗． 当院における手術室火災の対応経験と今後の

多田羅恒雄． 弓部大動脈全置換術後に発症した縦隔気管

課題．（シンポジウム）第7回日本医学シミュレーション学会総

支瘻の緊急麻酔経験． 麻酔 2012;61:531-4

会 2012.1 田辺

繁田絵実， 狩谷伸享， 志伊宏美， 宮川慈子， 多田羅恒

駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 山本憲康，

雄， 上農喜朗， 太城力良． 挿管用エアウェイ（air-Q ）

上農喜朗． 侵襲的処置に対するセデーショントレーニングコー

を用いて気管挿管を行った小児のアペール症候群の麻酔経

スの開発−米国麻酔科学会鎮静・鎮痛ガイドラインをもと

®

験． 麻酔 2012;61:1077-9

に−． 第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

駒澤伸泰， 植木隆介， 岩崎洋平， 多田羅恒雄， 太城力

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 中川雅

良， 上農喜朗． 上顎癌術後の抜管困難症例に対しair-Q®

史， 西信一， 上農喜朗．ラリンジアルマスクSupreme®とラ

とチューブエクステェンジャーを用いた1症例． 麻酔 2012;61:

リンジアルチューブ®の胸骨圧迫中の気道確保における有効

1125-7
金子隆彦， 井谷基， 駒澤伸泰， 植木隆介， 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． 麻酔 2012;61:1269-72

性の検討−マネキンを用いたシミュレーション解析−． 第7回
日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺
佐藤創， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 山本憲康，
小濱華子， 西信一， 上農喜朗． 手術室ベッド上での胸骨

中本志郎， 志伊宏美， 金子隆彦， 岡野紫， 多田羅恒雄.

圧迫に背板は有効か？？−マネキンを用いたシミュレーション解

中心静脈酸素飽和度を指標として高度心機能低下患者の開

析−． 第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

腹術中輸液療法を行った2症例． 麻酔2012;61:1342-6

山本憲康， 駒澤伸泰， 小竹淳一郎， 福田修久， 橋本学，

富田有毅彦， 亀井政孝， 重城聡， 堀内緑， 桂木真司，

黒田達実， 林孝俊， 吉永和正， 福田能啓． ためらわず

大西佳彦． 帝王切開後に遺伝性血管性浮腫による顔面浮

に心肺蘇生法が実施できますか？−2010年版ガイドライン普

腫を来した1症例． 麻酔 2012;61:1376-9

及のためのAHA BLSコースの意義−． 第7回日本医学シ

■学会発表■
［国際学会］

ミュレーション学会総会 2012.1 田辺
讃岐拓郎， 駒澤伸泰， 杉岡伸悟， 安宅一晃， 中川雅史，

Tomita Y． Changes of motor evoked potentials in of

植木隆介， 上農喜朗， 小谷順一郎． 各専門分野に特化

surgical repairs of descending and thoracoabdominal

した鎮静シミュレーションコースの開発． 第7回日本医学シミュ

a o r t i c a n e u r y s m s（d t a a s a n d t a a a s ）i n m i l d

レーション学会総会 2012.1 田辺

hypothermia． Anesthesiology 2012 Meeting 2012.10
Washington DC
Sanuki T， Sugioka S， Komasawa N， Ueki R， Kaminoh
Y， Kotani J． Comparison of insertion of the modified

讃岐拓郎， 杉岡伸悟， 駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃，
中川雅史， 上農喜朗， 小谷順一郎． 歯科・口腔外科医
を対象とした鎮静シミュレーションコースの教育効果と満足度.
第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

i-gel™ airway with the LMA Flexible™：a manikin

佐藤通洋， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 杉崇史， 岩

study． 16th Annual Society for Airway Management

崎 洋 平， 上 農 喜 朗． スタイレットで90度 角 度をつけた

Scientific Meeting 2012.9 Toronto

ProSeal®の胸骨圧迫中の気道確保における有用性の検討

［国内学会］
Yamamoto N， Komasawa N， Kawabata M， Kuroda T,

−マネキンを用いたシミュレーション−． 第7回日本医学シミュ
レーション学会総会 2012.1 田辺

Hayashi T， Yoshinaga K， Fukuda Y． Prospective

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 上農喜朗，

study of skill acquirement and retention comparison

西信一． 乳児の胸骨圧迫中の気道確保におけるair-Q®と

of JAAM-ICLS and AHA-BLS/ACLS course． 第5回日

LMA-SoftSeal®の比較検討． 第39回日本集中治療医学会

本蘇生科学シンポジウム 2012.6 神戸

総会 2012.2 千葉

Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Nishi S， Kaminoh

駒澤伸泰， 伊藤由美子， 池垣淳一． 大量腹水による腹部膨

Y， Tashiro C． Comparison of Pentax-AWS

満感に対し持続硬膜外ブロックが有効であった一症例． 第

Airwayscope®， Airtraq® and Miller laryngoscope for

17回日本緩和医療学会学術大会 2012.6 神戸

tracheal intubation by novice doctors during infant

駒澤伸泰， 岡山幸子， 日吉理恵， 遠野かおり， 吉田こず

cardiopulmonary resuscitation；A randomized

え， 松田良信． 肺癌終末期診療の緩和的薬物治療に対す

crossover trial． 第5回日本蘇生科学シンポジウム 2012.6

る緩和ケア病棟設立の影響． 第17回日本緩和医療学会学

神戸
太城力良． 大学病院マネジメントとシミュレーション教育． 第7
回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺
駒澤伸泰． AHA-ACLS2010年版ガイドラインにおける気道管

術大会 2012.6 神戸
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 佐藤創， 上農喜朗，
西信一． 頸椎不動化状態での胸骨圧迫中の気道確保にお
けるLMA Supreme®， air-Q®， i-gel®の比較． 日本麻酔
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2012.9 仙台

科学会第59回学術集会 2012.6 神戸
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 西信一， 上

金子隆彦， 下出典子， 植木隆介， 岩崎洋平， 志伊宏美，

農喜朗． 胸骨圧迫中の気管挿管におけるエアトラックビデ

多田羅恒雄． ヘパリン抵抗性患者のASD閉鎖術におい

オシステムの有用性の検討．（優秀演題）日本麻酔科学会

て， メシル酸ナファモスタットを用いて人工心肺管理を行った

第59回学術集会 2012.6 神戸

1症例．日本心臓血管麻酔学会第17回学術大会 2012.9 仙

駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 西信一， 上農喜朗，

台

太城力良． 小児心肺蘇生の気道確保におけるエアウェイ

植木隆介， 下出典子， 金子隆彦， 志伊宏美， 岩崎洋平，

スコープとマッキントッシュ喉頭鏡の比較検討． 日本麻酔

多田羅恒雄． 術中経食道エコーにより胃穿孔をきたした一症

科学会第59回学術集会 2012.6 神戸

例．日本心臓血管麻酔学会第17回学術大会 2012.9 仙台

佐藤創， 駒澤伸泰， 植木隆介， 小濱華子， 上農喜朗，

下出典子， 岡本浩嗣． TEEをいかにして教えるか？その現況

西信一． 2010年度版蘇生ガイドラインにおける連続胸骨圧迫

と問題点−アンケート調査より．日本心臓血管麻酔学会第17

と30：2での胸骨圧迫の質の評価． 日本麻酔科学会第59回

回学術大会 2012.9 仙台
駒澤伸泰， 池垣淳一． がん疼痛管理におけるくも膜下鎮痛の

学術集会 2012.6 神戸
駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 岩崎洋平， 太城力良，
上農喜朗． 心肺蘇生中の気道確保における挿管用声門上

意義−地域連携による在宅移行を目指して−． 第50回日本
癌治療学会学術集会 2012.10 横浜

デバイスair-Q ， aura-i ， i-gel ， Fastrack の比較検討

杉岡伸悟， 讃岐拓郎， 駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃，

−マネキンを用いたシミュレーション−． 日本麻酔科学会第

植木隆介， 山本憲康， 上農喜朗， 小谷順一郎． 非歯科

59回学術集会 2012.6 神戸

麻酔科医に対する鎮静コースの開発と展開−米国麻酔科学

®

®

®

®

橋本和磨， 植木隆介， 駒澤伸泰， 金子隆彦， 杉崇史，
多田羅恒雄． 全肝遮断が肝切除術中の代謝性アシドーシス
進行におよぼす影響． 日本麻酔科学会第59回学術集会
2012.6 神戸
植木隆介， 多田羅恒雄， 狩谷伸享， 下出典子， 太城力
良．ヒト胎盤小葉灌流モデルにおける胎児側灌流量変化に
対する揮発性麻酔薬移行性の検討． 日本麻酔科学会第
59回学術集会 2012.6 神戸
橋本和磨， 植木隆介， 駒澤伸泰， 金子隆彦， 杉崇史,
多田羅恒雄． 全肝遮断が肝切除術中の代謝性アシドー
シス進行におよぼす影響．日本麻酔科学会第59回学術集会
2012.6 神戸
下出典子． 急性大量出血．（HPSワークショップ）日本麻酔学
会第59回学術集会 2012.6 神戸
駒澤伸泰， 池垣淳一． 帯状疱疹ウイルスが原因と考えられ
た急性膵炎の1例． 日本ペインクリニック学会第46回大会
2012.7 島根

会鎮静・鎮痛ガイドラインをもとにしたシミュレーションコー
ス−． 第40回日本歯科麻酔学会総会 2012.10 福岡
岩崎洋平， 岡野紫， 植木隆介， 多田羅恒雄． 小児生体腎
移植における電気的速度測定法によるインピーダンス心拍
出量計「エスクロミン」の使用経験． 日本臨床麻酔学会
第32回大会 2012.11 郡山
杉崇史， 井手岳， 竹田健太， 下出典子， 上農喜朗． 当
院における中心静脈カテーテル穿刺実践セミナー， 指導
者 養 成 への取り組み． 日本 臨 床 麻 酔 学 会 第32回大 会
2012.11 郡山
駒澤伸泰， 木村好江， 池垣淳一． がん疼痛を合併した難治
性せん妄に対しデクスメデトミジンが有効であった１例． 日本
臨床麻酔学会第32回大会 2012.11 郡山
下出典子． TEE教育について， 現状と問題点；各施設への
アンケート結果から．（ワークショップ）日本臨床麻酔学会第
32回学術大会 2012.11 福島
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 讃岐拓郎，

駒澤伸泰， 野間秀樹， 松田良信． 神経叢浸潤の痛みに対

杉岡伸吾， 山本憲康， 上農喜朗． 侵襲的処置に対する

し高容量モルヒネ持続皮下投与から経口モルヒネ徐放製剤に

セデーショントレーニングコースの開発−米国麻酔科学会鎮

ローテーションした1症例． 日本ペインクリニック学会第46回

静・鎮痛ガイドラインをもとに−． 第7回医療の質・安全学会

大会 2012.7 島根

学術集会 2012.11 さいたま

金子隆彦， 宮川慈子， 多田羅恒雄， 上農喜朗， 太城力

駒澤伸泰， 安宅一晃， 中川雅史， 植木隆介， 山本憲康，

良． 当院の15歳以下の全身麻酔症例におけるプロシール

角谷智子， 西信一， 上農喜朗． 初期臨床研修医を対象と

ラリンジアルマスクの使用状況． 日本小児麻酔科学会第

した鎮静時の危機管理に関する意識調査． 第7回医療の

18回大会 2012.9 下野
駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 西信一， 上農喜朗,

質・安全学会学術集会 2012.11 さいたま
金子隆彦， 狩谷伸享， 松尾綾芳， 多田羅恒雄， 太城力

太城力良． 乳児の胸骨圧迫中の気管挿管における乳児用

良， 廣瀬宗孝． 妊娠高血圧症候群症例の術前体重増加

エアトラックとミラー喉頭鏡の比較検討． 日本小児麻酔科

と帝王切開術における脊髄クモ膜下麻酔中の細胞外水分

学会第18回大会 2012.9 下野

量の変化の関係． 第116回日本産科麻酔学会学術集会

志伊宏美， トラバリーファラ， 植木隆介， 下出典子， 狩
谷伸享， 多田羅恒雄． 右室内腫瘤・肺動脈血栓症を起こ
した急性ネフローゼ症候群合併患者の右室内腫瘤摘出
術の麻酔経験． 日本心臓血管麻酔学会第17回学術大会

2012.12 さいたま
狩谷伸享． 帝王切開の脊髄クモ膜下麻酔を見直そう． 第116
回日本産科麻酔学会学術集会 2012.12 さいたま
［地方会等］
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駒澤伸泰， 池垣淳一． 在宅くも膜下鎮痛13例の経験． 第42

中川雅史， 駒澤伸泰， 植木隆介， 五十嵐寛， 笹野寛，

回日本ペインクリニック学会関西支部学術集会 2012.5 大阪

松島久雄， 上農喜朗． 麻酔科医による医療安全のための

立川泰平， 井谷基， 植木隆介， 橋本和磨， 岩山幸子，

セデーショントレーニングコースの開発−米国麻酔科学会鎮

多田羅恒雄． 人工膝関節置換後のターニケット解放後に肺

静・鎮痛ガイドラインを背景に−．日本臨床麻酔学会第32回

塞栓を疑った１症例． 日本麻酔科学会第58回関西支部学
術集会 2012.9 大阪
西本健太， 岩崎洋平， 狩谷伸享， 志伊宏美， 杉崇史，
多田羅恒雄． 挿管用ラリンジアルエアウエイ（alr-Q）を用
いた成人Apert症候群の気道管理． 日本麻酔科学会第58
回関西支部学術集会 2012.9 大阪

大会 2012.11 郡山
下出典子． OPCAB手術後の患者の非心臓手術．（HPSワー
クショップ）日本臨床麻酔学会第32回学術大会 2012.11 福
島
Komasawa N． Comparison of pentax-AWS airwayscope
with pediatric intlock and macintosh laryngoscope for

谷口和孝， 野村肇， 池本進一郎， 駒澤伸泰， 野間秀樹，

intubation during child cardiopulmonary resuscitation

垣内英樹． 経口補水療法導入が全身麻酔の循環動態に及

by experienced and novice doctors；a simulation

ぼす影響． 日本麻酔科学会第58回関西支部学術集会

study． 2012 Japan-China Anesthesia Discussion

2012.9 大阪

Symposium 2012.11 Koriyama

［研究会・講演会等］
橋本和磨， 狩谷伸享， 植木隆介， 杉崇史， 下出典子，

歯科口腔外科学

多田羅恒雄． 筋弛緩作用が遷延したGitelman症候群の麻

Dentistry and Oral Surgery

酔経験． 第21回日本腎不全外科研究会 2012.7 神戸
下出典子． 僧帽弁形成術とTEE． 第16回経食道心エコー講
習会 2012.7 大阪
植木隆介． 脳死下臓器提供時のドナー管理：麻酔科医の立
場から． 第13回兵庫県臓器提供懇話会 2012.9 神戸
廣瀬宗孝． 慢性非特異的腰痛における薬物療法． 第5回オー
プンスパインミーティング 2012.9 京都
廣瀬宗孝． NGF/TrkA系と慢性疼痛について． 滋賀保存
的治療を考える会 2012.10 滋賀

■著書■
岸本裕充． 口腔ケアを実施するためのグッズ， 易出血性患者
に対する口腔ケア． 日本口腔ケア学会学術委員会 編． 口
腔ケアガイド． 東京：文光堂 2012:20-6,48-53
岸本裕充． 歯科との関連・歯科治療上の問題点（歯科医
師）
， オーラルマネジメントの実際−急性期～回復期（病
院）
， オーラルマネジメントとは． 足立了平 編.

4疾病の

■その他■

オーラルマネジメント． 京都：金芳堂 2012:20-30,32-54, 184-

駒澤伸泰， 上農喜朗． 気 管 挿 管 時 の ポイント． OPE
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nursing． 2012;27:31-43
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 上農喜朗.
来たれ初期研修医！侵襲的処置に対するセデーショントレー
ニングコース始めました． LiSA 2012;19:530-3
讃岐拓郎， 杉岡伸悟， 駒澤伸泰， 安宅一晃， 中川雅史，

岸本裕充， 足立了平． 歯科口腔保健・衛生対策． 國井修
編． 災害時の公衆衛生私たちにできること． 東京：南山堂
2012:127-141
岸本裕充， 大石善也． オーラルマネジメントとチーム医療． 岸
本裕充， 菊谷武， 永長周一郎， 中里義博， 太田博見

植木隆介， 上農喜朗．日本医学シミュレーション学会：米国

編． オーラルマネジメントに取り組もう． 東京：デンタルダイヤ

麻酔科学会の「非麻酔科医のための鎮静・鎮痛ガイド

モンド社 2012:10-9

ライン」に準拠した歯科・口腔外科医を対象としたセデー

大野友久， 福永暁子， 岸本裕充． がん患者に対するオーラ

ション・トレーニングコースの紹介． 日本歯科麻酔学会誌

ルマネジメント． 岸本裕充， 菊谷武， 他 編. オーラルマネ

2012;40:346-7

ジメントに取り組もう． 東京：デンタルダイヤモンド社 2012:88-

駒澤伸泰． 麻酔科医による病院セーフティネットへの貢献.
第2回兵庫医科大学病院フロンティア医療セミナー 2012.9 西
宮
多田羅恒雄． 侵 襲 時 輸 液をめぐる誤 解．（ 招 請 講 演 ）
FRACTA JAPAN 2012 2012.2 東京
多田羅恒雄． 侵 襲 時 輸 液をめぐる誤 解．（ 招 請 講 演 ）
FRACTA JAPAN 2012 2012.2 大阪
多田羅恒雄． 侵 襲 時 輸 液をめぐる誤 解．（ 特 別 講 演 ）
第3回愛媛周術期モニタリングセミナー 2012.4 松山
多田羅恒雄． 侵襲時輸液をめぐる誤解． 和歌山周術期
セミナー 2012.6 和歌山
下出典子． TEEシミュレータ．（エコーハンズオンセミナー）日
本心臓血管麻酔学会第17回学術大会 2012.9 仙台
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岸本裕充． 口腔乾燥． 若林秀隆， 藤本篤士 編． サルコペ
ニアの摂食・嚥下障害−リハビリテーション栄養の可能性と実
践−． 東京：医歯薬出版 2012:208-12
岸本裕充． 周術期・訪問診療． 梅村長生， 島村大， 高橋
英登， 松井利之 編． 見る・聴く・わかる病態・治療説明ビ
ジュアルファイル． 東京：医歯薬出版 2012:16-9
浦出雅裕． ビスフォスフォネートによる骨転移の治療． 米田
俊之 編． がん骨転移のバイオロジーとマネージメント． 大
阪：医薬ジャーナル社 2012:179-87
浦出雅裕．ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）の
病期と治療法のガイドライン．日本口腔外科学会 編． 口腔
外科ハンドマニュアル’12． 東京：クインテッセンス出版 2012:

154

兵庫医大業績録（2012）

65-72
■学術論文■
［総説］
岸本裕充． 開業医が取り組む高齢者へのオーラルマネジメント
（1）高齢者の口腔機能を向上させるために歯科医師ができる
こと． Dental Diamond 2012;37:62-9
岸本裕充， 門井謙典． 災害時のオーラルマネジメント． 呼吸
器ケア 2012;10:65-9
国賀就一郎， 岸本裕充． インプラント補綴における生理咬合
の要点． 補綴臨床 2012;45:84-91

髙岡一樹， 岸本裕充， 浦出雅裕． 歯科医が知っておきたい
薬剤最新事情3 ビスフォスフォネート製剤使用中の歯科治療
の注意点． 歯界展望 2012;120:920-7
岸本裕充， 米山武義． 歯科医が知っておきたい薬剤最新事
情4 口腔ケアに使用する薬品類の選択のポイント． 歯界展
望 2012;120:1114－9
岸本裕充． ICUでの口腔ケアを再考する−VAP予防に成功し
ている米国の病院を視察して−． エキスパートナース 2012;
28:94-7
［原著］

足立了平， 岸本裕充， 門井謙典． 大規模災害における気

Hasegawa Y， Kawabe M， Kimura H， Kurita K,

道感染予防の重要性．日本口腔感染症学会雑誌 2012;19:

Fukuta J， Urade M． Influence of dentures in the

2-10

initial occurrence site on the prognosis of

岸本裕充． 急性期病院における口腔管理． 兵庫医科大学医
学会雑誌 2012;37:43-50
本田公亮． 口腔・咽頭腫瘍切除後の言語療法における歯科
補綴装置の適用． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:10510

bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws：a
retrospective study． Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol 2012;114:318-24
Kato-Kogoe N， Nishioka T， Kawabe M， Kataoka F，
Yamanegi K， Yamada N， Hata M， Yamamoto T，

岸本裕充． 急性期病院での口腔ケア． DHstyle 2012;6:42-7

Nakasho K， Urade M， Terada N, Ohyama H． The

岸本裕充， 門井謙典． 大規模災害時のオーラルマネジメント.

promotional effect of IL-22 on mineralization activity

静脈経腸栄養 2012;27:1041-5
岸本裕充． 入院前からの口腔機能管理で合併症を予防． 歯
界展望 2012;119:1096-9
野口一馬, 岸本裕充． 高齢者への処方におけるピットフォー
ル． Dental Diamond 2012;37:62-7
木崎久美子， 岸本裕充． 口腔アセスメント． 呼吸器ケア
2012;10:689-94
河田尚子， 岸本裕充． 口腔ケア（ベーシック編）
． 呼吸器ケ
ア 2012;10:695-9
岸本裕充． オーラルマネジメントが保険導入！． 呼吸器ケア
2012;10:727-8
岸本裕充， 菊谷武．「歯」の専門家から「口腔」の専門家
へステップアップするために～口腔清掃後の「菌の回収」を
意識する． デンタルハイジーン 2012;32:294-9

of periodontal ligament cells． Cytokine 2012;59:41-8
Okui S， Yamamoto H， Li W， Gamachi N， Fujita Y,
Kashiwamura S， Miura D， Takai S， Miyazaki M,
Urade M， Okamura H， Ueda H． Cisplatin-induced
acute renal failure in mice is mediated by chymaseactivated angiotensin-aldosterone system and
interleukin-18． Eur J Pharmacol 2012;685:149-55
Hasegawa Y． MRI evaluation of movement of the
mandibular condyle and articular disc on placement of
an occlusal splint Reply． Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod 2012;113:711-2
［症例報告］
U r a d e M， N o g u c h i K， T a k a o k a K， M o r i d e r a K ,
Kishimoto H． Diffuse sclerosing osteomyelitis of the

岸本裕充， 河田尚子， 笹子三津留． 胃がん手術を経た患者

mandible successfully treated with pamidronate：a

さんに歯科衛生士がサポートできるコト． 歯科衛生士 2012;

long-term follow-up report． Oral Surg Oral Med Oral

36:15-28

Pathol Oral Radiol 2012;114:9-12

岸本裕充， 曽我賢彦． 診療報酬になぜ，「周術期口腔機能

奥井森， 野口一馬， 森寺邦康， 髙岡一樹， 岸本裕充,

管理」が取り上げられたの？． エキスパートナース 2012;28:

浦出雅裕． 超選択的動注化学放射線療法が有効であっ

28-31

た上 顎 歯 肉 小 細 胞 癌の1例． 日本口腔 外 科 学 会 雑 誌

岸本裕充．「周術期口腔機能管理」を活用するためのA to
Z． エキスパートナース 2012;28:32-7
岸本裕充， 門井謙典． 大規模災害時のオーラルマネジメント.
静脈経腸栄養 2012;27:1041-5
岸本裕充． 化学療法・放射線治療を受ける患者の口腔管
理． 医学のあゆみ 2012;243:657-62
岸本裕充． 歯科医が知っておきたい薬剤最新事情1 抗菌薬，
鎮痛薬を上手に使おう． 歯界展望 2012;120:520-5

2012;58:247-51
名取淳， 中野喜博， 木下勝巳， 塚本康裕， 髙岡一樹． 口
腔内大量出血を契機に診断されたビスフォスフォネート関連
顎骨壊死の1例． 大阪府歯科医師会雑誌 2012;718:54-5
■学会発表■
［国際学会］
Urade M， Hasegawa Y， Kawabe M， Kimura H， Kurita
K， Fukuta J． Influence of dentures in the initial

野口一馬， 岸本裕充． 歯科医が知っておきたい薬剤最新

occurrence site on the prognosis of bisphosphonate-

事情2 抗血栓薬使用中の歯科治療の注意点． 歯界展望

related osteonecrosis of the jaws． 21st Congress of

2012;120:720-5

the European Association for Cranio-Maxillo-Facial
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Surgery（EACMFS2012）2012.9 Dubrovnik
Takaoka K， Nishioka T， Abe T， Yamamura M， Ohtsu
N， Segawa E， Okui S， Noguchi K， Kishimoto H,
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からオーラルマネジメントの重要性を普及させる−．（ワーク
ショップ1）第21回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会
2012.3 宇都宮

Urade M． Bisphosphonates-related osteonecrosis of

木﨑久美子， 蔵下舞， 大山秀樹． 心臓血管外科疾患周術

the jaws using Spontaneously Diabetic Torii rats.

期患者の口腔衛生管理に関する統計学的解析． 第55回春

21st Congress of the European Association for CranioMaxillo-Facial Surgery（EACMFS2012）2012.9
Dubrovnik

季日本歯周病学会学術大会 2012.5 札幌
頭司雄介， 野口一馬， 吉川恭平， 岸本裕充， 浦出雅裕.
口腔発がんにおけるp53， EGFR， Ras遺伝子発現の関連

U r a d e M， N o g u c h i K， T a k a o k a K， M o r i d e r a K ,

性について～不死化ヒト正常舌ケラチノサイト（HTK）を

Kishimoto H． Diffuse sclerosing osteomyelitis of the

用いた解析～． 第66回日本口腔科学会学術集会 2012.5

mandible successfully treated with pamidronate：A
long-term follow-up report． 21st Congress of the
European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
（EACMFS2012）2012.9 Dubrovnik
Zushi Y， Noguchi K， Yamamura M， Yoshikawa K,

広島
奥井森， 頭司雄介， 野口一馬， 森寺邦康， 岸本裕充,
浦出雅裕． 口腔癌治療後経過観察中に全身疾患に関連し
てSCC抗原高値を示した2例． 第66回日本口腔科学会学術
集会 2012.5 広島

Takaoka K， Moridera K， Okui S， Kishimoto H,

西岡稔浩， 髙岡一樹， 阿部徹也， 山村倫世， 奥井森,

Urade M． Analysis of carcinogenesis for both HPV-

大津奈央， 野口一馬， 岸本裕充， 浦出雅裕． 2型糖尿

positive and-negative oral squamous cell carcinoma

病ラットにおけるビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死の発

using normal human tongue keratinocytes． 21st
Congress of the European Association for Cranio-

症． 第66日本口腔科学会学術集会 2012.5 広島
吉川恭平， 野口一馬， 山村倫世， 頭司雄介， 髙岡一樹,

Maxillo-Facial Surgery（EACMFS2012）2012.9

岸本裕充， 浦出雅裕． 口腔扁平上皮癌培養細胞を用いた

Dubrovnik

シスプラチン耐性における銅排出輸送体ATP7Bの発現とそ

［国内学会］
野口一馬， 奥井森， 坂野仁美， 森寺邦康， 岸本裕充,
浦出雅裕． 巨大なエナメル上皮腫に対する手術経験． 第
30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 2012.1 さいたま
坂野仁美， 野口一馬， 奥井森， 森寺邦康， 岸本裕充,
浦出雅裕， 山根木康嗣． 超選択的動注化学療法併用放
射線治療後に生じた炎症性筋線維芽細胞腫の１例． 第30
回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 2012.1 さいたま
長谷川誠実， 浦出雅裕． 口唇麻痺を招来した歯根尖切除後
の治癒不全および閉鎖根管根尖部の根尖病巣に対する歯内
療法． 第15回口腔顔面神経機能学会 2012.2 東京
岸本裕充． マウスケアからオーラルマネジメントへ～バージョンア
ップはもう済んだ？～．（ランチョンセミナー）第27回日本静脈
経腸栄養学会 2012.2 神戸
岸本裕充． ICUにおけるオーラルマネジメント．（モーニングセミ
ナー）第39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2 千葉
岸本裕充． 造血幹細胞移植患者のオーラルマネジメント．（イ

の関与の検討． 第66回日本口腔科学会学術集会 2012.5
広島
川邊睦記， 長谷川陽子， 髙岡一樹， 岸本裕充， 野口一
馬， 浦出雅裕． 顎骨骨髄炎および顎骨壊死発症における
ビスフォスフォネートの関連性． 第66回日本口腔科学会学
術集会 2012.5 広島
坂中哲人， 岸本裕充， 髙岡一樹， 野口一馬， 本田公亮,
浦出雅裕． 兵庫医科大学病院歯科口腔外科における周術
期の口腔機能管理の現状． 第66回日本口腔科学会学術集
会 2012.5 広島
岸本裕充． ICUでの口腔ケアを楽にしよう．（ランチョンセミ
ナー）第8回日本クリティカルケア看護学会学術集会 2012.6
東京
岸本裕充． 適切な口腔ケアには的確なアセスメントを！オーラル
マネジメントCREATEの心臓部分．（イブニングセミナー）第
17回日本緩和医療学会学術大会 2012.6 神戸
成相義樹， 恒松晃司， 柳井智恵， 池田久住， 大場誠悟,

ブニングセミナー）第34回日本 造 血 細 胞 移 植 学 会 総 会

鎌田幸治， 三上隆浩， 本田公亮， 江川正義， 上野繭

2012.2 大阪

美， 澤瀬隆， 佐野和生， 関根浄治． われわれが行ってい

河田尚子， 岸本裕充， 蔵下舞， 森寺邦康， 海田勝仁,
池亀和博， 小川啓恭， 浦出雅裕． 造血幹細胞移植後の

る口腔腫瘍切除後の口腔機能再建． 第29回日本顎顔面補
綴学会総会 2012.6 名古屋

患者における経口ビスフォスフォネート製剤に関連する顎骨壊

上野繭美， 江川正義， 成相義樹， 恒松晃司， 三上隆浩,

死の発症について. 第34回日本造血細胞移植学会総会

本田公亮， 関根浄治．ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊

2012.2 大阪

死に対して腐骨除去後に顎補綴を行った１例． 第29回日本

蔵下舞， 河田尚子， 海田勝仁， 岸本裕充， 小川啓恭,

顎顔面補綴学会総会 2012.6 名古屋

浦出雅裕． 造血幹細胞移植患者における象牙質知覚過敏

長谷川誠実， 阿部徹也， 藤原正識， 大津奈央， 本田公

についての検 討． 第34回日本 造 血 細 胞 移 植 学 会 総 会

亮． ラット海馬における歯髄刺激時のATP遊離動態につい

2012.2 大阪

て． 第136回日本歯科保存学会2012年度春季学術大会

岸 本 裕 充． 被 災 者に対して重 要な3つのケアPOP− 平 時

2012.6 宜野湾
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森寺邦康， 野口一馬， 西岡稔浩， 冨士原将之， 山本聡，

野口一馬， 藤井碧， 頭司雄介， 山村倫世， 吉川恭平,

髙岡一樹， 岸本裕充， 浦出雅裕． 同時性両側舌癌に対

岸本裕充， 浦出雅裕． 病態モデル作成を目指した角化囊

して超選択的動注化学療法併用放射線治療後切除術を行

胞性歯原性腫瘍細胞の不死化の試みと細胞株の樹立． 第

った1例． 第36回日本頭頸部癌学会 2012.6 米子

57回日本口腔外科学会総会・学術大会 2012.10 横浜

浦出雅裕． 長期ビスフォスフォネート投与と顎骨壊死. 第32回
日本骨形態計測学会 2012.6 大阪

髙岡一樹， 西岡稔浩， 阿部徹也， 山村倫世， 奥井森,
瀬川英美， 大津奈央， 野口一馬， 岸本裕充， 浦出雅

花岡宏美， 岸本裕充， 河田尚子， 木﨑久美子， 坂中哲

裕． 自然発症2型糖尿病ラットにおけるビスフォスフォネート関

人， 浦出雅裕． 兵庫医科大学病院における歯科衛生士に

連顎骨壊死モデルの樹立． 第57回日本口腔外科学会総

よる周術期口腔機能管理の現況． 第9回日本口腔ケア学会

会・学術大会 2012.10 横浜

総会・学術大会 2012.6 名古屋

門井謙典， 岸本裕充， 野口一馬， 髙岡一樹， 本田公亮,

木﨑久美子， 岸本裕充， 木村政義， 冨加見教男， 西信

浦出雅裕． がん診療連携拠点病院における歯科医師の在

一． 呼吸ケアチーム対象患者の口腔症状の年次推移． 第

籍 状 況． 第57回日本 口 腔 外 科 学 会 総 会・学 術 大 会

34回日本呼吸療法医学会学術総会 2012.７ 宜野湾
本田公亮， 長谷川陽子， 藤原正識， 奥井森， 名取淳，
浦出雅裕． 非復位性円板転位と診断された関節痛とされな

2012.10 横浜
吉川恭平， 野口一馬， 山村倫世， 奥井森， 髙岡一樹,
岸本裕充， 浦出雅裕． 矯正治療中に上下顎に左右対称

かった関節痛の比較． 第25回日本顎関節学会総会・学術

性に8本の埋伏過剰歯が出現した1例． 第57回日本口腔外

大会 2012.7 札幌

科学会総会・学術大会 2012.10 横浜

藤原正識， 本田公亮， 奥井森， 長谷川陽子， 浦出雅裕.

山村倫世， 髙岡一樹， 奥井森， 吉川恭平， 野口一馬,

関節リウマチを有する顎関節症Ⅳ型に対しTooth Positioner

本田公亮， 岸本裕充， 浦出雅裕． 切除域設定に難渋し

を用いて咬合治療を行った1例． 第25回日本顎関節学会総

た硬口蓋癌の1例． 第57回日本口腔外科学会総会・学術

会・学術大会 2012.7 札幌
髙岡一樹， 奥井森， 森寺邦康， 本田公亮， 浦出雅裕.
頭蓋骨弁による下顎骨再建を行いインプラント義歯治療後に
病的骨折を生じた1例． 第14日本口腔顎顔面外傷学会総
会・学術大会 2012.7 新潟
岸本裕充． ICUでの肺炎を予防するためのオーラルマネジメン
ト．（シンポジウム）第15回日本臨床腸内微生物学会総会・
学術集会 2012.9 八王子

大会 2012.10 横浜
岸本裕充． がん治療をサポートするオーラルマネジメント． 第50
回日本癌治療学会学術集会 2012.10 横浜
河田尚子， 岸本裕充， 野口一馬， 森寺邦康， 荻澤良治,
花岡宏美， 蔵下舞， 浦出雅裕． DICによる歯肉出血を改
善できた薬物性歯肉増殖症を伴う脳性麻痺患者の１例． 第
21回日本口腔感染症学会総会・学術大会 2012.10 熊本
森寺邦康， 野口一馬， 河田尚子， 花岡宏美， 蔵下舞,

岸本裕充． オーラルマネジメントの達人を目指そう～保湿の方程

荻澤良治， 岸本裕充， 浦出雅裕． 歯周炎が重篤化し入

式を意識して～．（ランチョンセミナー）日本歯科衛生学会第

院加療を要した１例． 第21回日本口腔感染症学会総会・学

７回学術大会 2012.9 盛岡

術大会 2012.10 熊本

花岡宏美， 岸本裕充， 門井謙典， 木﨑久美子， 河田尚

長谷川陽子， 橘吉寿， 小野高裕． 味および香りがガム咀嚼

子， 蔵下舞， 佐野沙織， 浦出雅裕． がん診療連携拠点

時のストレスに及ぼす影響． 第23回日本咀嚼学会学術大

病院における歯科衛生士の在籍状況． 日本歯科衛生学会
第7回学術大会 2012.9 盛岡
岸本裕充． 一般歯科開業医が少し難しい抜歯にチャレンジす
る時のコツ． 第28回兵庫県歯科医学大会 2012.9 神戸

会・総会 2012.10 札幌
岸本裕充． 最新！ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の臨床.
第22回日本歯科医学会総会 2012.11 大阪
頭司雄介， 髙岡一樹， 奥井森， 森寺邦康， 岸本裕充.

吉竹賢祐， 岸本裕充， 髙岡一樹， 平野琢起． 抜歯即時埋

顔面多発外傷後にサイナスリフト， 骨移植， インプラントによ

入インプラント施術時における自己血フィブリンの応用． 第42

り咬合再建した１例． 第22回日本歯科医学総会 2012.11 大

回日本口腔インプラント学会・学術大会 2012.9 大阪

阪

浦出雅裕． Bone-Modifying Agents（BMA）関連顎骨病

門井謙典， 岸本裕充， 長谷川陽子， 浦出雅裕． 災害拠点

変の病態と治療法． 第57回日本口腔外科学会総会・学術

病院における歯科の併設状況． 第22回日本歯科医学会総

大会 2012.10 横浜
岸本裕充． がん患者に対する周術期のオーラルマネジメント.
（ミニレクチャー）第57回日本口腔外科学会総会・学術大会
2012.10 横浜
野口一馬， 吉川恭平， 瀬川英美， 川邊睦記， 頭司雄介,

会 2012.11 大阪
河田尚子， 岸本裕充， 花岡宏美， 蔵下舞， 森寺邦康,
野口一馬， 浦出雅裕． がん治療前のオーラルマネージメン
ト． 第22回日本歯科医学会総会 2012.11 大阪
野口一馬， 藤井碧， 頭司雄介， 山村倫世， 吉川恭平,

山村倫世， 奥井森， 森寺邦康， 髙岡一樹， 岸本裕充,

岸本裕充， 浦出雅裕． 角化囊胞性歯原性腫瘍細胞の細

浦出雅裕． 当科における口腔扁平上皮癌の臨床的検討−

胞株の樹立と病態モデル作成の試み． 第49回日本口腔組

RADPLAT導入前後の比較−． 第57回日本口腔外科学
会総会・学術大会 2012.10 横浜

織培養学会学術大会 2012.11 広島
岸本裕充． RSTにおけるオーラルマネジメントの実践～口腔外

兵庫医大業績録（2012）
科医の立場から～． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション
学会学術集会 2012.11 福井
長谷川誠実， 阿部徹也， 藤原正識， 大津奈央， 本田公
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岸本裕充． 西宮市での周術期オーラルマネジメント～医科歯科
連携の強化が急務！～． 西宮市歯科医師会・市内病院歯
科協議会 2012.2 西宮

亮．ラット海馬における歯髄刺激時のATP遊離におよぼすナ

岸本裕充． 知っておきたい！オーラルマネジメント リスクマネジメ

ロキソンの影響． 第137回日本歯科保存学会2012年度秋季

ント編． 社団法人奈良県歯科衛生士会主催平成23年度第

学術大会 2012.11 広島
内田祐理， 長谷川誠実， 本田公亮． 抜髄後疼痛を通じて，
鎮痛薬による効果的な歯痛管理を考える． 第137回日本歯
科保存学会2012年度秋季学術大会 2012.11 広島

4回歯科衛生士研修会 2012.2 奈良
長谷川誠実． 歯痛から歯内療法を再考する． 平成24年度神
戸市北区歯科医師会学術講演会 2012.3 神戸
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

頭司雄介， 髙岡一樹， 山村倫世， 岸本裕充． インプラント

発生の現状と歯科診療における対応． 平成23年度企画情

周囲炎に続発し広範囲に顎骨壊死を認めたビスフォスフォネー

報・学術委員会共催学会 骨粗鬆症と糖尿病歯周病に関す

ト内服患者の1例． 第16回日本顎顔面インプラント学会総

る医療フォーラム 愛媛県歯科医師会 2012.3 松山

会・学術大会 2012.12 北九州
［地方会等］
浦出雅裕． ビスフォスフォネート製剤と口腔インプラント治療.
（教育講演）日本口腔インプラント学会 第31回関東・甲信越
支部学術大会 2012.2 東京

浦出雅裕．ビスフォスフォネート関連顎骨壊死発生の現況と歯
科診療における対応． 日本歯科骨粗鬆症研究会第10回学
術大会・総会 2012.3 大阪
岸本裕充．ビスフォスフォネート製剤投与患者への歯科用インプ
ラント応用の是非． 第１回口腔科学研究会 2012.4 西宮

長谷川陽子， 柿本直也， 富田世紀， 本田公亮， 田中裕

岸本裕充． 西宮から拡げよう！周術期オーラルマネジメント

人， 小野高裕， 藤原正識， 前田芳信． オクルーザルスプ

～医科歯科連携の強化を～． 西宮市歯科医師会周術期口

リントによる顎関節の変位が顎関節部の痛みに及ぼす影響.

腔機能管理研修会 2012.4 西宮

日本補綴歯科学会平成23年度関西支部学術大会 2012.3
神戸
藤井碧， 橋谷進， 川野知子， 柳澤高道． 多発性口内炎を

岸本裕充． 抗がん剤治療に伴う口内炎に対する予防的口腔ケ
ア オーラルマネジメントにアップグレード． 第51回がん診療連
携拠点病院研修会 2012.5 河北郡

初発症状とし全身性エリテマトーデス（SLE）が疑われた小

岸本裕充． みんなで取り組もう！周術期口腔機能管理～医科

児の1例． 第43回日本口腔外科学会近畿地方会 2012.6 大

歯科連携の強化を～． 兵庫県歯科医師会 周術期口腔機

阪

能管理研修会 2012.5 神戸

内田祐理， 髙岡一樹， 山村倫世， 坂野仁美， 坂中哲人,

岸本裕充． ついに保険導入！周術期のオーラルマネジメント

奥井森， 野口一馬， 岸本裕充， 浦出雅裕． 上顎洞内に

～がん患者への対応～． 第4回関西オーラルマネジメント研

広範に進展した角化囊胞性歯原性腫瘍の1例． 第43回日本
口腔外科学会近畿地方会 2012.6 大阪
廣瀬幹隆， 野口一馬， 坂中哲人， 門井謙典， 西岡稔浩,

究会 2012.5 西宮
岸本裕充． 周術期口腔機能管理 何でもQ&A． 第４回関西
オーラルマネジメント研究会 2012.5 西宮

奥井森， 岸本裕充， 浦出雅裕． 舌に発生した神経鞘腫

浦出雅裕． 口腔がんの診断と治療および周術期口腔機能管理

の1例． 第43回日本口腔外科学会近畿地方会 2012.6 大阪

について． 兵庫県保険医協会歯科部会 歯科特別研究会

長谷川誠実． 症例から鎮痛薬の適応を再考する． 第12回日
本歯内療法学会西日本支部会研修会 2012.7 大阪
平尾雅茂， 森寺邦康， 頭司雄介， 髙岡一樹， 奥井森,
野 口 一 馬， 岸 本 裕 充， 浦 出 雅 裕． neo-adjuvant

2012.6 神戸
岸本裕充． 周術期の口腔機能管理を普及・発展させるため
に． 厚労省内周術期口腔機能管理勉強会 2012.6 東京
浦出雅裕． 口腔粘膜病変の診断と治療−ビスフォスフォネート

chemotherapyとして超選択的動注化学療法とS-1の併用に

関連顎骨壊死も含めて−． 平成24年度兵庫県生涯研修セ

よりCRを得た進行口腔癌の2例． 第24回NPO法人日本口腔

ミナー 2012.7 神戸

科学会近畿地方部会 2012.11 大津
古澤藍， 奥井森， 荻澤良治， 野口一馬， 岸本裕充， 浦

岸本裕充． 周術期オーラルマネジメントを普及させよう！． 兵庫
県病院歯科医会第25回総会・学術講演会 2012.7 神戸

出雅裕． 抜歯後出血を契機にDICが疑われた遅発性出血

岸本裕充． 歯科医師会で取り組もう！周術期のオーラルマネジ

の1例． 第24回NPO法人日本口腔科学会近畿地方部会

メント． 平成24年度伊丹市歯科医師会 第１回学術講演会

2012.11 大津

2012.7 伊丹

［研究会・講演会等］
岸本裕充． 西宮市での口腔がん検診の普及に向けて 1.概論
編． 西宮市歯科医師会 公衆衛生委員会研修会 2012.2 西
宮
浦出雅裕．ビスフォスフォネート系薬剤に関連した顎骨壊死と歯
科的対応． 第5回横浜市歯科・口腔外科病診連携講演会
2012.2 横浜

岸本裕充． 周術期口腔機能管理の制度設計． 周術期におけ
る口腔機能管理を具体的に考えるシンポジウム 2012.7 岡山
岸本裕充． 高齢者における外科処置時の注意点～投薬・感
染予防対策も含めて～． 福山市歯科医師会 第１回学術講
演会 2012.8 福山
浦出雅裕． 口腔粘膜疾患の鑑別診断−特に口腔前がん病変
と口腔がんについて−． 宝塚市歯科医師会学術講演会
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2012.8 宝塚
岸本裕充． インプラントに役立つ薬剤の知識～鎮痛薬 編～ .
近未来オステオインプラント学会大阪支部例会 2012.9 大阪
岸本裕充． 周術期オーラルマネジメントを普及させよう！． 下京
歯科医師会主催 周術期口腔管理研修会 2012.9 京都
岸本裕充． 周術期口腔管理による誤嚥性肺炎の予防． 第24
回西宮市医師会病診連携懇談会 2012.9 西宮
岸本裕充． 周術期口腔機能管理について 新しい病診連携の
形とその展 望． 垂 水 区 歯 科 医 師 会 例 会 学 術 研 修 会
2012.9 神戸
岸本裕充． VAP予防の口腔ケア・オーラルマネジメント． 第5
回和歌山呼吸ケアセミナー 2012.10 和歌山
岸本裕充． 元祖！オーラルマネジメントCREATE． 病院歯科
介護研究会 第15回総会・学術大会 2012.10 岡山
岸本裕充． 周術期口腔機能管理を普及させよう． 第40回日本
有病者歯科臨床研究会 学術講演会 2012.11 大阪
花岡宏美． 周術期口腔機能管理における歯科衛生士の役割.
第40回日本有病者歯科臨床研究会 学術大会 2012.11 大
阪
岸本裕充． 医科歯科連携に必要な口腔の知識． 芦屋市医
師会・芦屋市歯科医師会合同講演会 2012.11 芦屋
岸本裕充． 周術期オーラルマネジメントを普及させるための課
題． 第5回関西オーラルマネジメント研究会講演会， 第2
回日本老年歯科医学会 兵庫・関西ブロック合同研修会
2012.11 西宮
岸本裕充． 医科歯科連携の推進． 歯の健康力推進歯科医
師等養成講習会 2012.12 神戸
■その他■
浦出雅裕． 日本口腔感染症学会の沿革−設立20周年を迎え
て−．日本口腔感染症学会雑誌 2012;19:27-33
野口一馬, 岸本裕充． 唾液腺がん． がん患者ケア 2012;5:
20-4
岸本裕充， 坂中哲人． 入院前からのオーラルマネジメントで
治療成績の向上を！2012年度診療報酬改定で「周術期の
口腔機能管理」が新設！． 地域連携入退院支援 2012;5:
76-83
岸本裕充， 木﨑久美子， 浦出雅裕． 周術期の口腔機能管
理で歯科衛生士ができること， すべきこと． 歯科衛生だより
会報 2012;11:2-3
岸本裕充， 坂中哲人， 浦出雅裕． 周術期オーラルマネジメン
トの実際できる範囲で口腔環境の整備を． ジーシー・サー
クル 2012;143:24-9
野口一馬． Gorlin症候群の臨床症状（各論）歯科口腔外科
領域「Gorlin症候群（基底細胞母斑症候群）疾患を理解

岸本裕充． 急性期病院で口腔ケアを実践するための「10の鉄
則」セミナー ver.2012． オーラルケア社 看護師のための口
腔ケアセミナー 2012.2 東京
岸本裕充． 災害にも備えて平時から取り組む口腔ケアの知識.
篠山市介護サービス事業所職員等の口腔機能向上研修会
2012.3 篠山
岸本裕充． 急性期病院における肺炎をチーム医療で予防しよ
う！． POIC研究会設立記念講演会 2012.3 東京
岸本裕充． 根拠がわかる最新の口腔ケア． 関西看護出版主
催口腔ケア実践学習会 2012.3 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～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主催スプリングセミナー～患者様を満足させる為の
３つのポイント～ 2012.3 大阪
岸本裕充． 健康は健口から！
！～平時にも有事にもお口のケア
を～． 兵庫医科大学病院NEWS vol.20． 2012.3 西宮
岸本裕充． 知っておきたい！周術期のオーラルマネジメント．リ
フレケアH口腔ケアセミナー in 金沢 2012.4 金沢
浦出雅裕． 口腔がんの診断と治療−最近のがん治療を含めて
−． 大阪大学歯学部同窓会兵庫県支部 西宮・芦屋地区
会学術講演会 2012.4 芦屋
岸本裕充． 入院患者のオーラルマネジメント． 香川県立中央
病院主催看護職員研修会 2012.5 高松
岸本裕充．タバコをやめて若さを取り戻そう！タバコによる口腔
への悪影響～歯科医師の立場から～． 尼崎禁煙市民フォー
ラム 2012.5 尼崎
浦出雅裕． New disease entityとしてのビスフォスフォネート関
連顎骨壊死． 米田俊之教授退官記念学術講演会 2012.5
大阪
岸本裕充． 周術期の口腔機能管理～口腔ケアからオーラルマ
ネジメントへ～． 兵庫県立西宮病院 平成24年度第2回院内
研修セミナー 2012.6 西宮
岸本裕充． 口腔ケアの基礎知識と最新情報． 姫路市老人福
祉施設連盟 第2回職員研修会 2012.7 姫路
岸本裕充 監．（DVD）口腔ケアキットトゥーセッテQケア取り
扱いの実際． 東京：ニプロ 2012
浦出雅裕． 口腔がんの診断と治療−最近のトレンド． 兵庫保
険医新聞 2012.7.25:8
岸本裕充． オーラルマネジメントの鍵は的確なアセスメント．リフ
レケアH口腔ケアセミナー in 福山 2012.8 福山
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 2012.8 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

するために」． 厚生労働省科学研究費補助金 難治性疾患

意点～投薬・感染予防対策も含めて～． JMM第15期実践

克服事業「Gorlin症候群の病態解明と治療法確立のため

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 2012.8

の臨床的研究」班 監修． 2012.1 東京

大阪

岸本裕充． 根拠がわかる最新の口腔ケア． 関西看護出版主
催口腔ケア実践学習会 2012.1 岡山
岸本裕充． VAP予防のためのオーラルケア． 学研ナーシング
セミナー人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 2012.2 福岡

岸本裕充． 周術期のオーラルマネジメント～ CREATEの中心
は教育と評価～． リフレケアH口腔ケアセミナー in 熊本
2012.8 熊本
岸本裕充． 誤嚥性肺炎予防のためのオーラルマネジメント． 東
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海大学八王子病院 院内感染対策研修会 2012.8 八王子

diagnose and treat for T0 malignant pleural

浦出雅裕． Bone-Modifying Agents と顎骨壊死． がん骨

mesothelioma：a proposal for diagnostic total parietal

転移治療シンポジウム in Kobe 2012.9 神戸
岸本裕充． 日常臨床でドライマウスを意識しましょう． DSSE
特別例会 2012.9 神戸

pleurectomy． Int J Clin Oncol 2012;17:33-9
［原著］
Terada T， Tabata C， Tabata R， Okuwa H， Kanemura

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

S， S h i b a t a E， N a k a n o T ． C l i n i c a l u t i l i t y o f

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

18-fluordeoxyglucose positron emission tomography/

セミナー 2012.9 東京

computed tomography in malignant pleural

岸本裕充． 明日から使える！歯科における院内感染対策の知
識． 東京医科歯科大学歯学部附属病院院内感染対策講

mesothelioma． Exp Ther Med 2012;4:197-200
Yoneda K， Tanaka F， Kondo N， Orui H， Hashimoto
M， Takuwa T， Matsumoto S， Okumura Y， Tsubota

習会 2012.10 東京
岸本裕充． 口腔ケアの実際～明日からの臨床に活かせる口腔

N， Sato A， Tsujimura T， Kuribayashi K， Fukuoka

ケア～． 兵庫県立総合衛生学院同窓会研修会 2012.10 神

K， Nakano T， Hasegawa S． Circulating endothelial

戸

cell（CEC）as a diagnostic and prognostic marker in

浦出雅裕． 小児における口腔外科的疾患の診断と治療． 兵
庫医大臨床カンファレンス 2012.11 西宮
木﨑久美子． 急性期の基礎的口腔ケア． 京都桂病院口腔ケ
ア講習会 2012.11 京都
岸本裕充． VAP予防のためのオーラルケア． 学研ナーシング

malignant pleural mesothelioma（MPM）
． Ann Surg
Oncol 2012;19:4229-37
■学会発表■
［国際学会］
Yoneda K， Tanaka F， Fukuda S， Orui H,

Hashimoto

セミナー 人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 2012.11 東

M， Takuwa T， Okumura Y， Matsumoto S， Kondo

京

N, Sato A， Tsujimura T， Tsubota N， Fukuoka K,

岸本裕充． VAP予防の最新事情について． 耳原総合病院メ
ディカル・カンファレンス 2012.11 堺
岸本裕充． ICUでの口腔ケアによるVAP対策． ナースのため
の人工呼吸器セミナー（アドバンス）2012.11 東京
岸本裕充． 周術期オーラルマネジメント兵庫医大病院のノウハ
ウを地域へ． 阪神南圏域周術期医療合同研修会 2012.11

Nakano T， Hasegawa S． Circulating tumor cell
（CTC）as a significant clinical marker in epithelioidtype malignant pleural mesothelioma（MPM）
． 2012
American Society of Clinical Oncology（ASCO2012）
2012.6 Cicago
［国内学会］
寺田貴普， 田端千春， 大桒久弥， 金村晋吾， 柴田英輔,

西宮
岸本裕充． 手術ではあらかじめ装着物をすべて外すように指示

政近江利子， 本田実紀， 神谷瞳， 大搗泰一郎， 三上浩

されていますが，「義歯」も必ず外す？． エキスパートナース

司， 前田理沙， 野木佳孝， 平山倫子， 岡田あすか,

2012;28:17

村上亜紀， 山田秀哉， 田村邦宣， 福岡和也， 坪田紀

岸本裕充． VAP予防のためのオーラルケア． 学研ナーシング

明， 中野孝司． 悪性胸膜中皮腫におけるFDG-PETの臨

セミナー 人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 2012.12 京

床的有用性．（ワークショップ）第53回日本肺癌学会総会
2012.11 岡山

都

［兼任］

地域総合医療学

General Medicine and Community Health Science
230ページ参照

胸部腫瘍学

Thoracic Oncology
■学術論文■
［総説］
Hasegawa S， Kondo N， Matsumoto S， Takuwa T,
Hashimoto M， Orui H， Fukuda S， Yoneda K,
Okumura Y， Tsubota N， Fukuoka K， Torii I,
Tsujimura T， Nakano T． Practical approaches to

寺田貴普（呼吸器・RCU科 参照）
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〔寄付講座〕

加藤恭一， 福永健， 柏村信一郎， 樋田信幸， 應田義雄，

Endowment Lecture

飯室正樹， 吉田幸治， 横山陽子， 上小鶴孝二， 武田直

腸管病態解析学

瀬和子， 山田真由美， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽

Intestinal Inflammation Research
■著書■

久， 菊山梨紗， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃司， 長
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
性を探る． 消化器と免疫 2012;48:57-61

堀和敏， 三輪洋人． 胃十二指腸潰瘍． 田尻久雄， 五十嵐

Kim Y， Yokoyama S， Watari J， Hori K， Yamasaki

正広， 小池和彦， 杉山政則 編． 臨床に役立つ消化器疾

T， Okugawa T， Toyoshima F， Kondo T， Sakurai J,

患の診断基準， 病型分類， 重症度の用い方． 改訂第

Tanaka J， Tomita T， Oshima T， Fukui H， Abe T,

2版． 東京：日本メディカルセンター 2012:44-50

Matsumoto T， Miwa H． Endoscopic and clinical

■学術論文■
［総説］
河野友彰， 松本譽之． 機能性便秘． Medicina 2012;49:
257-9
渡二郎， 盛一健太郎， 田邊裕貴， 藤谷幹浩， 富田寿彦,
大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松本譽之， 三輪洋人，

features of gastric ulcers in Japanese patients with or
without Helicobacter pylori infection who were using
NSAIDs or low-dose aspirin． J Gastroenterol
2012;47:904-11
Watari J， Tomita T， Toyoshima F， Sakurai J， Kondo
T， Asano H， Yamasaki T， Okugawa T， Tanaka J,

高後裕． H.pylori 除菌による早期胃癌内視鏡治療後の異

Daimon T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto

時性発癌の抑制効果． 消化器内科 2012;54:302-8

T， Miwa H． The incidence of "silent" free air and

渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中

aspiration pneumonia detected by CT after gastric

淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松

endoscopic submucosal dissection． Gastrointest

本譽之， 三輪洋人． Barrett食道の分子病理学． 消化
器内科 2012;54:208-8
渡二郎， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 三
輪洋人． わが国のGERDとバレット食道の関わり． The GI
Forefront 2012;8:36-9

Endosc 2012;76:1116-23
■学会発表■
［国際学会］
Yamasaki T， Oshima T， Asano H， Okugawa T， Kondo
T， Watari J， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J,

戸澤勝之， 應田義雄， 飯室正樹， 樋田信幸， 中村志

Tomita T， Fukui H， Hori K， Matsumoto T， Miwa H.

郎， 堀 和 敏， 松 本 譽 之． Henoch-Schönlein紫 斑 病.

Influence of age and correlation on esophageal

Intestine 2012;16:407-11

visceral chemosensitivity and mechanosensitivity.

堀和敏， 三輪洋人， 松本譽之． 上部消化管内視鏡所見の
解釈． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:55-61

Digestive Disease Week 2012（DDW2012）2012.5 San
Diego

中村志郎， 飯室正樹， 樋田信幸， 應田義雄， 福永健，

T o m i t a T， O k u g a w a T， Y a m a s a k i T， K o n d o T，

横山陽子， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 河野友彰， 三輪洋

Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Oshima T,

人， 松本譽之． 高齢者非腫瘍性疾患の特徴， 急性出血

Fukui H， Hori K， Watari J， Kashiwagi T,

性直腸潰瘍． 胃と腸 2012;47;1850-8

Matsumoto T， Miwa H． Usefulness of gastric

堀和敏， 池内浩基， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎． 消化器内
視鏡 2012;24:1780-1
［原著］

scintigraphy in the assessment of gastric
accommodation． Digestive Disease Week 2012
（DDW2012）2012.5 San Diego

Yoshida K， Fukunaga K， Ikeuchi H， Kamikozuru K,

Watari J， Tomita T， Sakurai J， Yamasaki T， Okugawa

Hida N， Ohda Y， Yokoyama Y， Iimuro M， Takeda

T， Asano H， Kondo T， Toyoshima F， Tanaka J,

N， Kato K， Kikuyama R， Nagase K， Hori K,

Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto T， Miwa H.

Nakamura S， Miwa H， Matsumoto T． Scheduled

“Subclinical free air” detected by computed

infliximab monotherapy to prevent recurrence of

tomography following gastric endoscopic submucosal

Crohn’s disease following ileocolic or ileal resection：a

dissection． Digestive Disease Week 2012（DDW2012）

3-year prospective randomized open trial． Inflamm
Bowel Dis 2012;18:1617-23

2012.5 San Diego
Sakurai J， Kondo T， Toyoshima F， Tanaka J， Tomita

Okugawa T， Oshima T， Chen X， Hori K， Tomita T，

T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Watari J， Miwa

Fukui H， Watari J， Matsumoto T， Miwa H． Down-

H． Differences in esophageal perception between

regulation of claudin-3 is associated with proliferative

proximal and distal esophagus evaluated by electrical

potential in early gastric cancers． Dig Dis Sci

stimulation． The 13th World Congress of

2012;57:1562-7

International Society for Diseases of the Esophagus
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2012.10 Venice
Tamura A， Watari J， Hara K， Ikeo K， Asano H,
Kondo T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Tomita
T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto T,

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之． 大腸ESDにおける
2ndデバイスとしてのムコゼクトーム2,

SBナイフjrの有用性.

第83回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京
岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 髙嶋智之， 坂井良行，

Miwa H． Abdominal obesity and risk of barret’s

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 榎本平

esphagus：a pilot study in Japanese referral centers.

之， 齋藤正紀， 今西弘安， 飯島尋子， 河合幹夫， 河

The 13th World Congress of International Society for

野 友彰， 神 野良男， 中 村志 郎， 松 本譽 之， 西 口修

Diseases of the Esophagus 2012.10 Venice
Hida N， Nogami K， Iimuro M， Kono T,Ohda Y,

平． 胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療の現状． 第83
回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

Yokoyama Y， Kamikozuru K， Tozawa K， Fukunaga

應田義雄， 小川智広， 長瀬和子， 山田真由美， 佐藤寿

K， Nakamura S， Matsumoto T． Effect of time of

行， 野上晃司， 河合幹夫， 河野友彰， 戸澤勝之， 上

meal consumption on pharmacokinetics and the

小鶴孝二， 横山陽子， 飯室正樹， 樋田信幸， 福永健，

clinical efficacy of oral tacrolimus in refractory

堀和敏， 中村志郎， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎患者の大

ulcerative colitis． The 2012 Advances in

腸内視鏡検査における受動湾曲型超細径スコープの有用

Inflammatory Bowel Diseases Crohn’s & Coliyis

性．（シンポジウム）第30回日本大腸検査学会総会 2012.9

Foundation’s National Clinical & Research Conference
2012.12 Florida
Kono T， Hida N， Nogami K， Iimuro M， Ohda Y,
Yokoyama Y， Kamikozuru K， Tozawa K， Fukunaga

東京
渡二郎， 福井広一， 堀和敏． H.pylori感染と胃癌背景粘膜
の腸上皮化生における分子異常の検討． 第71回日本癌学
会学術総会 2012.9 札幌

K， Nakamura S， Matsumoto T． Capsule endoscopy

樋田信幸， 河野友彰， 松本譽之． 小腸の炎症性病変に対

for assessing small bowel residual lesions at resection

する色素併用カプセル内視鏡の有用性：術直後クローン病患

and postsurgical recurrence in Crohn’s disease． The

者を対象とした前向き無作為交差試験．（パネルディスカッ

2012 Advances in Inflammatory Bowel Diseases

ション）第84回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2012）

Crohn’s & Coliyis Foundation’s National Clinical &
Research Conference 2012.12 Florida
［国内学会］

2012.10 神戸
河野友彰， 吉田幸治， 佐藤寿行， 小川智広， 野上晃司，
河合幹夫， 上小鶴孝二， 横山陽子， 戸澤勝之， 飯室正

堀和敏， 渡二郎， 田中淳二， 富田寿彦， 福井広一， 豊

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 中村志郎， 三輪

島史彦， 山崎尊久， 櫻井淳， 大島忠之， 近藤隆， 奥

洋 人， 松 本 譽 之． 当 院におけるAdalimumabの 使 用

川卓也， 三輪洋人， 松本譽之． 好酸球性食道炎の有病

経 験． 第54回日本 消 化 器 病 学 会 大 会（JDDW2012）

率． 第8回日本消化管学会総会学術集会 2012.2 仙台
原謙， 富田寿彦， 豊島史彦， 田村彰朗， 池尾光一， 山

2012.10 神戸
上小鶴孝二， 福永健， 横山陽子， 河合幹夫， 野上晃司，

崎尊久， 奥川卓也， 浅野晴紀， 横山聡子， 近藤隆，

河野友彰， 小川智広， 佐藤寿行， 三輪洋人， 松本譽

櫻井淳， 田中淳二， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏，

之． 症例背景におけるCrohn病患者に対する顆粒球単球

渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 当院で経験した好酸球

吸着療法の予後予測因子の検討． 第54回日本消化器病学

性食道炎の3例． 第8回日本消化管学会総会学術集会
2012.2 仙台

会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
野上晃司， 福永健， 横山陽子， 樋田信幸， 應田義雄，

奥川卓也， 大島忠之， Chen X， 神谷紀子， 浅野晴紀，

飯室正樹， 上小鶴孝二， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹

近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富田寿彦，

夫， 河野友彰， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 潰

堀和敏， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人．ク

瘍 性 大 腸 炎 患 者に対するInfliximabの長 期 予 後と効 果

ローディン3の発現低下は早期胃癌における増殖能と関係す
る． 第84回日本胃癌学会総会 2012.2 大阪
富田寿彦， 金鏞民， 池尾光一， 原謙， 田村彰朗， 山崎

予 測 因 子 の 検 討． 第54回日本 消 化 器 病 学 会 大 会
（JDDW2012）2012.10 神戸
河合幹夫， 福永健， 佐藤寿行， 小川智広， 野上晃司，

尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 豊島史彦， 櫻井淳， 田

河野友彰， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡

治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 中村志郎， 三

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 胃ESD後の後出血と潰瘍

輪洋人， 松本譽之． ウイルス性肝炎合併潰瘍性大腸炎患

治癒に関するオメプラゾールとファスモジンの治療効果−無作

者に対する白血球除去療法． 第54回日本消化器病学会大

為割り付け試験．（プレナリーセッション）第83回日本消化器

会（JDDW2012）2012.10 神戸

内視鏡学会総会 2012.5 東京

佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，

野上晃司， 應田義雄， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，

河野友彰， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正

河野友彰， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸治， 武田直

樹， 樋田信幸， 福永健， 堀和敏， 中村志郎， 三輪洋

久， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

人， 松本譽之． 当科における炎症を背景とする大腸平坦
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型腫瘍に対する内視鏡治療の検討． 第84回日本消化器内

Nogami K， Ohda Y， Iimro M， Kamikozuru K， Kono

視鏡学会総会（JDDW2012）2012.10 神戸

T， Matsumoto T． Predictors for surgery during

富田寿彦， 池尾光一， 田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 奥

tacrolims therapy in patients with active refractory

川卓也， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 大

ulcerative colitis． The 2nd Kinshukai International

島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三
輪洋人． 無症候群びらん性食道炎の上腹部症状と臨床的
特徴． 第84回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2012）
2012.10 神戸
堀和敏， 富田寿彦， 應田義雄， 樋田信幸， 渡二郎， 三
輪洋人， 松本譽之． 微小大腸癌の形態学的検討． 第50
回日本消化器がん検診学会大会（JDDW2012）2012.10
神戸
中村志郎， 樋田信幸， 福永健， 應田義雄， 飯室正樹,
横山陽子， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 河野友彰， 河合幹

Symposium 2012.10 Osaka
堀和敏． ヘリコバクターピロリ除菌療法時の注意点． 第23回
南大阪臨床消化器病研究会 2012.11 大阪
■その他■
堀和敏， 三輪洋人． 胃底腺ポリープの消失機序・大腸内視
鏡検査施行の要否．日本医事新報 2012;4588:52-4
河野友彰． クローン病におけるカプセル内視鏡の位置づけ.
（特別講演）第3回近畿カプセル内視鏡セミナー 2012.11 大
阪
［兼任］

夫， 野上晃司， 小川智広， 佐藤寿行， 堀和敏， 三輪

松本譽之（内科学下部消化管科 参照）

洋人， 松本譽之． 当院における難治性潰瘍性大腸炎に対

中村志郎（内科学下部消化管科 参照）

する抗TNF-α抗体療法の治療成績．（シンポジウム）第67回
日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡

先進糖尿病治療学

野上晃司， 應田義雄， 小川智広， 河合幹夫， 河野友彰,

Innovative Diabetes Treatment

上小鶴孝二， 戸澤勝之， 飯室正樹， 福永健， 樋田信
幸， 渡二郎， 中村志郎， 松本譽之． 大腸ESDにおける
2nd deviceとしてのブレード系ナイフ及びハサミ型ナイフの

■著書■

有用性．（ビデオシンポジウム）第67回日本大腸肛門病学会

浜口朋也． 2型糖尿病． 山口徹， 北原光夫， 福井次矢 編.

学術集会 2012.11 福岡
［地方会等］
瀧本真弓， 横山陽子， 松本優子， 應田義雄， 野上晃司，

今日の治療指針2012． 東京：医学書院 2012:614-8
浜口朋也． 透析患者の場合， HbA1cよりグリコアルブミン
（GA）を平均血糖値の評価に用いるほうがよいというのは本

福永健， 樋田信幸， 飯室正樹， 上小鶴孝二， 中村志

当ですか？． 小室一成 監， 山岸昌一 編． 循環器医から

郎， 堀和敏， 飯島尋子， 三輪洋人， 松本譽之． 妊娠

寄せられる「糖尿病と血管合併症」に関する100の質問.

中に潰瘍性大腸炎を発症した1例．日本消化器病学会近畿
支部第97回例会 2012.9 大阪

東京：メディカルレビュー社 2012:26-7
宮川潤一郎， 楠宜樹， 美内雅之， 勝野朋幸， 浜口朋也，

戸澤勝之， 奥川卓也， 吉田純一， 宇多優吾， 中村育夫，

難波光義．インスリンからGLP-１受容体作動薬への切り替え

岡秀男， 堀和敏， 藤元治朗， 中村志郎， 松本譽之.

による高血糖． 稲垣暢也 編． 経口糖尿病薬の新展開.

Bilomaを機に確定診断を得た中部胆管・胆嚢癌の1症例.

大阪：フジメディカル出版 2012:165-9

日本内科学会近畿支部第198回近畿地方会 2012.9 京都
北山嘉隆， 河野友彰， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，
野上晃司， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正
樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志
郎， 三輪洋人， 松本譽之． PET-CTが診断の契機となっ
た条虫症の1例． 第89回日本消化器内視鏡学会近畿支部
例会 2012.11 大阪
［科学研究費等班会議］
松本譽之， 福永健， 中村志郎， 樋田信幸， 應田義雄，
飯室正樹， 武田直久， 吉田幸治， 横山陽子， 上小鶴孝
二， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃司， 小川智広． 難
治性潰瘍性大腸炎患者の維持治療としての顆粒球・単球吸
着除去療法（GMA）
；本邦発の新しいエビデンスを目指した
多施設共同研究に向けて． 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2回総会 2012.1 東京
［研究会・講演会等］
Yokoyama Y， Watanabe K， Hida N， Fukunaga K,

■学術論文■
［総説］
浜口朋也． プリン体制限の具体的な指導法を教えてください.
高尿酸血症と痛風 2012;20:40-2
浜口朋也， 難波光義． グリニド薬のエビデンス． 糖尿病の最
新治療 2012;3:92-7
浜口朋也， 難波光義． 1型糖尿病におけるインスリン療法の基
本理念．日本臨牀 2012;70（増刊3）:538-48
浜口朋也， 難波光義． DPP-4阻害薬． 月刊糖尿病 2012;4:
102-8
浜口朋也． 2型糖尿病． 細井雅之 編． チャートで学ぶ糖尿
病と合併症． 糖尿病ケア 2012;216（秋季増刊）:22-31
浜口朋也． 高尿酸血症と糖尿病． Pharma Medica 2012;
30:21-5
浜口朋也， 楠宜樹， 勝野朋幸， 難波光義． 代謝内分泌
持続皮下インスリン注入（CSII）
． 診断と治療 2012;100:
249-55
浜口朋也． 尿酸降下薬はいつまで続けたらよいでしょうか． 腎
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と透析 2012:73;322-5
［原著］

alogliptin． 9th International Diabetes Federation
Western Pacific Region Congress． 2012.11 Kyoto

Hamaguchi T， Koga M， Murai J， Saito H， Tamada

Kamitani M， Konya H， Miuchi M， Tsunoda T,

D， Kurebayashi S， Katsuno T， Miyagawa J， Namba

Fukuoka H， Katsuno T， Hamaguchi T， Tanaka Y,

M． Estimation of HbA1c response to sitagliptin by

Mizutani S， Kanayama Y， Miyagawa J， Namba M.

change in glycated albumin level for 2 weeks． J

Effect of mitiglinide on incretin hormone responses in

Diabetes Investig 2012:3;175-8

a case of impaired glucose tolerance following total

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

gastrectomy with Roux en Y rebuilding． 9th

Miuchi M， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M.

International Diabetes Federation Western Pacific

Strict glycemic control in Japanese type 2 diabetic
patients with incretin-based therapy-efficacy of

Region Congress． 2012.11 Kyoto
［国内学会］

continuous glucose monitoring for the secure

浜口朋也， 松尾俊宏， 村井一樹， 美内雅之， 勝野朋幸，

transition and fine tuning． Infusystems Asia 2012;7:6-

宮川潤一郎， 難波光義． 2型糖尿病患者における慢性腎

8

臓病（CKD）の進展要因． 第109回日本内科学会総会・

浜口朋也． 経口血糖降下薬で治療中の2型糖尿病患者への
食事療法および服薬状況に関するアンケート． Pharma
Medica 2012;30:81-5
［症例報告］
北村倫子， 徳田八大， 越智史浩， 楠宜樹， 村井一樹,
美内雅之， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光
義． 早期の診断で救命しえた粘液水腫性昏睡の1例．日本
内科学会雑誌 2012;101:1066-8
■学会発表■
［国際学会］
Miuchi M， Miyagawa J， Matsuo T， Konishi K， Ochi F,

講演会 2012.4 京都
美内雅之， 宮川潤一郎， 松尾俊宏， 小西康輔， 越智史
浩， 徳田八大， 楠宜樹， 村井一樹， 勝野朋幸， 浜口
朋也， 難波光義． 糖尿病発症早期NODマウスへのGLP-1
受容体作動薬（リラグルチド）の効果． 第55回 日本糖尿病
学会年次学術集会 2012.5 横浜
［研究会・講演会等］
浜口朋也， 勝野朋幸， 越智史浩， 楠宜樹， 徳田八大,
村井一樹， 宮川潤一郎， 難波光義． 高齢者のインスリン
治療． 第124回近畿糖尿病談話会 2012.12 大阪
■その他■

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

浜口朋也， 弘世貴久， 池上博司．日本人2型糖尿病に対す

Hamaguchi T， Namba M． Long term effects of

るグリニド薬への期待（鼎談）
． 糖尿病の最新治療 2012;3:

liraglutide and insulin treatment on glucose tolerance

104-13

and islet morphology in the early onset type 1
diabetes of NOD mice． 72nd scientific sessions of
American Diabetes Association（ADA2012）2012.6
New Orleans

浜口朋也． 血糖平坦化を目指した糖尿病治療～食後高血糖
の改善を目指して～． 尼崎市内科医会通信 2012;23:9
浜口朋也． 普及進むインスリンポンプ きめ細かい注入量の調整
で血糖管理が容易に． Nikkei Medical 2012;12:30-1

Konishi K， Miyagawa J， Miuchi M， Nagai E， Matsuo
T， Murai K， Katsuno T， Hamaguchi T， Namba M.
Long-term effect of liraglutide and/or insulin on beta
cell mass in db/db mice with long-standing

心疾患先端治療学

Advanced Cardiac Therapeutics

hyperglycemia． 9th International Diabetes
Federation Western Pacific Region Congress． 2012.11
Kyoto

■学術論文■
［症例報告］

Konya H， Tsunoda T， Kamitani M， Fukuoka H,

Mine T， Hamaoka M， Kishima H， Masuyama T.

Katsuno T， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M,

Catheter ablation of long-lasting accelerated

Kanayama Y． Add-on effect of sitagliptin in an obese

idioventricular rhythm in a patient with mild left

type 2 diabetic patient with glimepiride and

ventricular dysfunction． Case Reports in Cardiology

metformin on blood glucose control and incretin

2012:1-4

response． 9th International Diabetes Federation
Western Pacific Region Congress． 2012.11 Kyoto
Kusunoki Y， Katsuno T， Abe M， Miyakoshi K， Ikawa
T， Matsuo T， Ochi H， Tokuda M， Murai K， Miuchi
M， Hamaguchi T， Miyagawa J， Namba M． The
beneficial effects of add-on therapy with acarbose in
Japanese type 2 diabetes mellitus treated with

M i n e T， S a t o I， K i s h i m a H， M i y a k e H ． L e f t
ventricular systolic dysfunction in a patient with
accidental hypothermia：a case report． J Med Case
Rep 2012;6:429
■学会発表■
［国際学会］
Mine T， Kishima H， Masuyama T． Left ventricular
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wall thickening could predict left atrial appendage

徴． 第60回日本心臓病学会学術集会 2012.9 金沢

thrombus． American College of Cardiology 61st

峰隆直， 貴島秀行， 瀧本光代， 佐藤幾生， 三宅裕治，

Annual Scientific Session 2012（ACC2012）2012.3

増山理． 非外傷性くも膜下出血患者の急性期予後における

Chicago

無症候性たこつぼ心筋症の意義． 第60回日本心臓病学会

Kodani T， Mine T， Kishima H， Masuyama T． Risk

学術集会 2012.9 金沢

factors of spontaneous axillary-subclavian venous

小谷健， 峰隆直， 貴島秀行， 増山理． 孤立性慢性心房細

occlusion before antiarrhythmic device implantation.

動患者におけるジギタリス製剤中止の影響． 第29回日本心

Heart Rhythm Society’s 33rd Annual Scientific Sessions
（HRS2012）2012.5 Boston
Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Effects

電学会学術集会 2012.10 千葉
［地方会等］
川﨑大三， 峰隆直， 福永匡史， 岩破俊博， 藤井健一，

of purkinje potential pacing in left ventricular

廣谷信一， 増山理， 舛谷元丸． 難治性高血圧症例に対

endocardium on hemodynamics in patients with

する経カテーテル的腎交感神経切除術の当院での経験． 第

advanced heart failure． The 5th Asia-Pacific Heart
Rhythm Society Scientific Sessions（APHRS2012）
2012.10 Taipei
Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Effect of
digitalis discontinuation in patients with permanent

113回日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪
沖津美穂， 貴島秀行， 小谷健， 峰隆直， 増山理， 大柳
光正． ワルファリン服用中に腎梗塞を発症し左房内血栓を認
めた持続性心房細動の一例． 第113回日本循環器学会近
畿地方会 2012.6 大阪

atrial fibrillation． The 5th Asia-Pacific Heart Rhythm

井上義仁， 貴島秀行， 小谷健， 峰隆直， 増山理． ペース

Society Scientific Sessions（APHRS2012）2012.10

メーカー植え込み後にたこつぼ型心筋症を合併した一例.

Taipei

第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪

Mine T， Kishima H， Kodani T， Masuyama T.

［研究会・講演会等］

Morphological reverse remodeling of left atrium after

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． Lead Integrity

catheter ablation for atrial fibrillation． The 5th Asia-

Alertシステムによりリード不全に早期対処ができたCRT-Dの

Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions
（APHRS2012）2012.10 Taipei
Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Shock

1例． 第4回植込みデバイス関連冬季大会 2012.2 北九州
峰隆直， 小谷健， 貴島秀行， 増山理． 左房左肺静脈間
リエントリーが心房細動発症に関連したと考えられた発作

for defibrillation threshold testing transiently

性心房細動の1例． 第24回カテーテル・アブレーション委

aggravates left ventricular systolic function． The 5th

員会公開研究会 2012.11 下関

Asia-Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions
（APHRS2012）2012.10 Taipei

先進血管治療学

Mine T， Sato I， Kishima H， Masuyama T.

Advanced Vascular Therapeutics

Asymptomatic left ventricular apical ballooning as a
potential risk factor in patients with nontraumatic
subarachnoid hemorrage． American Heart

■著書■

Association Scientific Sessions 2012（AHA2012）

川 﨑 大 三． IVUSガイド． 中 村 正 人 編． Endovascular

2012.11 Los Angeles
［国内学会］
Kishima H， Mine T， Kodani T， Masuyama T． Who
should undergo transesophageal echocardiography

therapy：エキスパートはこう考える． 東京：メジカルビュー社
2012:190-5
■学術論文■
［原著］

before cardioversion or catheter ablation for atrial

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

tachyarrhythmia during warfarin administration ? .

Nakata A， Masuyama T． Safety and efficacy of

第76回日本循環器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

endovascular therapy with a simple homemade

小谷健， 峰隆直， 貴島秀行， 増山理． 除細動域値テスト

carbon dioxide delivery system in patients with

時における心機能の検討． 第27回日本不整脈学会学術大
会 2012.7 横浜

ileofemoral artery diseases． Circ J 2012;76:1722-8
Fukunaga M， Fujii K， Nakata T， Shibuya M， Miki K,

貴島秀行， 峰隆直， 小谷健， 増山理． ワーファリン内服中

Kawasaki D， Masutani M， Lee-Kawabata M,

の心房粗細動患者における左房内血栓の予測因子の検討.

Ohyanagi M， Masuyama T． Multiple complex

第27回日本不整脈学会学術大会 2012.7 横浜

coronary atherosclerosis in diabetic patients with

佐藤幾生， 松山貴司， 北野貴子， 田代理枝， 瀧本光代，

acute myocardial infarction：a three-vessel optical

三宅裕治， 貴島秀行， 峰隆直， 増山理．くも膜下出血に

coherence tomography study． Euro Intervention

合併した無症候性たこつぼ型心筋症の入院時心電図の特

2012;8:955-61
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Masuyama T． Ex vivo evaluation of coronary yellow

Miki K， Fujii K， Nakata T， Shibuya M， Fukunaga M,

plaque on coronary angioscopy: a histopathological

Kawai K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

validation study． American Heart Association

Masuyama T． The utility of intravascular ultrasound

Scientific Sessions 2012（AHA2012）2012.11 Los

for the diagnosis and management of spontaneous

Angeles

coronary artery dissection in a middle-aged woman

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Tamaru H， Miki

with acute inferior myocardial infarction． J Cardiol

K， Imanaka T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi

Cases 2012;6:e78-80

M， Masuyama T． A pitfall of fractional flow reserve

■学会発表■
［国際学会］
Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Kawai K,
Nakata T， Shibuya M， Ohyanagi M， Masuyama T.

measurement in the left anterior descending coronary
artery：a gradual decrease of coronary pressure.
American Heart Association Scientific Sessions 2012
（AHA2012）2012.11 Los Angeles

Thermodilution-derived coronary blood flow pattern

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Shibuya

immediately after coronary intervention as a predictor

M， Imanaka T， Tamaru H， Masutani M， Ohyanagi

of microcirculatory damage and mid-term clinical

M， Masuyama T． Stent edge dissection and tiny

outcomes after acute myocardial infarction.

reference vessel area are related to target lesion

American College of Cardiology 61st Annual Scientific

revascularization after self-expanding nitinol stent

Session 2012（ACC2012）2012.3 Chicago

implantation in the superficial femoral artery.

Kawai K， Fujii K, Miki K， Fukunaga M， Nakata T,
Shibuya M， Kawasaki D， Ohyanagi M， Masuyama T.

American Heart Association Scientific Sessions 2012
（AHA2012）2012.11 Los Angeles

Elevated concentrations of pentraxin-3 are associated

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Tamaru

with neointimal tissue characterization of restenosis

H， Imanaka T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi

lesions after bare-metal and drug-eluting stent

M， Masuyama T． The clinical impact of post

implantation． American College of Cardiology 61st

procedural peripheral vascular flow reserve on wound

Annual Scientific Session 2012（ACC2012）2012.3

healing following infrapopliteal intervention in patients

Chicago

with critical limb ischemia． American Heart

Shibuya M， Fujii K， Fukunaga M， Miki K， Nakata T,
Kawasaki D，Ohyanagi M，Masuyama T.

Association Scientific Sessions 2012（AHA2012）
2012.11 Los Angeles

Histopathological validation of optical coherence

Imanaka T， Hao H， Fujii K， Shibuya M， Fukunaga M,

tomography analysis for extended late-phase in-stent

Miki K， Tamaru H， Kawasaki D， Masutani M,

neointimal tissue characterization after bare-metal

Ohyanagi M， Masuyama T． Application of combined

stent implantation． American College of Cardiology

use of optical coherence tomography and

61st Annual Scientific Session 2012（ACC2012）2012.3

intravascular ultrasound for the diagnosis of coronary

Chicago

vulnerable plaques：a histological validation study.

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Nakata
T， Shibuya M， Ohyanagi M， Masuyama T． The
impact of postprocedural intravascular ultrasound

American Heart Association Scientific Sessions 2012
（AHA2012）2012.11 Los Angeles
［国内学会］

findings on long-term results following self-expandable

Nakata T， Fujii K， Shibuya M， Fukunaga M， Kawai

nitinol stenting in the superficial femoral artery.

K， Miki K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

American College of Cardiology 61st Annual Scientific

M a s u y a m a T． M o r p h o l o g i c a l , f u n c t i o n a l， a n d

Session 2012（ACC2012）2012.3 Chicago

biological vascular healing response 6-month after

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Kawai K,

drug-eluting stent implantation：a randomized

Nakata T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi M,

comparison of 3 drug-eluting stents． 第76回日本循環

Masuyama T． Thermodilution derived coronary blood

器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

flow patterns immediately after coronary intervention

Fukunaga M， Fujii K， Nakata T， Shibuya M， Kawai

as a predictor of microcirculatory damage and mid-

K， Miki K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

term clinical outcomes after acute myocardial

Masuyama T． Thermodilution-derived coronary blood

infarction． European Society of Cardiology Congress

flow pattern immediately after coronary-intervention

2012（ESC2012）2012.8 Munich

as a predictor of microcirculatory-damage and mid-

Shibuya M， Hao H， Fujii K， Fukunaga M， Miki K,
Imanaka T， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

term clinical-outcomes after acute myocardial
infarction． 第76回日本循環器学会学術集会（JCS2012）
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2012.3 福岡

S u z u k i K， H i r a n o K， K o s h i d a R， K a m o i D ,

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Nakata

Tasaki J， Higashitani M， Shintani Y， Yamada T,

T， Shibuya M， Kawai K， Masutani M， Ohyanagi M,

Okazaki S， Suematsu N， Tsuchiya T， Miyashita Y,

Masuyama T． The predictive value of postprocedural

Shinozaki N， Takahashi H， Uematsu M． Impact of

ankle-brachial pressure index in long-term patency

perioperative complications after aorto-iliac stenting

after nitinol stent implantation in the superficial

in patients with peripheral artery disease． 第

femoral artery． 第76回日本 循 環 器 学 会 学 術 集 会

21回日本 心 血 管インターベンション治 療 学 会 学 術 集 会

（JCS2012）2012.3 福岡

（CVIT2012）2012.7 新潟

Kawai K， Fujii K， Miki K， Fukunaga M， Nakata T,

Okamoto S， Iida O， Soga Y， Kawasaki D， Yamauchi

Shibuya M， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

Y， Suzuki K， Hirano K， Hirano R， Kamoi D,

Masuyama T． Elevated concentrations of pentraxin-3

Tasaki J， Higashitani M， Shintani Y， Yamaoka T,

are associated with neointimal tissue characterization

Okazaki S， Suematsu N， Tsuchiya T， Miyashita

of restenosis lesions after bare-metal and drug-eluting

Y， S h i n o z a k i N， T a k a h a s h i H， U e m a t s u M .

stent implantation． 第76回日本循環器学会学術 集 会

Endovascular therapy for patients aged 80 years or

（JCS2012）2012.3 福岡
Fukunaga M， Fujii K， Miki K， Kawai K， Nakata T,

older with aorto-iliac lesion． 第21回日本心血管インター
ベンション治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟

Shibuya M， Akahori H， Kawasaki D， Masutani M,

Dohi T， Iida O， Soga Y， Kawasaki D， Yamauchi Y,

Ohyanagi M， Masuyama T． The "gradual decrease" in

S u z u k i K， H i r a n o K， K o s h i d a R， K a m o i D ,

distal coronary pressure in the left anterior

Tazaki J， Higashitani M， Shintani Y， Yamaoka T,

descending coronary artery：diagnostic-pitfall of

Okazaki S， Suematsu N， Tsuchiya T， Miyashita Y,

coronary ischemia with fractional-flow-reserve． 第76

Shinozaki N， Takahashi H， Uematsu M． Intial and

回日本循環器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

long-term outcome of self-expanding nitinol stent

Nakata T， Fujii K， Shibuya M， Fukunaga M， Kawai

implantation for patients with aorto-iliac occlusion：

K， Miki K， Kawasaki D， Masutani M， Ohyanagi M,

comparison with balloon expandable stainless-steel

Masuyama T．The impact of the serum

stent． 第21回日本心血管インターベンション治療学会学術

eicosapentaenoic acid to arachidonic acid ratio on

集会（CVIT2012）2012.7 新潟

microcirculatory damage in patients undergoing

Miki K， Fujii K， Kawasaki D， Fukunaga M， Nakata

percutaneous coronary intervention． 第76回日本循環

T， Shibuya M， Masutani M， Ohyanagi M,

器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡

M a s u y a m a T． T h e i m p a c t o f p o s t - p r o c e d u r a l

川﨑大三． 末梢動脈疾患に対する血管内治療．（スペシャル

intravascular ultrasound findings on long-term results

エデュケーショナルセッション）第23回日本心エコー図学会学

following self-expanding nitinol stenting in the

術集会（JSE2012）2012.4 大阪

superficial femoral artery． 第21回日本心血管インター

曽我芳光， 飯田修， 川﨑大三， 山内靖隆， 鈴木健之，

ベンション治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟

平野敬典， 越田亮司， 鴨井大典， 田崎淳一， 東谷迪

Sato K， Iida O， Soga Y， Hirano K， Suzuki K,

昭， 新谷嘉章， 山岡輝年， 岡崎真也， 末松延裕， 土

Kawasaki D， Miyashita Y， Uematsu M． Isolated

谷武嗣， 宮下裕介， 篠崎法彦， 高橋大， 延吉正清.

versus multilevel tibial endovascular therapy for

大動脈腸骨動脈病変に対する血管内治療の成績．（シン

critical limb ischemia． 第21回日本心血管インターベン

ポジウム）第21回日本心血管インターベンション治療学会学

ション治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟

術集会（CVIT2012）2012.7 新潟

Nakano M， Hirano K， Iida O， Soga Y， Kawasaki D,

飯田修， 曽我芳光， 山内靖隆， 平野敬典， 川﨑大三，

Suzuki K， Miyashita Y， Yamauchi Y， Tazaki J,

上松正朗． 重症虚血肢に対する血管内治療での挑戦.

Y a m a o k a T， S u e m a t s u N， S h i n t a n i Y． T h e

（シンポジウム）第21回日本心血管インターベンション治療学会

12-month prognosis of hemodialysis patients with

学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟
Dohi T， Iida O， Soga Y， Suzuki K， Yamauchi Y,
Koshida R， Kamoi D， Kawasaki D， Tsuchiya T,
Tazaki J， Shintani Y， Nanto S， Uematsu M.

critical limb ischemia and major tissue loss who
underwent isolated infrapopliteal balloon angioplasty.
第21回日本心血管インターベンション治療学会学術集会
（CVIT2012）2012.7 新潟

Midterm clinical outcome following endovascular

Fukunaga M， Fujii K， Kawasaki D， Miki K， Kawai K,

therapy in patients with aortic occlusive disease． 第

Nakata T， Shibuya M， Akahori H， Masutani M,

21回日本 心 血 管インターベンション治 療 学 会 学 術 集 会

Ohyanagi M， Masuyama T． The "gradual decrease" in

（CVIT2012）2012.7 新潟
Sato K， Iida O， Soga Y， Kawasaki D， Yamauchi Y,

distal coronary pressure in the left anterior
descending coronary artery：diagnostic-pitfall of

兵庫医大業績録（2012）
fractional flow reserve． 第21回日本心血管インターベン
ション治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟
Tosaka A， Soga Y， Iida O， Hirano K， Suzuki K,
Miyashita Y， Kawasaki D， Tazaki J， Suematsu N,
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Yamagiwa T， Fukunishi S， Tachibana T， Okamura H,
Yoshiya S， Kashiwamura S． Abrogation of Treg
function deteriorates rheumatoid arthritis． Mod
Rheumatol 2012;22:80-8

Yamaoka T， Shintani Y， Yamauchi Y， Nobuyoshi

Okui S， Yamamoto H， Li W， Gamachi N， Fujita Y,

M． Predictors of early mortality in patients with

Kashiwamura S， Miura D， Takai S， Miyazaki M,

critical limb ischemia caused by isolated below-the-

Urade M， Okamura H， Ueda H． Cisplatin-induced

knee artery disease． 第21回日本心血管インターベンション

acute renal failure in mice is mediated by chymase-

治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟

activated angiotensin-aldosterone system and

Okamoto S， Iida O， Soga Y， Kawasaki D， Yamauchi

interleukin-18． Eur J Pharmacol 2012;685:149-55

Y， Suzuki K， Hirano K， Koshida R， Kamoi D,

Yamanegi K， Yamane J， Kobayashi K， Kato-Kogoe N,

Tasaki J， Higashitani M， Shintani Y， Yamaoka T,

O h y a m a H， N a k a s h o K， Y a m a d a N， H a t a M ,

Okazaki S， Suematsu N， Tsuchiya T， Miyashita Y,

Fukunaga S， Futani H， Okamura H， Terada N.

Shinozaki N， Takahashi H， Uematsu M.

Valproic acid cooperates with hydralazine to augment

Endovascular therapy for over 80 years old patients

the susceptibility of human osteosarcoma cells to Fas-

with isolated below the knee lesions presenting with

and NK cell-mediated cell death． Int J Oncol

critical limb ischemia． 第21回日本心血管インターベン

2012;41:83-91

ション治療学会学術集会（CVIT2012）2012.7 新潟
［地方会等］

Yamanegi K， Yamane J， Kobayashi K， Ohyama H,
Nakasho K， Yamada N, Hata M， Fukunaga S， Futani

福永匡史， 藤井健一， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸，

H， Okamura H， Terada N． Downregulation of

大柳光正． 深部静脈血栓症に対する血管内治療の有用性

matrix metalloproteinase-9 mRNA by valproic acid

の検討． 第197回日本内科学会近畿地方会 2012.6 神戸

plays a role in inhibiting the shedding of MHC class

川﨑大三， 峰隆直， 福永匡史， 岩破俊博， 藤井健一，
廣谷信一， 増山理， 舛谷元丸． 難治性高血圧症例に対
する経カテーテル的腎交感神経切除術の当院での経験． 第
113回日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪

I-related molecules A and B on the surface of human
osteosarcoma cells． Oncol Rep 2012;28:1585-90
Y a m a d a N， Y a m a n e g i K， O h y a m a H， H a t a M ,
Nakasho K， Futani H， Okamura H， Terada N.

福永匡史， 藤井健一， 川﨑大三， 澁谷真彦， 今仲崇裕，

Hypoxia downregulates the expression of cell surface

三木孝次郎， 田丸裕人， 舛谷元丸， 増山理． 左前下行

MICA without increasing soluble MICA in

枝におけるFractional Flow Reserveの診 断 的 落とし穴.

osteosarcoma cells in a HIF-1α-dependent manner.

第19回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会

Int J Oncol 2012;41:2005-12
■学会発表■

2012.10 京都
三木孝次郎， 川﨑大三， 福永匡史， 藤井健一， 舛谷元

［国際学会］

丸， 大柳光正， 増山理． 人工膝関節置換術後に下肢急

Yamanishi K， Yamamoto H， Xu Y， Okamatsu Y,

性虚血を発症し， 血管内治療にて救肢しえた一例． 第19

Matsunaga H， Saito M， Yamanishi H， Okamura H.

回日本 心 血 管インターベンション治 療 学 会 近 畿 地 方 会

Apelin-APJ system affects mitochondria function in

2012.10 京都

b r o w n a d i p o c y t e s． 1 7 t h W o r l d C o n g r e s s o n

田丸裕人， 藤井健一， 三木孝次郎， 今仲崇裕， 福永匡
史， 澁谷真彦， 川﨑大三， 増山理， 舛谷元丸， 大柳
光正． 冠動脈自然解離の急性期を血管内超音波で観察し
得た１例． 第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大

Advances in Oncology and 15th International
Symposium on Molecular Medicine 2012.10 Crete
［国内学会］
L i W， Y a m a m o t o H， Y a m a n i s h i H， T a n a k a Y ,
Okamura H． Regulatory roles of novel NK-like cells

阪

on expansion of gdT cells：about plasmacytoid

腫瘍免疫制御学

Tumor Immunology and Cell Therapy
■学術論文■
［総説］
田中義正， 岡村春樹．γδT細胞による治療． 日本臨牀
2012;70:2147-51
［原著］

dendritic cells and IL-18． 第71回日本癌学会学術総会
2012.9 札幌
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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）

地域救急医療学

Emergency and Community Medicine
234ページ参照

機能再生医療学

Functional Restorative Medicine
235ページ参照
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Hashimnoto A， Oya M， Iwano M， Fuse C， Inoue T,

Clinical Medicine Subjects

Yamada T， Terashima M， Osako T， Ueda T， Yamada

救急・災害医学／救命救急センター

technique of bedside post pyloric feeding tube

Emergency and Critical Care Medicine, Disaster Medicine/
Medical Center for Emergency and Critical Care

I， Nakao A， Kotani J． A secure “double-check”
placement using transnasal endoscopy． J Clin
Biochem Nutr 2012;52:213-5
Yamada I， Ajiki T， Ueno K， Sawa H， Otsubo I,

■著書■

Yoshida Y， Shinzeki M， Toyama H， Matsumoto

久保山一敏， 小谷穣治． 意識障害の予後とその指標， 救

I， F u k u m o t o T， N a k a o A， K o t a n i J， K u Y .

急・ERノート5． 堤晴彦， 輿水健治， 中田一之 編．まず

Feasibility of 18F-fluorodeoxyglucose positron-emission

い！から始まる意 識 障 害 の 初 期 診 療． 東 京：羊 土 社

tomography for preoperative evaluation of biliary

2012:264-72

tract cancer． Anticancer Res 2012;32:5105-10

小谷穣治． 局所麻酔法． 山口徹， 北原光夫， 福井次矢

小 谷 穣 治． 敗 血 症 に 伴 うDICの 診 断 −SAC（SIRS

編． 今日の治療指針 2012年版． 東京：医学書院 2012:

Associated Coagulopathy）と急 性 期DIC診 断 基 準 −.

90-1

Trombosis Medicine 2012;2:299-300

橋本篤徳， 小谷穣治． Ⅴ． 救命救急 9．中毒． 小川龍，
島崎修次， 飯野靖彦， 五十嵐隆， 福島亮治 編． 静脈
経腸治療オーダーマニュアル． 大阪：メディカルレビュー社
2012:130-2
岡伸樹， 青山倫子， 上田敬博， 井上岳人， 前重伯壮，
宇佐美眞， 小谷穣治． 敗血症におけるアンチトロンビンⅢ
（Antithrombin Ⅲ， ATⅢ）の効果． 日本エンドトキシン・

青山倫子， 宇佐美眞， 上田敬博， 小谷穣治． エンドトキ
シン血症下の肺好中球アポトーシスへの静脈注射用免疫グロ
ブリンの効果．日本外科感染症学会雑誌 2012;9:63-9
小谷穣治， 石川倫子， 上田敬博， 高原美樹， 山内千里,
岡伸樹， 宇佐美眞． 侵襲反応の性差について． Shock
2012;27:52-8
［症例報告］

自然免疫研究会， 筒井ひろ子， 小谷穣治， 谷徹， 横地

宮脇淳志， 寺嶋真理子， 満保直美， 小濱圭祐， 中尾篤

高志 編． エンドトキシン・自然免疫研究１５． 東京：医学図

典， 小谷穣治． 当科における壊死性筋膜炎の４例の治療

書出版 2012:35-9

経験．日本外科感染症学会雑誌 2012;9:701-5

■学術論文■
［総説］
久保山一敏， 小谷穣治， 山田勇． 治療的低体温 わかって

寺嶋真理子， 中尾篤典， 橋本篤徳， 山田太平， 満保直
美， 小谷穣治．ガス壊疽デブリドマン後の広範囲軟部組織
欠損の症例にβ-ヒドロキシーβ-メチルブチレート（HMB）
，ア

いることいないこと Knowledge gapの解消はまだこれから.

ルギニン（Arg）
， グルタミン（Gln）配合飲料を用いた１例.

LiSA 2012;19:46-50

日本外科感染症学会雑誌 2012;9:691-6

山田太平， 上田敬博， 佐藤格夫， 小谷穣治． 免疫栄養に
ついて． ICUとCCU 2012;36:277-85
小谷穣治， 江木盛時， 佐藤格夫， 井上茂亮， 西田修.
血糖コントロールと栄養管理． ICUとCCU 2012;36:999-1006
小谷穣治． 各種栄養管理ガイドラインにおけるcontroversy.
Nutrition Support Journal 2012;13:20-2
小谷穣治． 経 腸 栄 養 の 開 始とルート選 択． Nutrition
Support Journal 2012;13:12-4
小濱圭祐， 小谷穣治． PMX-DHPを含む血液浄化療法.
救急・集中治療 2012;24:1205-10
尾迫貴章， 小谷穣治． ケースで学ぶ輸液療法の基本・応用
救急疾患・ICU患者． 薬局 2012;63:2738-43

松尾綾芳， 植木隆介， 山口瑛， 多田羅恒雄， 小濱圭祐，
寺嶋真理子， 小谷穣治． 汎発性腹膜炎の試験開腹術に
おいて麻酔導入直後および手術終了直後に心停止を来した
1症例． 麻酔 2012;61:621-5
■学会発表■
［国際学会］
Iwano M， Kotani J， Ueda T， Hshimoto A， Osako T,
Nakajima Y， Yamada T． The possible use of initial
serum B-type natriuretic peptide（BNP）levels for
optimal initial dose adjustment of carpeeritide
（Recombinant human atrial natriuretic peptide）．
Critical Care Congress 2012.2 Texas

山田太平， 上田敬博， 小谷穣治． 重症病態に対する栄養

Kotani J， Matsuda N， Oda S， Aibiki M， Ikeda T,

管理の実際 外傷・熱傷． 栄養−評価と治療 2012;29:320-

Imaizumi H， Endo S， Ochiai R， Shime N， Nishida

4
上田敬博， 久保山一敏． 意 識 障 害 の あ る 患 者.
EMERGENCY CARE 2012;25:1043-9
久保山一敏． 平成23年度 地域における疾病並びに医療等に
関する研究調査−大災害時志望者の家族に対する支援シス
テムの構築−． 神緑会雑誌 2012;28:11-6
［原著］

O， Noguchi T， Hirasawa H． A nationwide survey
of severe sepsis regarding the treatment-related
outcome in Japan．（English Session International
Symposium）The 12th Joint Scientific Congress of
KSCCM and JSICM 2012.2-3 Chiba
Kotani J． Modern approaches of the treatment of sepsis
and DIC-syndrome in Japan．（Invited Lecture）Ⅷ
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International Conference Actual Aspects of

岡伸樹， 青山倫子， 上田敬博， 井上岳人， 前重伯壮，

Extracorporeal Blood Purification in Intensive Care

藤原麻有， 神前雅彦， 三好真琴， 寺嶋真理子， 宇佐美
眞， 小谷穣治. エンドトキシン刺激下の好中球アポトーシ

Medicine 2012.5 Moscow
Kotani J． Effectivenes of polymyxin b hemoperfusion
therapy in Japan．（Invited Lecture）Ⅷ International

スに対するアンチトロンビンⅢの効果． 第27回日本Shock
学会総会 2012.5 東京

Conference Actual Aspects of Extracorporeal Blood

井上岳人， 青山倫子， 西野哲， 笹野真希， 神前雅彦，

purification in Intensive Care Medicine 2012.5 Moscow

岡伸樹， 藤原麻有， 上田敬博， 鴨志田伸吾， 宇佐美

Oka N， Ueda T， Aoyama M， Inoue T， Usami M,

眞， 小谷穣治. エンドキシン血栓下の精巣における生殖細

Kotani J． The effect of antithrombin Ⅲ on neutrophil

胞アポトーシスとIL-18の関与. 第27回日本Shock学会総会

apoptosis in endotoxin stimulation． 35th Annual

2012.5 東京
井出雄久， 宮脇淳志， 山田勇， 寺嶋真理子， 小濱圭祐，

Conference on Shock 2012.6 Maiami
Ueda T， Aoyama M， Oka N， Usami M， Kotani J.

山田太平， 松田健一， 小谷穣治. 距骨下関節脱臼，

The neutrophil score， N-score， is associated with

距骨骨折の治療経験． 第26回日本外傷学会 2012.5 東京

the mortality rates of septic patients． 35th Annual

山田太平， 小谷穣治， 尾迫貴章， 中島有香， 松田健一，
宮脇淳志， 橋本篤徳， 寺嶋真理子. 顔面外傷による大量

Conference on Shock 2012.6 Maiami
Kotani J． Endocrine emergencies “Infections in the
immune-compromised”． The Fourth Annual Society

出血に対し経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）が有効であ
った１症例. 第26回日本外傷学会 2012.5 東京

of Critical Care Medicine（SCCM）’s Multi-professional

寺嶋真理子， 小谷未央， 上田敬博， 岩野仁香， 山田太

Critical Care Review Course（MCCRC）2012.10 Seoul

平， 橋本篤徳， 小濱圭祐， 尾迫貴章， 中島有香， 山
田勇， 小谷穣治. 重症広範囲熱傷患者に対する自家培養

［国内学会］
小 谷 穣 治. 重 症 病 態 における代 謝 栄 養. （Meet The
Experts）第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
相引眞幸， 松田直之， 池田寿昭， 今泉均， 落合亮一， 小

表皮（ジェイス）の生着評価の検討. 第38回日本熱傷学会
総会・学術集会 2012.5 東京
中島有香， 上田敬博， 松田健一， 満保直美， 井上朋子，

Sepsis

山田太平， 橋本篤徳， 小濱圭祐， 尾迫貴章， 小谷穣

Registry委員会企画「日本版敗血症治療ガイドライン」.

治． 当センターにおける心原性心停止に対するECPRの効

第39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2-3 千葉

果についての予後の検討. 第15回日本臨床救急医学会総

谷 穣 治， 西 田 修， 遠 藤 重 厚， 野 口 隆 之.

井上茂亮， 江木盛時， 小谷穣治． 重症患者における血糖
の正確性に関するsystematic review． 第39回日本集中治
療医学会学術集会 2012.2-3 千葉

会・学術集会 2012.6 熊本
尾迫貴章， 上田敬博， 松田健一， 中島有香， 山田太平，
橋本篤徳， 寺嶋真理子， 宮脇淳志， 久保山一敏， 小谷

小谷穣治， 切田学， 寺嶋真理子， 橋本篤徳， 山田太平，

穣治. 当センターにおける脳梗塞に対するt-PA投与の時間

平田淳一， 大家宗彦， 丸川征四郎． 阪神淡路大震災と

因子と予後の検討. 第15回日本臨床救急医学会総会・学

JR福知山線脱線事故と東日本大震災. （ワークショップ）第
39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2-3 千葉
小谷穣治.

敗 血 症 に 伴うDICの 診 断．（ 教 育 セミナー）

第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢
小谷穣治. 急性期の代謝栄養・栄養管理. （ランチョンセミ
ナー）第48回日本腹部救急医学会総会 2012.3 金沢

術集会 2012.6 熊本
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）日本外科代謝栄養学会第49
回学術集会 2012.7 浦安
小谷穣治. 敗血症の栄養管理. （モーニングセミナー）日本
外科代謝栄養学会第49回学術集会 2012.7 浦安

皆川知洋， 山田勇， 上野光来， 政近智子， 横山弘， 小

小谷穣治. 兵庫医科大学と神戸大学での災害医療の経験.

濱圭祐， 寺嶋真理子， 小谷穣治. 急性膵炎に合併した

（シンポジウム）第27回日本救命医療学会総会・学術集会

広範結腸壊死及び後腹膜膿瘍の１例. 第48回日本腹部救
急医学会総会 2012.3 金沢
小谷穣治. 外科医として知っておきたい敗血症治療ガイドラ
イン. （ランチョンセミナー）第112回日本外科学会定期学術
集会 2012.4 千葉

2012.9 東京
小谷穣治. 重症患者の栄養管理. 第60回日本職業・災害医
学会 2012.12 大阪
丸藤哲， 齋藤大蔵， 藤島清太郎， 真弓俊彦， 小倉裕司，
荒木恒敏， 池田弘人， 久志本成樹， 小谷穣治， 白石振

小谷穣治， 青山倫子， 上田敬博， 高原美樹， 山内千

一郎， 鈴木幸一郎， 鈴木泰， 武山直志， 田熊清継，鶴

里， 岡 伸 樹， 宇 佐 美 眞． 侵 襲 反 応の性 差について.

田良介， 三木靖雄， 山下典雄， 山口芳裕， 相川直樹.

（シンポジウム）第27回日本Shock学会総会 2012.5 東京
青山倫子， 高原美樹， 山内千里， 宇佐美眞， 小谷穣治.
エンドトキシン血症下の血糖変動とインスリンシグナルへの
IL-18の役割. （会長賞選考講演）第27回日本Shock学会
総会 2012.5 東京

日本救急医学会Sepsis Registry特別委員会報告. （教育
講演）第40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11 京
都
小谷穣治， 齋藤大蔵， 鈴木幸一郎， 山下典雄， 鶴田良
介， 丸藤哲， 山口芳裕， 相川直樹.

JAAMSR多施設
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共同前向き調査研究， Severe sepsis治療データ解析結果.
（ 教 育 講 演 ）第40回日本 救 急 医 学 会 総 会・学 術 集 会
2012.11 京都
石川（青山）倫子， 高原美樹， 山内千里， 岡伸樹， 山下

会）2012.3 神戸
松田健一， 上田敬博， 寺嶋真理子， 山田勇， 小濱圭祐，
満保直美， 岩野仁香， 尾迫貴章， 中島有香， 山田太
平， 橋本篤徳， 井出雄久， 宮脇淳志， 久保山一敏，

勇人， 藤原麻有， 上田敬博， 宇佐美眞， 小谷穣治.

小谷穣治. 強酸含有熱湯による広範囲熱傷に対し自家培

敗血症における好中球の性差について. （シンポジウム）第

養皮膚植皮により軽快した１症例. 第105回近畿救急医学

40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11 京都

研究会（日本救急医学会近畿地方会）2012.3 神戸

久保山一敏， 小谷穣治， 宮脇淳志， 上田敬博， 寺嶋真理

満保直美， 上田敬博， 岩野仁香， 井上朋子， 中島有香，

子， 小濱圭祐， 橋本篤徳， 山田太平. 当救命救急セン

山田太平， 橋本篤徳， 小濱圭祐， 尾迫貴章， 井出雄

ターにおけるCPAOA症例に対する異状死対応の実状. 第

久， 寺嶋真理子， 宮脇淳志， 山田勇， 久保山一敏，

40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11 京都

小谷穣治. 当センターにおける自殺企図による墜落外傷と精

宮脇淳志， 久保山一敏， 山田勇， 上田敬博， 寺嶋真理
子， 橋本篤徳， 山田太平， 尾迫貴章， 小濱圭祐， 井

神疾患の関係についての検討. 第105回近畿救急医学研
究会（日本救急医学会近畿地方会）2012.3 神戸

上朋子， 小谷穣治. 当センターにおける輸血拒否症例に対

西山佳奈， 高橋正子， 上田敬博， 小濱圭祐， 小谷穣治，

する対 応. 第40回日本 救 急 医 学 会 総 会・学 術 集 会

正井潔. カンボジアにおける救急医療体制構築の問題点と

2012.11 京都

課題. 第105回近畿救急医学研究会（日本救急医学会近

山下典雄， 相川直樹， 丸藤哲， 山口芳裕， 齋藤大蔵， 荒
木恒敏， 池田弘人， 小倉裕司， 久志本成樹， 小谷穣

畿地方会）2012.3 神戸
三上浩司， 橋本篤徳， 平田淳一， 山田太平， 上田敬博，

治， 白石振一郎， 鈴木幸一郎， 鈴木泰， 田熊清継，

大家宗彦， 小谷穣治. 甲状腺クリーゼに併発した心室頻拍

武山直志， 樽井武彦， 鶴田良介， 藤島清太郎， 真弓俊

にアミオダロンが著効した１症例. 第54回日本集中治療医学

彦， 三木靖雄. 敗血症患者におけるBody Mass Index
（BMI）の影響． 第40回日本救急医学会総会・学術集会
2012.11 京都
井上朋子， 橋本篤徳， 満保直美， 寺嶋真理子， 山田勇，
小濱圭祐， 山田太平， 上田敬博， 宮脇淳志， 久保山一
敏， 小谷穣治. 当センターにおける急性薬物中毒患者の検
討. 第40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11 京都
白石振一郎， 丸藤哲， 田熊清継， 荒木恒敏， 池田弘人，
齋藤大蔵， 藤島清太郎， 小倉裕司， 久志本成樹， 小谷
穣治， 鈴木幸一郎， 鈴木泰， 武山直志， 鶴田良介，
真弓俊彦， 三木靖雄， 山下典雄， 山口芳裕， 相川直樹.
敗血症患者における血液・巣培養結果と重症度の関係につ
いての検 討. 第40回日本 救 急 医 学 会 総 会・学 術 集 会
2012.11 京都
尾迫貴章， 松田健一， 中島有香， 山田太平， 小谷穣治.
当施設における臓器移植法改正後の臓器提供の現状. （シ

会近畿地方会 2012.6 和歌山
小谷穣治.

Surviving Sepsis Campaign Guidelinesと抗凝

固療法. （ランチョンセミナー）第26回東北救急医学会総
会・学術集会第22回日本救急医学会東北地方会 2012.6
仙台
小谷穣治. 敗血症治療のトピックス. （ランチョンセミナー）第
57回日本集中治療医学会近畿地方会 2012.7 大津
小谷穣治， 織田成人， 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， 松田直之. 日本版敗血症診療ガイドライン
（案）作成の進捗状況報告. （パネルディスカッション）第57
回日本集中治療医学会近畿地方会 2012.7 大津
小谷穣治.

Surviving Sepsis Campaign Guidelinesと抗凝

固療法. （企業共催セミナー）第21回日本集中治療医学会
関東甲信越地方会 2012.8 前橋
楠山一樹， 宮脇淳志， 橘俊哉， 小谷穣治， 吉矢晋一.

ンポジウム）第40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11

当科における仙腸関節スクリューの治療経験. 第119回中部

京都

日本整形外科災害外科学会・学術集会 2012.10 福井

井上朋子， 満保直美， 上田敬博， 橋本篤徳， 小谷穣治，

［科学研究費等班会議］

山田素朋子， 井出文子， 山本賢司， 上條吉人. 北里大

小谷穣治. 阪神・淡路大震災とJR福知山線脱線事故と東日

学医学部 中毒・心身総合救急医学講座の研修報告. 第４

本大震災−被災者・医療者の立場で経験して思う事. 平

回日本こころとからだの救急学会総会・学術大会 2012.11

成23年度医・歯・薬学教育研究推進会議「災害時の危機

東京

管理と次世代育成」， 2011.12 東京（社団法人日本私立大

小谷穣治. 重症患者の栄養管理. 第60回日本職業・災害医
学会学術大会 2012.12 大阪
［地方会等］
井上朋子， 上田敬博， 満保直美， 岩野仁香， 山田太平，
橋本篤徳， 小濱圭祐， 中島有香， 尾迫貴章， 寺嶋真理
子， 井出雄久， 宮脇淳志， 山田勇， 久保山一敏， 小

学連名 医・歯･薬学教育推進会議幹事会）
小谷穣治. 兵庫医科大学救命救急センターの現況. 周産期
医療環境整備事業第１回報告会 2012.3 西宮
［研究会・講演会等］
小谷穣治.

Surviving sepsis campaign guidelinesと抗凝固

療法. （特別講演）山口県DICフォーラム 2012.1 山口

谷穣治. 当センターにおける急性薬物中毒患者の特徴. 第

宮脇淳志. 三次救命救急センターにおける整形救急の現状.

105回近畿救急医学研究会（日本救急医学会近畿地方

（特別講演）第19回兵庫医科大学整形外科開業医会学術
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藤原麻有， 酒井翔太， 三好真琴， 青山倫子， 前重伯壮，

講演会 2012.3 神戸
小谷穣治. 侵襲下の栄養管理．（特別講演）第20回徳島
NST（栄養サポートチーム）研究会 2012.5 徳島
小谷穣治， 尾迫貴章， 中島有香， 山田太平， 橋本篤徳，
藤原亮子， 山田勇. 法的脳死判定に至らなかった症例か
ら見えた課題. （シンポジウム）第30回日本肝移植研究会

宇佐美悠， 濱田康弘， 小谷穣治， 宇佐美眞. 高脂肪食
投与ラットにおけるエンドトキシン誘発性肺障害. 第19回外
科侵襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸
岡伸樹， 上田敬博， 青山倫子， 井上岳人， 山下勇人，
前重伯壮， 宇佐美眞， 小谷穣治.

Lipopolysaccharide

（LPS）刺激によるヒト好中球アポトーシス抑制に対するアン

2012.6 福岡
小谷穣治. 重症患者の栄養管理. 京都第一赤十字病院

チトロンビンⅢ（AT Ⅲ）の改善効果と性差. 第19回外科侵
襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸

NST講演会 2012.6 京都
小谷穣治. 救急医療の現状と最近の話題. （特別講演）第

田淵寛人， 前重伯壮， 鳥井一宏， 青山倫子， 今井緑，
三好真琴， 小谷穣治， 濱田康弘， 寺師浩人， 宇佐美

７回アジサイの会 2012.7 神戸
小谷穣治. 救急・災害医療における重症感染症の治療.

眞． 酪酸・DHA併用がケロイド由来繊維芽細胞における

（特別講演）第42回日本耳鼻咽喉科感染症学会 第36回日

α-SMA， collagenの発現に与える抑制効果. 第19回外科

本医用エアロゾル研究会 2012.9 下関
橋本篤徳. 救命救急センターにおける鍼灸治療の役割. 予

宮脇淳志, 小谷穣治. ソースコントロール−評価, 画像診断,

防医療臨床研究会 2012.9 東京
小谷穣治. 重症病態における栄養管理. （特別講演）2012
年度第6回メタボリッククラブ 2012.9 北九州
小谷穣治. ＳＳＣＧおよび日本版における敗血症診療ガイドライン
の動向. 第３回名古屋セプシスフォーラム 2012.10 名古屋
小谷穣治. 重症病態の栄養管理. 熊本赤十字病院 NST特

適応, タイミング. 救急・集中治療 2012;24:1513-7
久保山一敏． 兵庫医科大学DMATの広域医療搬送の経験.
兵庫県災害医療センター・兵庫県 編. 東日本大震災 兵庫
県のDMATと救護班等の活動報告 2012;58-61
中島有香. 小児救急. 阪神地区消防長会救急隊員研修会
2012.2 西宮

別講演会 2012.10 熊本
山田太平. 劇的救命～攻めの医療で命を救え～ . 大阪市城
東区医師会救急医療対策講演会 2012.11 大阪
小谷穣治. 阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故と東日本
大震災． 第5回救急医療研究会 2012.11 栗東
坂田寛之， 上田敬博， 松田健一， 吉江範親， 満保直美，
楠山一樹， 中島有香， 山田太平， 橋本篤徳， 小濱圭
祐， 尾迫貴章， 寺嶋真理子， 宮脇淳志， 中尾篤典，
山田勇， 久保山一敏， 小谷穣治.

ECMO導入により救命

しえた墜落外傷によるび慢性肺挫傷の１例. 第21回兵庫県
救急・集中治療研究会 2012.12 神戸
山下勇人， 青山倫子， 高原美樹， 山内千里， 岡伸樹， 田
淵寛人， 井上岳人， 前重伯壮， 三好真琴， 置村康彦，
宇佐美眞， 小谷穣治. 急性炎症下における血糖変動へ
のIL-18の関 与. 第19回 外 科 侵 襲とサイトカイン研 究 会

小谷穣治. 大災害医療の経験に基づく考察−皆さんに知って
もらいたい事−. 神戸東ロータリークラブ例会卓話 2012.2
神戸
中島有香. 小児救急. 阪神地区消防長会救急隊員研修会
2012.3 西宮
上田敬博. 放射線. 平成24年3月救急・災害医学講座指導
医研修会 2012.3 芦屋
中島有香. 熱性けいれん/小児症例4例提示， 検討. 阪神
地区消防長会救急隊員研修会 2012.3 西宮
小谷穣治. 重症患者の栄養管理−up to date. （特別講
演）札幌救急・集中治療栄養療法研究会 2012.3 札幌
小谷穣治.

Surviving sepsis campaign guidelinesと抗凝固

療法. （特別講演）ＳＡＣセミナー 2012.4 つくば
Kotani J.

Recent topics in nutritional management for

critical care patients．（Special Lecture）Lecture for

2012.12 神戸
川村知裕， 重村周文， 田中雄悟， 野田健太郎， 豊田吉
哉， 奥村明之進， 中尾篤典. 水素ガス吸入による高濃度
酸素肺傷害軽減効果の検討. 第19回外科侵襲とサイトカイ
杉本龍士郎， 中尾篤典， 岡本俊宏， 河本純一， Wang Y,
Z h a n J , 時田大輔,

the Surgeons and intesivists from Thailand 2012.5
Nishinomiya
橋本篤徳. リコモジュリンの臨床現場での有用性の検討.
（招聘講演）リコモジュリン研修会 2012.6 神戸

ン研究会 2012.12 神戸

Gladwin MT,

侵襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸
■その他■

Thomson AW, Biliar TR,

McCurry KR. ラット同種肺移植モデルに

おける移植後虚血再潅流障害に対する亜硝酸ナトリウムの効
果メカニズムの検討. 第19回外科侵襲とサイトカイン研究会
2012.12 神戸
田中雄悟， 野田健太郎， 中尾篤典， 重村周文. ラット肺移
植ドナーに対する水素ガス吸入による虚血/再潅流障害軽減
とGene array法を用いたメカニズムの検討. 第19回外科侵
襲とサイトカイン研究会 2012.12 神戸

小谷穣治. 重症感染症の代謝・栄養管理. （特別講演）
第9回近畿血液腫瘍医師輸液・栄養セミナー 2012.6 大阪
上田敬博. 心電図を読む. 阪神地区消防長会救急隊員研
修会 2012.6 西宮
小谷穣治.

Surviving Sepsis Campaign guidelinesと抗凝

固療法～リコモジュリンの有用性について～ . （特別講演）
消化器外科DIC講演会 2012.7 東京
小谷穣治. 阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故. （特別
講演）第21回山口県血液浄化研究会 2012.7 山口
小谷穣治. 重症患者の代謝・栄養管理−最新のエビデンスと
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実践のこつ−. 筑後救急集中治療フォーラム 2012.8 福岡
小谷穣治. 震災時の救急対策.

ABCラジオ 健やかライフ

2012.9 大阪
久保山一敏. 病院の災害訓練を考える兵庫医科大学の経験
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Nakarai C， Osawa K， Matsubara N， Ikeuchi H,
Yamano T， Okamura S， Kamoshida S， Tsutou A,
Takahashi J， Ejiri K， Hirota S， Tomita N， Kido Y.

と工夫. 兵庫県立加古川医療センター講演会 2012.9 加古

Significance of ELF3 mRNA Expression for Detection

川

of lymph node metastases of colorectal cancer.

小谷穣治.

Surviving sepsis campaign guidelinesと抗凝固

療法～本邦と海外の比較～ . （特別講演）山口東部地区
DIC講演会 2012.9 周南
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. （特別講演）淡路モニタリングセミナー 2012.9 洲本
小谷穣治. 生態侵襲時におけるボリューム評価と管理 敗血症.
（ＡＲＳディスカッション ミニレクチャー）第４回近畿救急モニタ
リング研究会 2012.9 大阪
中尾篤典， 小谷穣治. 水素水は魔法の水か？水素水の効果
とその検証. 第16回CCM輸液・栄養研究会 2012.10 東京

Anticancer Res 2012;32:3753-8
Yu M， Ishibashi-Ueda H， Ohta-Ogo K， Gabbiani G,
Yamagishi M， Hayashi K， Hirota S， BochatonPiallat ML， Hao H． Transient expression of cellular
retinol-binding protein-1 during cardiac repair after
myocardial infarction． Pathol Int 2012;62:246-53
Ohta-Ogo K， Hao H， Ishibashi-Ueda H， Hirota S,
Nakamura K， Ohe T， Itoh H． CD44 expression in
plexiform lesions of idiopathic pulmonary arterial
hypertension． Pathol Int 2012;62:219-25

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

Tazume H， Miyata K， Tian Z， Endo M， Horiguchi

性. （特別講演）山口救急・集中治療セミナー 2012.11 山

H， Takahashi O， Horio E， Tsukano H,

口

Kadomatsu T， Nakashima Y， Kunitomo R， Kaneko

小谷穣治. 重症患者の栄養管理−エビデンスに基づいた理論

Y， Moriyama S， Sakaguchi H， Okamoto K， Hara

と実践のための工夫−. 山梨県立中央病院第3回栄養療法

M， Yoshinaga T， Yoshimura K， Aoki H， Araki

研究会 2012.11 甲府

K， Hao H， Kawasuji M， Oike Y． Macrophage-

小谷穣治. 重症患者の栄養治療 エビデンスの整理と実践に

derived angiopoietin-like protein 2 accelerates

おける工夫．（特別講演）福岡救急集中治療栄養療法研究

development of abdominal aortic aneurysm.

会 2012.11 福岡

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012;32:1400-9

小谷穣治. 編集にあたって. 救急医学 2012;36:1481-2

Nakai M， Hashikura Y， Ohkouchi M， Yamamura M,
Akiyama T， Shiba K， Kajimoto N， Tsukamoto Y,

病院病理部門／病院病理部

Division of Surgical Pathology/
Surgical Pathology

Hao H，Isozaki K，Hirai T，Hirota S.
Characterization of novel germline c-kit gene
mutation， KIT-Tyr553Cys， observed in a family
with multiple gastrointestinal stromal tumors． Lab
Invest 2012;92:451-7

■著書■

Futani H， Fukunaga S， Tsukamoto Y， Terada N， Ono

神田達夫， 廣田誠一． 消化管間質腫瘍（GIST）
． 渡邉昌

J， Okamoto N， Otsuka Y， Tanizawa T， Tomatsuri M,

彦， 國土典宏， 土岐祐一郎 監． 消化器外科学レビュー

Yoshiya S． Small cell osteosarcoma successfully

2012． 東京：総合医学社 2012:180-6

treated by high-dose ifosfamide and methotrexate,

■学術論文■
［総説］
廣田誠一． 消化管間質腫瘍（GIST）
． 最新医学 2012;67:
428-36
廣田誠一． 病 理 GIMT（gastrointestinal mesenchymal
tumor）
． 胃と腸 2012;47:826
廣田誠一． 新たな標 的となる遺 伝 子とその変 異， 新 薬.
GISTとc-kit 遺伝子． 最新医学 2012;6:1475-85
［原著］

combined with carboplatin and pirarubicin.
Anticancer Res 2012;32:965-71
Tamaki H， Fujita S， Kato R， Tsukamoto Y， Hirota S,
Arita N， Ogawa H． Spontaneous regression of
pulmonary involvement after smoking reduction and
removal of and radiation therapy for Langerhans cell
histiocytosis of the sphenoid bone：which comes first,
the chicken or the egg ? ． Intern Med 2012;51:497-501
Yamagishi D， Matsubara N， Noda M， Yamano T,

Kanda T， Ishikawa T， Hirota S， Yajima K， Kosugi

Tsukamoto K， Kuno T， Hamanaka M， Kobayashi M,

S， Ohashi M， Suzuki S， Mashima Y， Ajioka Y,

Ikeuchi H， Matsuda I， Hirota S， Tomita N.

Hatakeyama K． Prospective observational study of

Clinicopathological characteristics of rectal carcinoid

imatinib therapy in Japanese patients with advanced

patients undergoing surgical resection． Oncol Lett

gastrointestinal stromal tumors：long-term follow-up
and second malignancy． Jpn J Clin Oncol 2012;42:578-

2012;4:910-4
Matsuda I， Matsubara N， Aoyama N， Hamanaka M,
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Yamagishi D， Kuno T， Tsukamoto K， Yamano T,

病理学会総会 2012.4 東京

Noda M， Ikeuchi H， Tomita N， Hirota S． Metastatic

羽尾裕之， 植田初江， 辻本正彦， 廣田誠一． 冠動脈にお

lobular carcinoma of the breast masquerading as a

ける薬剤溶出性ステント留置後の病理組織像の検討． 第

primary rectal cancer． World J Surg Oncol 2012;10:

101回日本病理学会総会 2012.4 東京

231

塚本吉胤， 廣田誠一． 著明な粘液腫様変化を伴った下腿脂

Zozumi M， Nakai M， Matsuda I， Hao H， Ueda Y,

肪系腫瘍の一例． 第101回日本病理学会総会 2012.4 東京

N o j i m a M， Y a m a m o t o S， H i r o t a S ． P r i m a r y

造住誠孝， 梶本仙子， 中井真由美， 伊藤敬， 松田育雄,

carcinoid tumor of the urinary bladder with

塚本吉胤， 羽尾裕之， 楊東益， 中西裕佳子， 白石裕

prominent subnuclear eosinophilic granules． Pathol

介， 東郷容和， 田岡利宜也， 鈴木透， 中尾篤， 樋口

Res Pract 2012;208:109-12

喜英， 兼松明弘， 野島道生， 山本新吾， 廣田誠一.

［症例報告］
Murayama Y， Yamamoto M， Iwasaki R， Miyazaki

陰嚢内 myxoid/round cell liposarcomaの１例． 第101回
日本病理学会総会 2012.4 東京

T， Saji Y， Doi Y， Fukuda H， Hirota S,

平野博嗣， 木崎智彦， 沖村明， 西上隆之， 中正恵二,

Hiratsuka M． Greater omentum gastrointestinal

寺田信行， 伊藤敬， 藤澤真義， 岩井泰博． 乳腺葉状腫

stromal tumor with PDGFRA -mutation and

瘍のp63の免疫組織化学的検討． 第101回日本病理学会総

hemoperitoneum． World J Gastroint Oncol 2012;4:
119-24
Hirano H， Yoshida T， Yoshimura H， Fukuoka M,

会 2012.4 東京
松田育雄， 廣田誠一.

GISTにおける転写因子ETV1の発現

について． 第101回日本病理学会総会 2012.4 東京

Ohmura N， Nishizawa Y， Tachibana S， Hirota S,

西野雅行， 張宇浩， 山崎純也， 安田潤， 児島正道， 飯

Zozumi M， Nishigami T． Extra-gastrointestinal

田健二郎， 大原重保， 土井玲子， 中込奈美， 廣田誠

stromal tumor of the pelvic cavity：case report． Med

一， 松田育雄． 同時性両側乳癌6症例の検討． 第20回日

Mol Morphol 2012;45:173-7

本乳癌学会学術総会 2012.6 熊本

田村邦宣， 大搗泰一郎， 柴田英輔， 金村晋吾， 安光亮

山野理子， 安藤久美子， 石藏礼一， 廣田省三， 宮川義

洋， 塚本吉胤， 小牟田清， 田端千春， 福岡和也， 中

仁， 今村美智子， 西藤勝， 三好康雄， 伊藤敬， 廣田

野孝司． ペメトレキセドを含まない化学療法のより完全奏功が

誠一． 浸潤性乳癌におけるKi-67発現率とMRI拡散強調画

得られた上皮型悪性胸膜中皮腫の1例． 気管支学 2012;34:

像ADC値との関連性の検討． 第20回日本乳癌学会学術総

228-33

会 2012.6 熊本

田村伸介， 明石章則， 竹中雅彦， 塚本吉胤， 廣田誠一.
同時多発早期肺癌（三重複癌）の一例． 宝塚市医師会
雑誌 2012;12:48-50
［研究報告］

中村純子， 鳥居良貴， 織田みほ， 糸山雅子， 榎本利香，
山本格士， 中井真由美， 松田育雄， 羽尾裕之， 廣田誠
一． 子宮体部に発生した悪性リンパ腫の1例． 第53回日本
臨床細胞学会総会春期大会 2012.6 千葉

中村純子， 上岡英樹， 川嶋雅也， 東誠二， 峯由美子，

石田誠実， 鳥居良貴， 岡村義弘， 佐藤元， 中西昂弘，

山下展弘， 川村道広， 長岡克也． 病理検査・細胞検査

山本格士， 造住誠孝， 伊藤敬， 塚本吉胤， 廣田誠一.

サーベイ報告．（社）兵庫県臨床検査技師会 平成23年度

肉腫様変化を伴った腎集合管癌の1例． 第53回日本臨床細

第31回兵臨技精度管理調査コントロールサーベイ解析資料
集 2012:207-37
■学会発表■
［国際学会］
Hirota S．Japanese Pathological Society

胞学会総会春期大会 2012.6 千葉
川嶋雅也， 東誠二， 山下展弘， 川村道広， 中村純子，
長岡克也， 北口由美子． 兵庫県臨床検査技師会・病理
細胞検査研究班が実施している特殊染色精度管理につい
て． 第61回日本医学検査学会 2012.6 三重

Lecture:pathology of gastrointestinal stromal tumours.

羽尾裕之， 飯原弘二， 植田初江． 頸動脈狭窄病変におけ

（Educational lecture）202th Scientific Meeting of the

る血栓の病理．（シンポジウム）第15回日本栓子検出と治療

Pathological Society of Great Britain & Ireland 2012.7
Sheffield
［国内学会］

学会 2012.10 大阪
鳥居良貴， 佐藤元， 岡村義弘， 廣田誠一， 山本格士,
鳥井郁子， 辻村亨， 長谷川誠紀， 中野孝司， 亀井敏

山ノ井一裕， 岸本浩史， 西田保則， 中村将人， 須藤素

昭． 胸水細胞診による早期中皮腫の細胞形態学的検討.

弘， 廣田誠一， 樋口佳代子． Germlineに新たなc-kit遺

（パネルディスカッション）第51回日本臨床細胞学会秋期大会

伝子変異が認められた多発GISTの1例． 第101回日本病理
学会総会 2012.4 東京
廣田誠一． 病理学とGIST研究． 第101回日本病理学会総会
2012.4 東京
廣田誠一． GISTの分子標的治療と病理診断． 第101回日本

2012.11 新潟
中西昂弘， 鳥居良貴， 糸山雅子， 石田誠実， 榎本利香,
中村純子， 廣田誠一， 鳥井郁子， 辻村亨， 村上一郎.
左上眼瞼部に発生したLangerhans cell histiocytosisの１
例． 第51回日本臨床細胞学会秋期大会 2012.11 新潟
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［研究会・講演会等］
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， 塚本吉胤， 廣田誠
一． 気管支鏡下肺生検にて診断された悪性胸膜中皮腫多
発微小肺転移の1例． 第2回JMIG研究会 2012.1 大阪
羽尾裕之． 小血管病変の病理学的検討 （A to Zセッション）
．
第2回豊橋ライブデモンストレーションコース 2012.5 豊橋
廣田誠一． GISTの診断と治療． 第6回診断病理サマーフェス
ト−病理と臨床の対話− 2012.8 東京

初級病理技術講習会テキスト． 東京：日本臨床検査同学院
2012.6 東京
中村純子． 細胞診 筆記試験対策． 平成24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 2012.8 大
阪
中村純子． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成24年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2012.8 神戸
中村純子． 筆記試験対策Ⅰ． 平成24年度細胞検査士養成課
程 2012.8 神戸
鳥居良貴， 石田誠実， 中西昂弘． 婦人科（子宮頚部・内
膜）
． 第1回細胞検査士養成ワークショップ 2012.9 大阪

羽尾裕之， 藤井健一， 上田恭敬， 志手淳也， 植田初江.

小松京子， 竹中明美， 岩井宗男， 鳥居良貴， 遠藤浩之，

第二世代DES留置後冠動脈の病理． 第59回六甲カルディア

中村厚志， 小林幸弘， 所嘉朗， 白波瀬浩幸， 山城篤，

ックセミナー 2012.8 神戸

藤山淳三， 関利美， 棚田諭， 井上玲郁， 川村道広.

羽尾裕之． 頸動脈狭窄病変の病理． 宮崎県血管病理懇話
会 2012.9 宮崎
塚本吉胤． 悪性胸膜中皮腫の病理診断について． 第146回
関西合同臨床病理検討会 2012.9 尼崎
■その他■
羽尾裕之． DESの病理．（特別講演）第10回冠動脈カタスト
ロフィー研究会 2012.3 大阪
中村純子． 細胞診講義・総論Ⅰ． 平成24年度細胞検査士養
成課程 2012.4 神戸
中村純子． 細胞診講義・総論Ⅱ． 平成24年度細胞検査士養
成課程 2012.4 神戸
岡村義弘． 婦人科細胞診 婦人科領域のクラス分類（炎症・
異形成）
． 平成24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 2012.5 大阪
鳥居良貴． 婦人科細胞診 婦人科領域のクラス分類（上皮内
癌・浸潤癌）
． 平成24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 2012.5 大阪
鳥居良貴． 婦人科細胞診講義および実習・頚部腺癌Ⅰ（スラ
イド・顕微鏡）
． 平成24年度細胞検査士養成課程 2012.5
神戸
鳥居良貴． 婦人科細胞診講義および実習・頚部腺癌Ⅱ（スラ
イド・顕微鏡）
． 平成24年度細胞検査士養成課程 2012.5

細胞検査士基礎コースハンドアウト． 細胞検査士会学術委
員会 2012.9 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）講演．（社）兵庫県臨床検査技師会 細胞検査定期講
習会 2012.9 神戸
石田誠実． 細胞診ジュニアコース 一次模擬試験（スライド模
試②）講演．（社）兵庫県臨床検査技師会 細胞検査定期
講習会 2012.9 神戸
中村純子． 筆記試験対策Ⅱ． 平成24年度細胞検査士養成
課程 2012.10 神戸
中村純子． 細胞診ジュニアコース 一次模擬試験（筆記模試
②）講演．（社）兵庫県臨床検査技師会 細胞検査定期講
習会 2012.10 神戸
岡村義弘． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成24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
2012.11 大阪
鳥居良貴． 細胞診実習Ⅰ（スライド・顕微鏡）
． 平成24年度
細胞検査士養成課程 2012.11 神戸
鳥居良貴． 細胞診実習（スライド・顕微鏡）
． 平成24年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2012.11 神戸
鳥居良貴． 細胞診実習Ⅱ（スライド・顕微鏡）
． 平成24年度
細胞検査士養成課程 2012.11 神戸

神戸
鳥居良貴． 婦人科細胞診講義および実習・内膜（スライド・
顕微鏡）
． 平成24年度細胞検査士養成課程 2012.5 神戸
鳥居良貴． 婦人科細胞診講義および実習・卵巣（スライド・

輸血学／輸血部

Blood Transfusion/Blood Transfusion

顕微鏡）
． 平成24年度細胞検査士養成課程 2012.6 神戸
鳥居良貴． 唾液腺細胞診講義および実習（スライド・顕微
鏡）
． 平成24年度細胞検査士養成課程 2012.6 神戸
鳥居良貴． 免疫染色講義および実習（スライド・顕微鏡）
.
平成24年度細胞検査士養成課程 2012.6 神戸
廣田誠一． GISTの病態解明から分子標的治療への展開.
（特別講演）京都大学医学研究科大学院教育コース［病理
形態・病態医学］コース 2012.6 京都

■学術論文■
［総説］
池本純子， 吉原哲， 甲斐俊朗． 顆粒球輸血療法−ドナーか
らの顆粒球採取を中心に−． 日本アフェレシス学会雑誌
2012;31:196-200
［原著］
Ikemoto J， Yoshihara S， Fujioka T， Ohtsuka Y， Fujita

内藤善哉， 青木裕志， 安部仁， 岩井宗男， 江口光徳，

N， Kokubunji A， Okamoto N， Ono J，Taniguchi K，

片山博徳， 川島徹， 小松京子， 末吉徳芳， 田口勝二，

Kaida K， Ikegame K， Okada M，Tanizawa T， Ogawa

戸田好信， 畠山重春， 林裕司， 廣井禎之， 鳥居良貴.

H， Kai S． Impact of the mobilization regimen and
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the harvesting technique on the granulocyte yield in

Fukuoka K， Fujimori Y， Yoshikawa Y， Yamada S,

healthy donors for granulocyte transfusion therapy．

Otsuki T， Okada A， Tamura K， Tabata C,

Transfusion 2012;52:2646-52

Hashimoto-Tamaoki , T， Nakano T． Association

Eguchi R， Kubo S， Takeda H， Ohta T， Tabata C,

between（GT）n repeats polymorphism in the heme

Ogawa H， Nakano T， Fujimori Y． Deficiency of Fyn

oxygenase-1 gene promotor and the susceptibility to

protein is prerequisite for apoptosis induced by Src

malignant mesothelioma in the Japanese population

family kinase inhibitors in human mesothelioma cells.

with asbestos-exposure． The 11th International

Carcinogenesis 2012;33:969-75

Conference of the International Mesothelioma Interest

Murakami A， Fujimori Y， Yoshikawa Y， Yamada S,

Group（IMIG2012）2012.9 Boston

Tamura K， Hirayama N， Terada T， Kuribayashi K,

O k a d a M， F u j i m o r i Y， O k u N， T a m e k a n e A ,

Tabata C， Fukuoka K， Tamaoki T， Nakano T． Heme

Takafuta T， Nakajima T， Tokugawa T， Sawada A,

oxygenase-1 promoter polymorphism is associated

Ishii S， Kaida K， Ikegame K， Soma T， Ogawa H.

w i t h r i s k o f m a l i g n a n t m e s o t h e l i o m a． L u n g

FDG-PET/CT early after 90y-ibritumomab tiuxetan

2012;190:333-7

therapy predicts outcome in relapsed or refractory

Matsumura T， Kami M， Yamaguchi T， Yuji K,

indolent B-Cell lymphoma． 54th American Society of

Kusumi E， Taniguchi S， Takahashi S， Okada M,

Hematology Annual Meeting and Exposition 2012.12

Sakamaki H， Azuma H， Takanashi M， Kodo H,

Atlanta

Kai S， Inoue-Nagamura T， Kato K， Kato S；Japan

［国内学会］

Cord Blood Bank Network． Allogeneic cord blood

池本純子， 藤盛好啓， 藤田典子， 入江玲子， 藤本珠何,

transplantation for adult acute lymphoblastic

村田理恵， 川岸万佑子， 谷原知香， 小林珠実， 前田和

leukemia：retrospective survey involving 256 patients

宏， 松 下 恵 子， 郡 谷 哲 男， 国 分 寺 晃， 甲 斐 俊 朗.

in Japan． Leukemia 2012;26:1482-6

Aldehyde Dehydrogenase活性による造血幹細胞の評価.

Kanda J， Hishizawa M， Utsunomiya A， Taniguchi S,
Eto T， Moriuchi Y， Tanosaki R， Kawano F，

第34回日本造血細胞移植学会総会 2012.2 守口
池本純子， 藤盛好啓， 藤田典子， 入江玲子， 前田和宏,

Miyazaki Y， Masuda M， Nagafuji K， Hara M,

松下恵子， 郡谷哲男， 金森洋子， 藤原宗典， 釜田生

T a k a n a s h i M， K a i S， A t s u t a Y， S u z u k i R ,

子， 国分寺晃， 木村恵子， 甲斐俊朗． 抗Kx抗体を保

Kawase T， Matsuo K， Nagamura-Inoue T， Kato S,

有するMcLoed症候群患者に対し， 赤血球輸血を実施した

Sakamaki H， Morishima Y， Okamura J， Ichinohe

一症例． 第60回日本輸血・細胞治療学会総会 2012.5 郡

T， Uchiyama T． Impact of graft-versus-host disease

山

on outcomes after allogeneic hematopoietic cell

池本純子， 藤盛好啓， 藤田典子， 入江玲子， 村田理恵,

t r a n s p l a n t a t i o n f o r a d u l t T - c e l l l e u k e m i a：a

川岸万佑子， 谷原知香， 小林珠実， 前田和宏， 松下恵

retrospective cohort study． Blood 2012;119:2141-8

子， 郡 谷 哲 男， 国 分 寺 晃， 甲 斐 俊 朗． Aldehyde

国分寺晃， 池本純子． 造血幹細胞移植支援での幹細胞評
価について． 検査と技術 2012;40:438
■学会発表■
［国際学会］
Ikemoto J， Yoshihara S， Fujioka T， Ohtsuka Y， Fujita

Dehydrogenase活性による臍帯血幹細胞の評価． 第60回
日本輸血・細胞治療学会総会 2012.5 郡山
藤田典子， 池本純子， 松下恵子， 郡谷哲男， 国分寺晃.
輸血管理料Ⅰの取得までの取り組みと今後の課題． 第61回日
本医学検査学会（JAMT）2012.6 津

N， Kokubunji A， Okamoto N， Ono J， Taniguchi K,

江 口 良 二， 藤 盛 好 啓， 小 川 啓 恭． Deficiency of Fyn

Kaida K， Ikegame K， Okada M， Tanizawa T， Ogawa

protein is prerequisite for apoptosis induced by Src

H， Kai S． Impact of the mobilization regimen and

family kinase inhibitors in human mesothelioma

the harvesting technique on the granulocyte yield in

cells． 第21回日本Cell Death学会 2012.7 名古屋

healthy donors for granulocyte transfusion therapy.

江口良二， 岡田昌也， 藤盛好啓， 相馬俊裕， 小川啓恭.

The 32nd International Congress of the International

組換え型トロンボモジュリンはFK506が誘導する血管内皮細

Society of Blood Transfusion（ISBT2012）2012.7

胞死を抑制する． 第74回日本血液学会学術集会 2012.10

Mexico

京都

Kokubunji A， Murata R， Fujita N， Irie R， Ikemoto J,

Eguchi R， Fujimori Y， Kubo S， Ogawa H． FK506

Maeda K， Matsushita K， Koritani T， Fujimori Y,

binding protein 12 is involved in FK506-induced

Kai S． Improved ABO/Rh（D）typing in Japanese

endothelial dysfunction．（オーラルセッション）第74回日本

population using Grifols DG Gel® system． The 32nd

血液学会学術集会 2012.10 京都

International Congress of the International Society of
Blood Transfusion（ISBT2012）2012.7 Mexico

江口良二， 藤盛好啓， 久保秀司， 小川啓恭． FK506と
FKBP12の複合体はカルシニューリンの阻害とは独立して血

兵庫医大業績録（2012）
管内皮細胞の毛細血管構造の崩壊に関与する． 第85回日
本生化学会大会 2012.12 福岡
［地方会等］
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normal pressure hydrocephalus：a voxel-based
fractional anisotropy study． Neurol Med Chir
（Tokyo）2012;52:68-74

小野本仁美， 池本純子， 入江玲子， 藤田典子， 村田理

Koyama T， Tsuji M， Miyake H， Ohmura T， Domen

恵， 前田和宏， 松下恵子， 郡谷哲男， 藤盛好啓， 甲

K． Motor outcome for patients with acute

斐俊朗． 当院における輸血副作用の発生状況（第2報）
．

intracerebral hemorrhage predicted using diffusion

第56回日本輸血・細胞治療学会近畿支部総会 2012.11 大

tensor imaging：an application of ordinal logistic
modeling． J Stroke Cerebrovas Dis 2012;21:704-11

阪
［研究会・講演会等］
藤盛好啓． 骨髄増殖性腫瘍の新しい診断と治療． 川西市医
師会特別学術講演会 2012.5 川西
岡田昌也， 徳川多津子， 澤田暁宏， 石井慎一， 井上貴
之， 加藤るり， 海田勝仁， 吉原哲， 池亀和博， 相馬

Hosomi M， Koyama T， Takebayashi T， Terayama S,
Kodama N， Matsumoto K， Domen K． A modified
method for constraint-induced movement therapy：
a supervised self-training protocol． J Stroke
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神戸

脳梗塞再発による下肢痙縮の憎悪に対し段階的にボツリヌス
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治療を行った1例． 第49回日本リハビリテーション医学会学術
集会 2012.6 福岡

Japan Society for Motor Control and NeuroRehabilittaiton 2012 2012.7 札幌

田﨑智子， 島田憲二， 相良亜木子， 細見雅史， 道免和

福岡達之， 小野高裕， 堀一浩， 田峰謙一， 荻野直子,

久． 入院から在宅までリハビリテーションを一貫して行った終

新宮正美， 川阪尚子， 島田憲二， 山本憲康， 福田能

末期がん患者の1例． 第49回日本リハビリテーション医学会

啓， 道免和久． Effortful swallowならびにMendelsohn

学術集会 2012.6 福岡
相良亜木子， 新井秀宜， 田﨑智子， 島田憲二， 道免和

maneuverにおける舌口蓋接触の特徴． 第17回-18回共催
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2012.8 札幌

久． 当院の心臓リハビリテーションの現状と課題−開始2.5年

山内真哉， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.

の報告より−． 第49回日本リハビリテーション医学会学術集

膠原病患者の身体機能特性についての検討． 第30回日本

会 2012.6 福岡

私立医科大学理学療法学会 2012.10 神戸

田中奈央子， 竹林崇， 斉藤淳， 松本憲二， 道免和久.

野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 髙山雄介,

脳 卒 中 片 麻 痺 患 者 の 上 肢 機 能 評 価 におけるMotor

橋詰裕美， 川崎友里菜， 和田智弘， 眞渕敏， 島田憲

Activity Log（MAL）と他の評価法の関係についての検

二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久． 脊柱後彎姿勢に

討． 第49回日本リハビリテーション医学会学術集会 2012.6

おけるchest wall形状･運動の特徴． 第30回日本私立医科

福岡

大学理学療法学会 2012.10 神戸

池田紗綾香， 細見雅史， 竹林崇， 花田恵介， 丸本浩平,

瀬戸川啓， 上谷清隆， 水野貴文， 梶原和久， 太田徹，

古河慶子， 児玉典彦， 道免和久． CI療法が健康関連

眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久． 動作速度の異なる階段

QOLに与える影響． 第49回日本リハビリテーション医学会学

降段動作における膝関節周囲筋活動の特徴． 第30回日本

術集会 2012.6 福岡

私立医科大学理学療法学会 2012.10 神戸

竹林崇， 花田恵介， 髻谷満， 西川隆， 道免和久． 治療

古川徹， 若杉樹史， 梅田幸嗣， 笹沼直樹， 眞渕敏， 児

環境はConstraint-induced movement therapyの効果に

玉典彦， 道免和久． 肺出血後の無気肺に対して積極的な

影響を与えるか？． 第46回日本作業療法学会 2012.6 宮崎
花田恵介， 竹林崇， 丸本浩平， 道免和久． 頭頂葉損傷に
おける行為選択の障害に関する検討−Grip preference
testからの考察. 第46回日本作業療法学会 2012.6 宮崎
梅地篤史， 竹林崇， 花田恵介， 丸本浩平， 道免和久.

呼吸理学療法が有用であったNICU入院児の1例． 第30回
日本私立医科大学理学療法学会 2012.10 神戸
道免和久. ニューロリハビリテーション−過去・現在・未来−.
（ 特 別 講 演 ） 第30回日本 私 立 医 科 大 学 理 学 療 法 学 会
2012.10 神戸

動作時の上肢に対する工夫が酸素飽和度の改善に影響した

田中隆史， 笹沼直樹， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.

慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患の1例． 第46回日本 作 業 療 法 学 会

特質性間質性肺炎症例の理学療法経験． 第22回日本呼吸

2012.6 宮崎

ケア・リハビリテーション学会学術集会 2012.11 福井

藤本宗寛， 三刀屋由華， 細見雅史， 児玉典彦， 道免和

荻 野 智 之, 玉 木 彰, 解 良 武 士, 金 子 教 宏, 和 田 智 弘,

久． 降下性壊死性縦隔炎術後に嚥下障害がみられた1症

島田憲二, 山本憲康， 福田能啓, 道免和久． 上肢支持

例． 第13回日本言語聴覚学会 2012.6 福岡
笹沼直樹， 高橋敬子， 田中隆史， 柳田亜維， 大柳光正,

が呼吸運動に及ぼす影響． 第22回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会 2012.11 福井

眞渕敏， 児玉典彦， 宮本裕治， 道免和久． 開心術施行

髙山雄介, 野添匡史, 間瀬教史, 高嶋幸恵, 和田智弘,

患者における人工呼吸管理期間と術後入院期間に影響を及

眞渕敏, 島田憲二, 山本憲康， 福田能啓, 道免和久.

ぼす因子についての検討． 第18回日本心臓リハビリテーショ

背臥位および側臥位における呼気中のchest wall運動につ

ン学会学術集会 2012.7 さいたま

いて． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集

福島飛鳥， 荻野智之， 加治佐望， 森沢知之， 和田智弘,
相良亜希子， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和

会 2012.11 福井
野添匡史, 間瀬教史, 高嶋幸恵, 松下和弘, 和田智弘,

久． 慢性心不全患者の日常生活活動における生活指導の

眞渕敏, 島田憲二, 山本憲康， 福田能啓, 道免和久.

再考−3軸加速度計を用いた評価より−． 第18回日本心臓

健常男性における各種ADL動作中の呼吸パターンの特徴に

リハビリテーション学会学術集会 2012.7 さいたま

ついて． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術

加治佐望， 荻野智之， 福島飛鳥， 森沢知之， 相良亜希
子， 新井秀宜， 和田智弘， 島田憲二， 福田能啓， 道

集会 2012.11 福井
松本匠平， 玉木彰， 解良武士， 金子教宏， 本間生夫，

免和久． 当院における維持期心臓リハビリテーションの現状

和田智弘， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和

と効果． 第18回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

久． 呼吸筋シクソトロピー理論に基づくマシンエクササイズ

2012.7 さいたま

が胸郭運動に及ぼす即時的効果． 第22回日本呼吸ケア・

道免和久． 脳卒中片麻痺症例における運動学習の実際.
Japan Society for Motor Control and NeuroRehabilittaiton 2012 2012.7 札幌
竹林崇． 脳 卒 中 片 麻 痺 症 例における運 動 学 習の 実 際.

リハビリテーション学会学術集会 2012.11 福井
松下和弘， 野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 和田智弘，
眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.
CPAP併用運動中のchest wall 体積変化について． 第22
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回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2012.11

豊脳血管障害研究会 2012.11 飯塚

福井
道免和久. CI療法：最近の知見. （シンポジウム）第7回日本
リハビリテーション医学会専門医会学術集会 2012.11 名古屋
小山哲男, 道免和久.

道免和久． 脳卒中後のニューロリハビリテーション． 第42回筑

MRI拡散テンソル法による脳出血片麻

痺患者の予後予測. （シンポジウム）第42回日本臨床神経
生理学会 2012.11 東京
笹沼直樹， 田中隆史， 岡村正嗣， 山崎允， 眞渕敏， 森
澤大祐， 土居隆， 廣谷信一， 児玉典彦， 高橋敬子,

■その他■
阿部裕子， 山内真哉， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.
小脳性運動失調の姿勢調節障害に着目してアプローチした
1症例． 阪神南ブロック新人発表会 2012.1 西宮
道免和久． CI療法−脳卒中リハビリテーションの新たなアプ
ローチ． 秋田県立脳血管研究センター 神経内科勉強会
2012.2 秋田

増山理， 道免和久． 高齢重症心不全症例に対しレジスタン

道免和久． 脳卒中リハビリ医療を変革するCI療法～その理論

ストレーニングを実施し筋力改善が得られた1症例． 第30回

と具体的訓練方法～． 脳卒中リハビリテーション講演会

日本私立医科大学理学療法学会 2012.11 神戸

2012.6 大分

若杉樹史， 森下慎一郎， 眞渕敏， 児玉典彦， 道免和久.
造血幹細胞移植前患者における足関節背屈運動による下
肢疲労の特徴． 第30回日本私立医科大学理学療法学会
2012.10 西宮
［地方会等］
道免和久． 脳卒中のニューロリハビリテーション． 第30回日本リ
ハビリテーション医学会中部・東海地方会 2012.2 名古屋
天野暁， 竹林崇， 花田恵介， 梅地篤史， 丸本浩平， 道

竹林崇． CI療法 症例提示． 脳卒中リハビリテーション講演会
2012.6 大分
道免和久． ニューロリハビリテーション～甦る脳～． からだとこ
ころの健康講座第61回 2012.5 大阪
道免和久． 運動学習とニューロリハビリテーション． 合同会社
gene設立5周年記念特別セミナー 2012.8 東京
道免和久． 脳卒中のニューロリハビリテーション． 第7回西神
戸脳循環・脈管Network 2012.8 神戸

免和久． CI療法の適応基準を満たさなかった症例に対する

道免和久． 概要と理論． CI療法講習会 2012.9 西宮

手指装具を用いたmodified CI療法の試み． 第32回近畿作

道免和久． 運動理論． CI療法講習会 2012.9 西宮

業療法学会 2012.10 大阪

花田恵介． 文献レビューと最新研究． CI療法講習会 2012.9

梅地篤史， 竹林崇， 花田恵介， 天野暁， 丸本浩平， 道
免和久．トランスファーパッケージが上肢機能の改善を促進し
た一例． 第32回近畿作業療法学会 2012.10 大阪
藤沢千春, 藤川憲太郎. 腹臥位呼吸療法の生理学的作用と
胸郭移動距離の関連. 第52回近畿理学療法学術大会
2012.11 奈良
［研究会・講演会等］
道免和久. 上肢麻痺のニューロリハビリテーション. 第10回城
南脳卒中学術講演会 2012.2 名古屋
天野暁， 竹林崇， 花田恵介， 道免和久． 高次脳機能障害
を合併した全身性強皮症症例に対する作業療法の経験.
兵庫県作業療法士会阪神ブロック事例検討会 2012.2 西宮
梅地篤史， 竹林崇， 花田恵介， 道免和久．日常生活動作
時に経皮的動脈血酸素飽和度の低下を認めた症例に対する
作業療法の経験． 兵庫県作業療法士会阪神ブロック事例
検討会 2012.2 西宮
道免和久． ニューロリハビリテーションの最前線． 第2回南那珂
リハビリテーション懇話会 2012.5 日南
道免和久． 脳卒中のニューロリハビリテーション． 第11回岡山
脳卒中研究会 2012.6 岡山

西宮
竹林崇， 花田恵介． 症例と実技． CI療法講習会 2012.9 西
宮
竹林崇． 考察． CI療法講習会 2012.9 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 2012.9 西宮
道免和久． 脳卒中機能評価のまとめ． 脳卒中機能評価セミ
ナー 2012.9 西宮
梅田幸嗣， 竹林崇． 症例検討． 脳卒中機能評価・予後予
測セミナー 2012.9 西宮
梅田幸嗣． 症例検討．リハビリリスク管理セミナー 基礎から訪
問まで 2012.9 西宮
笹沼直樹．カルテからの情報収集．リハビリリスク管理セミナー
基礎から訪問まで 2012.9 西宮
道免和久．運動制御理論の論争， 運動学習． ニューロサイ
エンスセミナー 2012.9 西宮
道免和久．ニューロサイエンスを臨床に役立てるために．ニュー
ロサイエンスセミナー 2012.9 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 2012.9 西宮

道免和久． 脳卒中後の上肢機能回復～ CI療法とニューロリハ
ビリテーション～． 第24回機能回復神経学研究会 2012.8 東

医療情報学

京

Medical Informatics

打田明， 竹林崇， 牧口浩司， 道免和久． 亜急性期皮膚筋
炎患者の作業療法経験． 兵庫県作業療法士会阪神ブロッ
ク事例検討会 2012.8 西宮
道免和久． 運動制御， 運動学習理論について． 第35回JR
リハビリテーション医療学会 2012.10 大阪

■著書■
宮本正喜， 平松治彦． 記録情報の管理． 黒田知宏 監.
電子情報通信学会 編． 医療情報システム． 東京：オーム
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社 2012:45-60
■学術論文■
［症例報告］

宮本正喜． 中小病院における電子カルテ導入～電子カルテシ
ステム導入の注意点～． 2012愛知医療情報システムフェア
in 三重 2012.12 津

下村欣也， 宮本正喜， 平松治彦． 病院機能評価を活用し
た病院運営の数量的分析． 日本医療マネジメント学会雑誌
2012;13:134-8
■学会発表■

疼痛制御科学／ペインクリニック部
Pain Medicine/Pain Clinic

［国内学会］
宮本正喜， 平松治彦． 医療分野におけるスマートデバイスの
活用−事例を中心に−． 第16回日本医療情報学会春季学
術大会 2012.6 函館
中島直樹， 田嶼尚子， 木村通男， 野田光彦， 有倉陽司,
鍵本伸二， 古賀龍彦， 林道夫， 山崎勝也， 大江和彦,

■学術論文■
［総説］
村川和重， 森山萬秀， 中野範， 福永智栄， 池田和世,
神原政仁， 恒遠剛示， 棚田大輔． 鎮痛薬による副作用に
ついて．レジデントノート 2012;13:2849-52

藤田伸輔， 宮本正喜， 若宮俊司． 糖尿病医療の情報化

渡辺大輔， 浅野喜造， 伊東秀記， 川井康嗣， 下村嘉一,

に関する合同委員会の活動報告「糖尿病ミニマム項目セッ

比嘉和夫， 本田まり子, 松尾光馬， 村上信五， 村川和

ト」の策定とその展開． 第32回医療情報学連合大会（第

重， 安元慎一郎． 帯状疱疹の診断・治療・予防のコンセ

13回日本医療情報学会学術大会）2012.11 新潟

ンサス． 臨床医薬 2012;28:161-73

黒田知宏， 木村映善， 松村泰志， 山下芳範， 平松治彦,

村川和重， 森山萬秀， 柳本富士雄， 中野範， 福永智栄,

粂直人． 秘密分散技術を用いたHISバックアップクラウド環

池田和世， 神原政仁， 恒遠剛示， 棚田大輔． ニューロ

境の検討． 第32回医療情報学連合大会（第13回日本医療

モデュレーションに使用する機器 最新の脊髄刺激装置と刺激

情報学会学術大会）2012.11 新潟

電極 Medtronic社製Prime Advanced systemと刺激電

笹井浩介， 三原直樹， 藤原理恵， 網屋充世， 宮本正喜,
松村泰志． 胸部単純撮影における画像診断学習システムの
開発．（HyperDemo）第32回医療情報学連合大会（第
13回日本医療情報学会学術大会）2012.11 新潟
平松治彦， 宮本正喜． 大学病院における利用者情報統合管
理システムの構築． 第32回医療情報学連合大会（第13回
日本医療情報学会学術大会）2012.11 新潟
瀬戸遼馬， 武藤正樹， 成田徹郎， 宮本正喜， 田中博． 大

極． ペインクリニック 2012;33（別冊）:S13-6
村川和重， 中野範， 神原政仁， 福永智栄， 恒遠剛示． ペ
インクリニック領域の難治性顔面痛． 神経内科 2012;7:474-8
［原著］
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． 漢方と最新治療 2012;21:173-7
［症例報告］
團野大介， 立花久大， 奥智子， 小畔美弥子， 川端啓太,

都市圏における地域医療連携クリティカルパスの電子化． 第

柳本富士雄， 村川和重， 西村裕之， 横田正幸， 岡本昌

32回医療情報学連合大会（第13回日本医療情報学会学術

也． 星状神経節ブロックが有用であった慢性連日性頭痛の3

大会）2012.11 新潟
［地方会等］
宮本正喜， 平松治彦． 地域医療情報ネットワーク構築による
地域医療連携．（特別講演）日本医療マネジメント学会第6
回兵庫支部学術集会 2012.4 小野
［研究会・講演会等］
宮本正喜， 平松治彦， 清水幸夫． 学校法人医科大学・情
報部門における医療情報技師像． 平成23年度大学病院情
報マネジメント部門連絡会議 2012.1 松山
宮本正喜． 医療情報標準化と共有の方法と関連するガイドライ

例．日本頭痛学会誌 2012;38:311-5
■学会発表■
［国際学会］
Tsunetoh T， Moriyama K， Murakawa K， Nakano S,
Kamihara M， Ikeda K， Fukunaga T， Tanada D.
Spinal cord stimulation in treatment of chronic benign
pain:217 cases． 14th World Congress on Pain
（Milan2012）2012.8 Milan
［国内学会］
恒遠剛示， 森山萬秀． 脊髄電気刺激療法を行った腰部脊柱

ンや留意事項． 地域医療福祉情報連携に関する教育講座

管狭窄症5症例の検討． 第26回日本ニューロモデュレーショ

2012.11 郡山

ン学会 2012.5 東京

■その他■
平松治彦， 宮本正喜． HIS更新時に病院として考えること.
月刊新医療 2012;39:32-4
宮本正喜， 平松治彦． 中小規模病院がHIS導入を決意する
ための条件． 月刊新医療 2012;39:124-6
平松治彦． 一般社団法人日本医療情報学会 医療情報技師

棚田大輔， 村川和重， 中野範， 福永智栄， 神原政仁,
恒遠剛示． 麻酔科医に対するペインコントロール需要の高まり
とペインマネージメント研修の重要性． 日本麻酔科学会第59
回学術集会 2012.6 神戸
福永智栄， 神原政仁， 池田和世， 恒遠剛示， 棚田大輔,
中野範， 村川和重． 難治性胸部がん性疼痛に対するくも

育成部会 編． 医療情報技師能力検定試験 過去問題・解

膜下フェノールブロックの鎮痛効果の検討． 第17回日本緩和

答集． 東京：南江堂 2012

医療学会学術大会 2012.6 神戸
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感染制御学／感染制御部

佐藤和美， 棚田大輔， 恒遠剛示， 池田和世， 福永智栄,
神原政仁， 中野範， 村川和重． 心理テストによってイラ

Infection Control and Prevention/
Infection Control and Prevention

イラ感が表出さ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46回大会 2012.7 松江
棚田大輔， 村川和重， 中野範， 神原政仁， 福永智栄,

■著書■

池田和世， 恒遠剛示． ブロック療法抵抗性の帯状疱疹

中嶋一彦， 竹末芳生． 化膿性脊椎炎を見逃さない， 化膿性

後神経痛に対しトラマドール・アセトアミノフェン配合錠が有

脊椎炎にまつわるこんな質問． 臨床感染症ブックレット6巻.

効であった3症例． 日本ペインクリニック学会第46回大会
2012.7 松江
神原政仁， 森山萬秀， 中野範， 福永智栄， 池田和世,
恒遠剛示， 棚田大輔， 村川和重． 腰部脊柱管狭窄症の
下肢痛に対する脊髄刺激療法．日本ペインクリニック学会第
46回大会 2012.7 松江
池田和世， 棚田大輔， 恒遠剛示， 福永智栄， 神原政仁,
中野範， 村川和重． ファブリー病による難治性四肢末端
痛に対し脊髄刺激療法が著効した1症例．日本ペインクリニッ
ク学会第46回大会 2012.7 松江

東京：文光堂 2012:88-92,134-6
高橋佳子， 竹末芳生． 63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2012． 東京：じほう 2012:1246-51
高橋佳子， 竹末芳生． 第2章手術部位感染（SSI）C各種
予防策 2保菌者対策．日本外科感染症学会 編． 周術期
感染管理テキスト． 東京：診断と治療社 2012:90-4
■学術論文■
［総説］
Takesue Y， Watanabe A， Hanaki H， Kusachi S,

恒遠剛示， 森山萬秀， 中野範， 神原政仁， 福永智栄,

Matsumoto T， Iwamoto A， Totsuka K， Sunakawa

池田和世， 棚田大輔， 村川和重． 末梢血管障害に対す

K， Yagisawa M， Sato J， Oguri T， Nakanishi K,

る脊髄刺激療法の治療経験． 日本ペインクリニック学会第

S u m i y a m a Y， K i t a g a w a Y， W a k a b a y a s h i G ,

46回大会 2012.7 松江

Koyama I， Yanaga K， Konishi T， Fukushima R,

西井理恵， 福永智栄， 乾貴絵， 村川和重， 松永寿人.

Seki S， Imai S， Shintani T， Tsukada H， Tsukada

当院緩和ケアチームが抱える患者の精神症状とその治療

K， Omura K， Mikamo H， Takeyama H,

法． 第25回日本サイコオンコロジー学会総会 2012.9 福岡

Kusunoki M， Kubo S， Shimizu J， Hirai T， Ohge

［研究会・講演会等］
村川和重． 病態からみた慢性痛の治療． 第3回かがわ痛みと
運動障害研究会 2012.1 高松
村川和重． 慢性疼痛の診断と治療． 第13回「大阪神経治
療研究会」 2012.4 大阪
神原政仁． 慢性疼痛の診断と治療． 西宮市薬剤師会学術
講演会 2012.4 西宮
村川和重． 脊髄電気刺激療法． 第20回九州・山口機能神
経外科セミナー 2012.8 福岡

H， Kadowaki A， Okamoto K， Yanagihara K.
Nationwide surveillance of antimicrobial susceptibility
patterns of pathogens isolated from surgical site
infections（SSI）in Japan． J Infect Chemother
2012;18:816-26
Takesue Y． Current candidiasis topics：monitoring
Liposomal amphotericin B using candidiasis flow charts
（discussion）． The Japanese Journal of Antibioics
2012;65:111-9

棚田大輔， 村川和重， 中野範， 神原政仁， 福永智栄,

Watanabe A， Yanagihara K， Matsumoto T， Kohno

池田和世， 恒遠剛示． 血管ベーチェット病に合併した下

S， A o k i N， O g u r i T， S a t o J， M u r a t a n i T ,

腿潰瘍の難治性疼痛に対し，トラマドール・アセトアミノ

Yagisawa M， Ogasawara K， Koashi N， Kozuki T,

フェン配合錠， 芍薬甘草湯の併用により良好な疼痛コントロ

Komoto A， Takahashi Y， Tsuji T， Terada M,

ールが得られた一例． 第25回日本疼痛漢方研究会学術集

Nakanishi K， Hattori R， Hirako Y， Maruo A,

会 2012.8 東京

Minamitani S， Morita K， Wakamura T， Sunakawa

福永智栄． 慢性難治性胸部痛に対し苓桂朮甘湯を併用し良

K， Hanaki H， Ohsaki Y， Honda Y， Sasaoka S,

好な疼痛コントロールが得られた1症例． 第25回日本疼痛漢

Takeda H， Ikeda H， Sugai A， Miki M,

方研究会学術集会 2012.8 東京

Nakanowatari S， Takahashi H， Utagawa M,

トラバリー・ファラ， 恒遠剛示， 村川和重， 中野範， 神

Kobayashi N， Takasaki J， Konosaki H， Aoki Y,

原政仁， 福永智栄， 池田和世， 棚田大輔． SUNCTと

Shoji M， Goto H， Saraya T， Kurai D， Okazaki M,

考えられる1症例． 第11回難治性疼痛研究会 2012.9 大阪

Kobayashi Y， Katono Y， Kawana A， Saionji K,
Miyazawa N， Sato Y， Watanuki Y， Kudo M,
Ehara S， Tsukada H， Imai Y， Watabe N， Aso S,
Honma Y， Mikamo H， Yamagishi Y， Takesue Y,
Wada Y， Nakamura T， Mitsuno N， Mikasa K,
K a s a h a r a K， U n o K， S a n o R， M i y a s h i t a N ,
Kurokawa Y， Takaya M， Kuwabara M， Watanabe
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Y， Doi M， Shimizu S， Negayama K， Kadota J,
Hiramatsu K， Morinaga Y， Honda J， Fujita M,
I w a t a S， I w a m o t o A， E z a k i T， O n o d e r a S ,

化器外科 2012;35:553-6
高橋佳子， 竹末芳生． 抗 M R S A 薬 の 特 徴とT D M 抗
MRSA薬の使い分け． 化学療法の領域 2012;28:1695-701

Kusachi S， Tateda K， Tanaka M， Totsuka K,

高橋佳子， 竹末芳生． 外科感染症からみたMRSA保菌者

Niki Y， Matsumoto T． Nationwide surveillance of

対策 PCR迅速検査を用いた対策の有用性．日本外科感染

bacterial respiratory pathogens conducted by the

症学会雑誌 2012;9:137-41

surveillance committee of Japanese society of

高橋佳子， 竹末芳生． 薬剤耐性菌対策 早期発見と耐性菌

chemotherapy， Japanese association for infectious

の発生伝播抑制について． 化学療法の領域 2012;28:634-

d i s e a s e s， a n d J a p a n e s e s o c i e t y f o r c l i n i c a l

44

microbiology in 2009：general view of the pathogens'

高橋佳子， 竹末芳生． 耐性菌に対する薬剤師目線のマネジ

antibacterial susceptibility． J Infect Chemother

メント 系統別にみた抗菌薬使用量の理想的なバランスを整え

2012;18:609-20

る． 薬局 2012;63:2494-500

Ikeda-Dantsuji Y， Nakae T， Ariyoshi K， Mizuno H,

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生，

Moriyama H， Nagura O， Suwabe A， Fukuchi K,

冨田尚裕． 炎症性腸疾患． 救急医学 2012;36:1546-51

Honda J， Kaku M， Kohno S， Mikamo H， Niki Y,

内野基， 池内浩基， 竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎

Takesue Y， Tomono K， Yanagihara K， Hanaki H.

におけるSSIの検討． 日本腹部救急医学会雑誌 2012;32:

Limited detectability of linezolid-resistant

1033-9

Staphylococcus aureus by the Etest method and its

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生，

improvement using enriched media． J Med Microbiol

冨田尚裕． 炎症性腸疾患におけるストーマ造設に関する諸

2012;61:998-1002

問題． 外科 2012;74:1468-73

T a k e s u e Y， N a k a j i m a K， I k e u c h i H． S t a n d a r d

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 竹末芳生,

perioperative management to prevent postoperative

冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎の外科治療 開腹手術． 臨床外

infections． Nihon Geka Gakkai Zasshi 2012;113:33-8

科 2012;67:1231-4

Ueda T， Takesue Y， Nakajima K， Ichki K， Wada Y,

内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 竹末芳生,

Tsuchida T， Takahashi Y， Ishihara M， Tatsumi S,

冨田尚裕． 炎症性腸疾患． 救急医学 2012;36:1546-51

Kimura T， Ikeuchi H， Uchino M． Evaluation of

竹末芳生． 感染症の基礎知識 セプシス（肺血症）
． 感染症

teicoplanin dosing designs to achieve a new target
trough concentration． J Infect Chemother 2012;18:
296-302

道場 2012;1:4-6
竹末芳生， 大曲貴夫， 笠原敬， 関雅文， 高倉俊二， 高
橋佳子， 時松一成， 松元一明， 三鴨廣繁， 木村利美,

Takesue Y， Oda S， Fujisima S， Mikamo H， Aikawa

谷川原祐介， 五十嵐正博， 岡田賢二， 木村匡男， 小林

N． Clinical efficacy and safety of intravenous

昌宏， 西圭史， 浜田幸宏， 望月敬浩， 日本化学療法学

itraconazole in the management of invasive

会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会． 抗菌薬TDMガイド

candidiasis in patients of surgery and critical care.

ライン．日本化学療法学会雑誌 2012;60:393-445

J Infect Chemother 2012;18:515-21
Yanagihara K， Araki N， Watanabe S， Kinebuchi T,
Kaku M， Maesaki S， Yamaguchi K， Matsumoto T,

竹末芳生． 深在性真菌症の新規治療薬−カスポファンギン−
カスポファンギンの海外臨床成績について カンジダ症． 化学
療法の領域 2012;28:1357-64

M i k a m o H， T a k e s u e Y， K a d o t a J， F u j i t a J ,

中嶋一彦， 竹末芳生． MRSA感染症に対する新たな治療戦

Iwatsuki K， Hino H， Kaneko T， Asag o e K .

略−DaptomycinをめぐってDaptomycinの骨・関節感染症

Antimicrobial susceptibility and molecular

への有用性． 臨床と微生物 2012;39:255-60

characteristics of 857 methicillin-resistant

河野茂， 網谷良一， 亀井克彦， 二木芳人， 宮崎義継,

Staphylococcus aureus isolates from 16 medical

掛屋弘， 吉田稔， 岡慎一， 木内哲也， 竹末芳生， 三

centers in Japan（2008-2009）
：nationwide survey or

鴨廣繁， 村瀬年宣， 下河恵子， 白沢博満， 中條英司,

community-acquired and nosocomial MRSA． Diagn

山口英世， 正岡徹， 日本化学療法学会抗真菌薬臨床評

Microbiol Infect Dis 2012;72:253-7

価委員会． 日本化学療法学会抗真菌薬臨床評価委員会

竹 末 芳 生． 抗 菌 薬TDMガイドライン． Infection Control
2012;21:1269-72
竹末芳生． 池内浩基． 感染症に対する周術期管理． 外科
2012;74:1051-6
竹末芳生， 池内浩基， 内野基．ドレーンの必要性について
のエビデンス． 臨床外科 2012;67:306-10
竹末芳生， 池内浩基． 周術期感染対策と抗菌薬投与． 消

指針．日本化学療法学会雑誌 2012;60:348-53
高橋佳子， 竹末芳生． 病院感染対策の実際 薬剤耐性菌対
策 早期発見と耐性菌の発生伝播抑制について． 化学療法
の領域 2012;28:634-44
草地信也， 竹末芳生． 診療ガイドラインに基づく抗菌化学療
法． Progress in Medicine 2012;32:648-51
竹末芳生， 中嶋一彦， 池内浩基． 外科周術期感染制
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御 標準的な外科周術期感染対策． 日本外科学会雑誌
2012;113:33-8
一 木 薫． 現 場 での 対 応ポイントがよくわかる ! Infection
Controlコンサル劇場 結核． Infection Contorol 2012;21:
401-8
一木薫． 多剤耐性菌感染症の施設内感染対策． 臨床検査
2012;56:837-43
［原著］
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学会未承認薬検討委員会高用量シプロフロキサシン検討部
会． 注射用シプロフロキサシンの高用量投与の必要性に関
するアンケート調査結果報告． 日本化学療法学会雑誌
2012;60:210-22
■学会発表■
［国際学会］
Ichiki K， Tsuchida T， Takesue Y， Nakajima K， Ueda
T， Komatsu M， Wada Y， Vascular access associated

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T,

blood stream infections in patients undergoing

Takahashi Y， Takesue Y， Matsumoto T， Tomita N.

plasmapheresis compared with those in patients with

Clinical features and management of parastomal

h e m o d i a l y s i s． T h e 3 9 t h A n n u a l E d u c a t i o n a l

pyoderma gangrenosum in inflammatory bowel

Conference and International Meeting（APIC2012）

disease． Digestion 2012;85:295-301

2012.6 Sanantonio

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Matsumoto T,

T a k e s u e Y， T a k a k u r a S， M i k a m o H， O d a S ,

T a k e s u e Y， T o m i t a N． C l i n i c a l f e a t u r e s a n d

Kitagawa Y， Kohno S． Management bundles for

management of duodenal fistula in patients with

invasive candidiasis（IC）
：The impact of compliance

Crohn's disease． Hepatogastroenterology 2012;59:171-

on clinical efficacy and mortality． 52nd Interscience

4

Conference on Antimicrobial Agents and

Uchino M， Ikeuchi H， Bando T， Matsuoka H,

Chemotherapy（52nd ICAAC）2012.9 San Francisco

Takahashi Y， Takesue Y， Matsumoto T， Tomita N.

Takesue Y， Chiba M， Hoshino K． Invitro antibacterial

Risk factors for short bowel syndrome in patients

activity against clinical isolates from postoperative

with Crohn's disease． Surg Today 2012:447-52

intraabdominal infections（IAIs）
． 52nd Interscience

Uchino M， Ikeuchi H， Matsuoka H， Bando T， Hirata

Conference on Antimicrobial Agents and

A， Yasukawa S， Takesue Y， Tomita N． Surgical

Chemotherapy（52nd ICAAC）2012.9 San Francisco

procedure for sporadic colorectal cancer in patients

Nakajima K， Takesue Y， Ichiki K， Ueda T， Komatsu
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with renal dysfunction． 52nd Interscience Conference

Arthroscopy 2012;28:667-71

on Antimicrobial Agents and Chemotherapy（52nd

草地信也， 古川清憲， 小野成夫， 竹末芳生， 加藤高明，

ICAAC）2012.9 San Francisco
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Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Tsuchida T,
Takubo S． Timing of initial therapeutic drug
monitoring（TDM）in patients with impaired renal

感染症学会総会・学術講演会 2012.4 長崎
竹末芳生． 腹腔内感染症の治療Up to date． 第86回日本
感染症学会総会・学術講演会 2012.4 長崎

function treated with once daily administration of

高橋佳子， 竹末芳生． バンコマイシンを中心とした抗MRSA

vancomycin（VCM）
． 52nd Interscience Conference

薬のantibiotic heterogeneity． 第86回日本感染症学会総

on Antimicrobial Agents and Chemotherapy（52nd
ICAAC）2012.9 San Francisco
［国内学会］
中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 土田敏恵，
和田恭直， 隅田泰生．ウイルス濃縮と超高速PCRを用いた

会・学術講演会 2012.4 長崎
竹末芳生． 手術部位感染とカテーテル関連性血流感染の制
御． 第86回日本感染症学会総会・学術講演会 2012.4 長
崎
土田敏恵， 荻野待子， 土屋智洋， 一木薫， 和田恭直,

ノロウイルスの高感度， 迅速検出と院内感染対策への応

竹末芳生． 3軸加速度センサを利用した流水手洗いにおけ

用． 第27回日本環境感染学会総会 2012.2 福岡

る手指のこすり方と実施時間の検討． 第86回日本感染症学

髙井喜子， 岡崎美智子， 一木薫， 土田敏恵， 竹末芳生,

会総会・学術講演会 2012.4 長崎

中嶋一彦， 植田貴史． シャワー浴， 入浴は中心静脈カテ

一木薫， 竹末芳生， 中嶋一彦， 植田貴史， 和田恭直,

ーテル関連血流感染（CLABSI）のリスクか． 第27回日本

小松美雪， 土田敏恵． 全職種全員参加を目標としたClean

環境感染学会総会 2012.2 福岡
一木薫， 横井要， 山川理恵， 澤村麻美， 土田敏恵， 竹
末芳生． 血液浄化法の違いによるカテーテル関連血流感染
（CLA-BSI）の検討 透析と血漿交換の比較． 第27回日本
環境感染学会 2012.2 福岡
小松美雪， 一木薫， 中嶋一彦， 植田貴史， 土田敏恵,

handキャンペーン 大学病院におけるとりくみ． 第86回日本感
染症学会総会・学術講演会 2012.4 長崎
中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 和田恭直,
高橋佳子． 当院における人工関節感染（PJI）に治療方針
とその成績． 第86回日本感染症学会総会・学術講演会
2012.4 長崎

竹末芳生． 救命救急センターにおけるCLABSI（Central

一木薫， 山川理恵， 澤村麻美， 横井要， 土田敏恵， 竹

Line-associated Bloodstream Infection）発生率 エコー

末芳生， 中嶋一彦， 植田 貴史， 和田恭直， 小松美雪.

ガイド下 穿 刺の影 響． 第27回日本 環 境 感 染 学 会 総 会
2012.2 福岡
竹末芳生． 薬剤師による感染対策戦略 感染対策における薬
剤師への期待． 第27回日本環境感染学会総会 2012.2 福
岡

血 液 浄 化 法におけるバスキュラーアクセスカテーテル
（vascular access catheter VAカテーテル）関連血流感染
のリスク因子の検討． 第86回日本感染症学会総会・学術講
演会 2012.4 長崎
中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 和田恭直,

内野基， 池内浩基， 竹末芳生． 腹部緊急手術におけるSSI

高橋佳子． 外科， 救急領域におけるCandida感染症の診

対策 潰瘍性大腸炎手術における抗菌合成吸収糸の手術部

断と治療 ACTIONs Bundleの遵守と治療成績． 第86回日

位感染に対する効果． 第48回日本腹部救急医学会総会

本感染症学会総会・学術講演会 2012.4 長崎

2012.3 金沢
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
竹 末 芳 生， 冨 田 尚 裕． Loop ileostomyにおけるoutlet

竹末芳生， 冨田尚裕． 大腸穿孔の治療方針 潰瘍性大腸

obstruction． 第112回日本外科学会定期学術集会 2012.4

炎穿孔症例に対する治療方針． 第48回日本腹部救急医学

幕張

会総会 2012.3 金沢

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,

竹末芳生． 我が国独自のエビデンス創出に向けて， 今後ガイ

竹末芳生， 冨田尚裕． 潰瘍性大腸炎手術症例の現状と

ドラインのあるべき姿は． 第86回日本感染症学会総会・学術

今後の課題. 第112回日本外科学会定期学術集会 2012.4

講演会 2012.4 長崎

幕張

山川理恵， 澤村麻美， 尾前美帆， 伊勢祐子， 横井要,

竹末芳生． 手術部位感染（SSI）分離MRSA株における

一木薫， 土田敏恵， 竹末芳生． 血漿交換におけるカテー

daptomycin感受性 三学会合同抗菌薬感受性サーベイラン

テル関連血流感染（CLABSI）の検討 透析患者と比較し

ス分離株の検討． 第60回日本化学療法学会学術集会

て． 第86回日本感染症学会総会・学術講演会 2012.4 長
崎

2012.4 長崎
竹末芳生， 渡辺彰， 草地信也， 松本哲朗， 岩本愛吉,

石川かおり， 一木薫， 土田敏恵， 中嶋一彦， 植田貴史,

戸塚恭一， 八木澤守正， 佐藤淳子， 砂川慶介， 花木秀

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

明， 3学会合同抗菌薬感受性サーベイランス委員会． 手術

連血流感染 シャワー浴， 入浴はリスクとなるか． 第86回日

部位感染（SSI）分離菌を対象とした抗菌薬感受性全国サ

本感染症学会総会・学術講演会 2012.4 長崎

ーベイランス． 第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4

中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 高橋佳子,

長崎

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

植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,

ェロンγリリースアッセイ用いた結核接触者検診． 第86回日本

土田敏恵， 高橋佳子， 石原美佳， 木村健． 非好中球減
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少患者におけるカンジダ感染症に対するアムホテリシンBリポ
ソーム製剤（L-AMB）使用適応と成績． 第60回日本化学
療法学会学術集会 2012.4 長崎
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予防と治療． 第85回日本整形外科学会学術総会 2012.5
京都
一木薫， 小松美雪， 中嶋一彦， 竹末芳生， 植田貴史,

植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,

和田恭直． 結核病床を有さない病院でのクウォンティフェロン

土田敏恵， 高橋佳子， 石原美佳， 木村健． テイコプラ

を用いた結核接触者健診． 第1回日本感染管理ネットワーク

ニン（TEIC）における高用量loading法による新たな目標
トラフ値（15-30μg/mL）達成とその有用性について． 第60
回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
高橋佳子， 竹末芳生， 田久保慎吾， 中嶋一彦， 一木薫,
土田敏恵， 植田貴史， 石原美佳， 木村健． テイコプラ

学術集会 2012.5 川崎
一木薫， 土田敏恵， 小松美雪． 手指衛生遵守率評価～手
指衛生方法 “質” をどう評価する． 第1回日本感染管理ネット
ワーク学術集会 2012.5 川崎
植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,

ニンにおけるトラフ値≧20μg/mLの安全性に関する検討.

小松美雪， 土田敏恵， 高橋佳子， 石原美佳， 木村健.

第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎

持続的血液濾過透析実施例に対するバンコマイシン投与レ

田久保慎吾， 竹末芳生， 高橋佳子， 中嶋一彦， 一木薫,

ジメンの検討． 第22回日本医療薬学会年会 2012.10 新潟

土田敏恵， 植田貴史， 石原美佳， 木村健． バンコマイ

高橋佳子， 竹末芳生， 一木薫， 辰己純代， 田久保慎吾，

シン高トラフ値における腎機能障害に関する検討． 第60回日

植田貴史， 木村健． 薬剤師が行う感染制御−待機的手

本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
三鴨廣繁， 二木芳人， 山口惠三， 河野茂， 青木信樹,

術患者に対するPCRを用いたMRSA感染対策−． 第22回
日本医療薬学会年会 2012.10 新潟

渡辺彰， 松本哲朗， 舘田一博， 柳原克紀， 岩田敏,

中嶋一彦， 竹末芳生， 一木薫， 植田貴史， 和田恭直,

竹末芳生， 草地信也， 佐淳子， 山岸由佳， 丸尾彰範,

小松美雪， 土田敏恵， 高橋佳子． 侵襲性カンジダ症の治

小笠原和彦， 富永佳子， 長島正人， 日本化学療法学会

療効果とβ-Dグルカン値との関連性． 第25回日本外科感染

末承認薬検討委員会． 嫌気性菌感染症を対象としたメト
ロニダゾール内服錠の使用実態調査． 第60回日本化学療
法学会学術集会 2012.4 長崎
竹末芳生． ICTへのコンサルテーションを増やすために． 第60
回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
竹末芳生． 抗菌薬TDMガイドライン作成委員会 委員会報
告． 第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
松元一明， 望敬浩， 大曲貴夫， 竹末芳生．「TDMガイドラ

症学会総会学術集会 2012.11 千葉
一木薫， 高井喜子， 土田敏恵， 竹末芳生， 中嶋一彦,
植田貴史， 小松美雪． 炎症性腸疾患（IBD）における中
心静脈カテーテル関連血流感染Central line associated
bloodstream infections（CLABSI）シャワー /入浴はリス
ク因となるのか． 第25回日本外科感染症学会総会学術集会
2012.11 千葉
清水潤三， 大村健二， 北川雄光， 岡本好司， 小野聡,

イン」コンセンサスミーティング バンコマイシン． 第60回日本

尾原明， 草地信也， 久保正二， 小林美奈子， 末吉晋,

化学療法学会学術集会 2012.4 長崎

松田直之， 森兼啓太， 三鴨廣繁， 竹末芳生． 日本外科

木村利美， 竹末芳生， 谷川原祐介．「TDMガイドライン」

感染症学会「医療の質・安全委員会」医療経済とSSI 腹

コンセンサスミーティング 抗菌薬TDMガイドライン総論ならび

腔内感染症診療に関するアンケート調査結果報告． 第25回

に作成にあたって． 第60回日本化学療法学会学術集会

日本外科感染症学会総会学術集会 2012.11 千葉

2012.4 長崎
谷口正哲， 品川長夫， 鈴昌， 竹山廣光， 水野章， 石川
周， 真下啓二， 久保正二， 横山隆， 竹末芳生， 末田
泰二郎， 及川悟． 外科感染症の分離菌とその薬剤感受性

竹末芳生． 手術室における感染対策 周術期抗菌薬投与はど
こまで短くできるか， またそうすべきか． 第35回日本手術医
学会総会 2012.11 横浜
桑原隆一， 池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏,

の動向． 第60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎

竹末芳生， 冨田尚裕． 直腸空置後12年でseton挿入部に

植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,

発癌を認めたクローン病の1例． 第67回日本大腸肛門病学

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60回日本化学
療法学会学術集会 2012.4 長崎
竹末芳生． 腹腔内感染症の治療Up to date． 第60回日本
化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
高橋佳子， 竹末芳生． バンコマイシンを中心とした抗MRSA
薬のantibiotic heterogeneity． 第60回日本化学療法学会
学術集会 2012.4 長崎
竹末芳生． 手術部位感染とカテーテル関連性血流感染の制
御． 第60回日本化学療法学会 学術集会 2012.4 長崎
竹末芳生． 整形外科領域における手術部位感染（SSI）の
根絶に向けて 手術部位感染（SSI）に対するICTのとりくみ

会学術集会 2012.11 福岡
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． 潰瘍性大
腸炎の術後成績とQOL評価 潰瘍性大腸炎術後pouchitis
の現 状と対策． 第67回日本大腸肛門病学会学術集会
2012.11 福岡
内野基， 池内浩基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 平田晃弘,
樋口信幸， 福永健， 中村志郎， 松本譽之， 竹末芳生,
冨 田 尚 裕． Colitic cancerの診 断と治 療におけるup to
date炎症性腸疾患手術における発癌症例の検討． 第67回
日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡
池内浩基， 内野基， 松岡宏樹， 坂東俊宏， 冨田尚裕,
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竹末芳生， 松本誉之． IBD診療における外科と内科の接点
（難治症例の治療方針）潰瘍性大腸炎の手術のタイミング

ミクスOnline エルゼビア・ジャパン株式会社 2012.4 長崎
植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,

周術期死亡からみた検討． 第67回日本大腸肛門病学会学

小松美雪， 土田敏恵， 高橋佳子， 石原美佳， 木村健.

術集会 2012.11 福岡

テイコプラニンの新たな目標トラフ値の検討． 第3回 MRSA

［地方会等］
植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,
小松美雪， 土田敏恵， 高橋佳子， 石原美佳， 木村健.
持続的血液濾過透析実施例に対するバンコマイシン投与レジ
メンの検討． 第60回日本化学療法学会西日本支部総会
2012.11 福岡
高橋佳子， 竹末芳生， 辰己純代， 田久保慎吾， 中嶋一
彦， 一木薫， 植田貴史， 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
への取り組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用−． 第
60回日本化学療法学会西日本支部総会， 第55回日本感染
症学会中日本地方会学術集会， 第82回日本感染症学会西
日本地方会学術集会 2012.11 福岡
高橋佳子， 竹末芳生， 田久保慎吾， 石原美佳， 中嶋一
彦． バンコマイシン（VCM）1日1回投与例における初回

フォーラム 2012.7 東京
植田貴史． クロストリジウム・ディフィシルに対する臨床上の留
意点． 病薬アワー 2012.7 大阪
一 木 薫． 透 析 室の感 染 対 策． 第15回血 液 浄 化セミナー
2012.8 神戸
一木薫． 感染予防のための知識と技術． 兵庫県看護協会講
習会 2012.8 神戸
一木薫． Clostridium difficile対策． 感染予防アドバンスセミ
ナー 2012.7 東京 2012.10大阪
植田貴史．「カテーテル関連血流感染」症例検討． 第3回東
播抗菌化学療法セミナー 2012.11 明石
一木薫． 耐性菌の院内感染対策「耐性菌を拡げない戦略」.
高槻地区感染対策講演会 2012.12 大阪
一木薫． 皆で取り組む 院内感染防止対策～冬本番の感染症
に焦点をあてて～． 三好病院院内講習会 2012.12 西宮

TDM実施時期に関する検討． 第60回日本化学療法学会西
日本支部総会， 第55回日本感染症学会中日本地方会学術

臨床検査医学／臨床検査部

集会， 第82回日本感染症学会西日本地方会学術集会

Clinical Laboratory Medicine/
Clinical Laboratory

2012.11 福岡
［研究会・講演会等］
一木薫． 当院における耐性菌に対する感染対策の実際． 第
10回阪神ICT活動研究会 2012.7 西宮
■その他■
竹末芳生， 三鴨廣繁． 今日のカンジダ症について語る カンジ

■著書■
小柴賢洋． 第3章 第7節リウマチ領域， 糖尿病領域での臨床
での診断の現状と遺伝子診断がもたらす診断・治療の流れ

ダ症フローチャートの活用法とアムホテリシンBリポソーム製剤.

の変化予測． 安保公介 編． 先端医療に関する医療ニー

The Japanese Journal of Antibiotics 2012:111-9

ズ／製品開発戦略と臨床で使わなくなる（であろう）薬剤・

賀来満夫， 舘田一博， 門田淳一， 岩田敏， 竹末芳生． 注

製品予測． 東京：技術情報協会 2012:355-63

射用抗菌薬の適正使用を考える カルバペネム系抗菌薬パニ

小柴賢洋． 第１部総論 11章 高齢者における検査値のとらえ

ペネム/ベタミプロンの位置づけ． The Japanese Journal of

方． 横出正之， 荒井秀典 編． 健康長寿学大事典． 東

Antibiotics 2012:99-109

京：西村書店 2012:63-4

一木薫． 病院感染制御への我々の取り組み～血流感染， 耐

小柴賢洋． 第3章 疾患 免疫・結合織 40． 関節リウマチ 日

性菌監視， 手指衛生～． 愛知医科大学病院感染予防講

本臨床検査医学ガイドライン作成委員会 編． 臨床検査のガ

習会 2012.1 愛知

イドライン． 東京：日本臨床検査医学会 2012:383-6

植田貴史， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直,

正木充， 増山理． 僧帽弁閉鎖不全症． 堀正二， 永井良三

土田敏恵， 高橋佳子， 石原美佳， 木村健． 非好中球減

編． 循環器疾患最新の治療2012-2013． 東京：南江堂

少患者におけるカンジダ感染症に対する アムホテリシンBリポ
ソーム製剤（L-AMB）使用適応と成績． 真菌症フォーラム
第13回学術集会 2012.2 東京
一木薫． 病院感染制御への我々の取り組み～血流感染， 耐
性菌監視， 手指衛生～． 鹿児島県医師会医療関連感染
対策研修会 2012.2 鹿児島
一木薫． 病院感染対策 はじめの一歩． 友愛会病院院内講
習会 2012.3 大阪
一木薫． 感染防御の基礎と実際． 三好病院院内講習会
2012.4 西宮
植田貴史． 非好中球減少のカンジダ感染症患者 L-AMBの安
全性と有効性を確認「投与時の注意事項」の周知がカギ.

2012:162-6
正木充． 大動脈弁狭窄症， 大動脈弁狭窄症の重症度評
価， 低流速の重症大動脈弁狭窄症． 増山理 編． 心エコ
ー診断100ステップ． 東京：中外医学社 2012:76-7,77-82,823
正 木 充， 増 山 理． HFpEFは日本 人でも多いのですか？,
HFpEFの原因疾患を教えてください， HFpEFの予後は,
収縮能が低下している心不全と比較して良好ですか？． 北
風政史 編． 心不全診療Q＆A−エキスパート106人からの
回答． 東京：中外医学社 2012:98-9,100-1,102-3
■学術論文■
［総説］
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Watanabe A， Yanagihara K， Matsumoto T， Kohno

S， Herasevich V， Brown DR， Oh JK． Clinical

S， A o k i N， O g u r i T， S a t o J， M u r a t a n i T ,

spectrum， frequency， and significance of

Yagisawa M， Ogasawara K， Koashi N， Kozuki T,

myocardial dysfunction in severe sepsis and septic

Komoto A， Takahashi Y， Tsuji T， Terada M,

shock． Mayo Clin Proc 2012;87:620-8

Nakanishi K， Hattori R， Hirako Y， Maruo A,

Nakamura T， Komatsu M， Yamasaki K， Abe N,

Minamitani S， Morita K， Wakamura T， Sunakawa

Fukuda S， Miyamoto Y， Higuchi T， Ono T,

K， Hanaki H， Ohsaki Y， Honda Y， Sasaoka S,

Nishio H， Sueyoshi N， Kida K， Satoh K， Toda H,

Takeda H， Ikeda H， Sugai A， Miki M,

Toyokawa M， Nishi I， Sakamoto M， Akagi M,

Nakanowatari S， Takahashi H， Utagawa M,

Nakai I， Kofuku T， Orita T， Wada Y， Zikimoto T,

Kobayashi N， Takasaki J， Konosaki H， Aoki Y,

Kinoshita S， Hirai I， Takahashi H， Matsuura N,

Shoji M， Goto H， Saraya T， Kurai D， Okazaki M,

Yamamoto Y． Epidemiology of Escherichia coli,

Kobayashi Y， Katono Y， Kawana A， Saionji K,

Klebsiella species． and Proteus mirabilis strains

Miyazawa N， Sato Y， Watanuki Y， Kudo M,

producing extended-spectrum β-lactamases from

Ehara S， Tsukada H， Imai Y， Watabe N， Aso S,

clinical samples in the Kinki region of Japan． Am J

Honma Y， Mikamo H， Yamagishi Y， Takesue Y,

Clin Pathol 2012;137:620-6

Wada Y， Nakamura T， Mitsuno N， Mikasa K,

Kim Y， Yokoyama S， Watari J， Hori K， Yamasaki T,

K a s a h a r a K， U n o K， S a n o R， M i y a s h i t a N ,

Okugawa T， Toyoshima F， Kondo T， Sakurai J,

Kurokawa Y， Takaya M， Kuwabara M， Watanabe

Tanaka J， Tomita T， Oshima T， Fukui H， Abe T,

Y， Doi M， Shimizu S， Negayama K， Kadota J,

Matsumoto T， Miwa H． Endoscopic and clinical

Hiramatsu K， Morinaga Y， Honda J， Fujita M,

features of gastric ulcers in Japanese patients with or

I w a t a S， I w a m o t o A， E z a k i T， O n o d e r a S ,

without Helicobacter pylori infection who were using

Kusachi S， Tateda K， Tanaka M， Totsuka K,

NSAIDs or low-dose aspirin． J Gastroenterol

Niki Y， Matsumoto T． Nationwide surveillance of

2012;47:904-11

bacterial respiratory pathogens conducted by the

Tomita T， Kim Y， Yamasaki T， Okugawa T， Kondo T,

Surveillance Committee of Japanese Society of

Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Morita T,

Chemotherapy， Japanese association for infectious

Oshima T， Fukui H， Hori K， Watari J， Matsumoto

d i s e a s e s， a n d j a p a n e s e s o c i e t y f o r c l i n i c a l

T， Miwa H． Prospective randomized controlled trial

microbiology in 2009：general view of the pathogens’

to compare the effects of omeprazole and famotidine

antibacterial susceptibility． J Infect Chemother

in preventing delayed bleeding and promoting ulcer

2012;18:609-20

healing after endoscopic submucosal dissection.

合田亜希子， 正木充， 増山理． 僧帽弁閉鎖不全症の手術
適応と術後フォロー・アップの基本． 超音波医学 2012;39:
87-99
正木充， 増山理． 大動脈弁狭窄症をどう評価すべきか ? .
心エコー 2012;13:648-55
正木充， 増山理． 循環器疾患 僧帽弁膜症． 診断と治療
2012;（Suppl）:100-6
渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中
淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松

J Gastroenterol Hepatol 2012;27:1441-6
Watari J， Tomita T， Toyoshima F， Sakurai J， Kondo
T， Asano H， Yamasaki T， Okugawa T， Tanaka J,
Daimon T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto
T， Miwa H． The incidence of “silent” free air and
aspiration pneumonia detected by CT after gastric
endoscopic submucosal dissection． Gastrointest
Endosc 2012;76:1116-23
井垣歩， 岡田文明， 黒田美穂， 戌角幸治， 小柴賢洋.

本譽之， 三輪洋人． Barrett食道の分子病理学． 消化

頸椎症性筋萎縮症におけるErb点電気刺激による近位筋，

器内科 2012;54:202-8

遠位筋のCMAPとCMCTの臨床的有用性について． 臨床

［原著］
Munger TM， Dong YX， Masaki M， Oh JK， Mankad

神経生理学 2012;40:1-7
［症例報告］

SV， Borlaug BA， Asirvatham SJ， Shen WK， Lee

Watari J， Yamasaki T， Kondo T， Fukui H， Okugawa

H C， B i e l i n s k i S J， H o d g e D O， H e r g e s R M ,

T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Tomita T,

Buescher TL， Wu JH， Ma C， Zhang Y， Chen PS,

Oshima T， Hori K， Matsumoto T， Miwa H.

Packer DL， Cha YM． Electrophysiological and

Morphological changes of colonic Dieulafoy’s lesion：a

hemodynamic characteristics associated with obesity

case that could be retrospectively reviewed in a

in patients with atrial fibrillation． J Am Coll Cardiol

patient without treatment． Clin J Gastroenterol

2012;60:851-60
Pulido JN， Afessa B， Masaki M， Yuasa T， Gillespie

2011;4:351-4
Oshima T， Okugawa T， Hori K， Kim Y， Tanaka J,
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Watari J， Miwa H． Successful endoscopic

esophageal cancer． 20th United European

submucosal dissection of gastric carcinoid in a patient

Gastroenterology Week（UEGW2012）2012.10

with autoimmune gastritis and systemic lupus
erythematosus． Intern Med 2012;51:1211-3
■学会発表■
［国際学会］

Amsterdam
Tamura A， Watari J， Hara K， Ikeo K， Asano H,
Kondo T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Tomita
T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto T,

Masaki M， Goda A， Sugahara M， Fukui M， Murakami

Miwa H． Abdominal obesity and risk of barrett’s

M， Kuroda M， Igaki A， Fujii S， Wada Y， Inuzumi

esophagus：A pilot study in Japanese referral centers.

K， Koshiba M， Masuyama T． Chaotic Nature of

13th World Congress of the International Society for

Myocardial Ultrasonic Radio Frequency Signals
Reflect Cardiac Fibrosis and Hypertrophy in Patients

Diseases of the Esophagus 2012.10 Venice
［国内学会］

with Hypertension． 12th Meeting of the Asian

福田砂織， 小松方， 木下承晧， 直本拓直， 西尾久明，

Society of Clinical Pathology and Laboratory Medicine

山﨑勝利， 佐藤かおり， 戸田宏文， 中村竜也， 折田環,

2012.11 Kyoto

幸福知己， 末吉範行， 豊川真弘， 西功， 水谷哲， 赤

Yamasaki T， Oshima T， Asano H， Okugawa T， Kondo

木征宏， 樋口武史， 中井依砂子， 小野保， 木田兼以,

T， Watari J， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J,

宮本祐吾， 和田恭直． 2011年に近畿地区で分離された

Tomita T， Fukui H， Matsumoto T， Miwa H.

Pseudomonas aeruginosaに対する各種抗菌薬の薬剤感受

Influence of age and correlation on esophageal

性成績． 23回日本臨床微生物学会総会 2012.2 横浜

visceral chemosensitivity and mechanosensitivity.

奥川卓也， 大島忠之， Chen X， 神谷紀子， 浅野晴紀，

Digestive Disease Week 2012（DDW2012）2012.5 San

近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富田寿彦，

Diego
T o m i t a T， O k u g a w a T， Y a m a s a k i T， K o n d o T ,
Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Oshima T,

堀和敏， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人.
クローディン3の発現低下は， 早期胃がんにおける増殖能と
関係する． 第84回日本胃癌学会総会 2012.2 大阪

Fukui H， Hori K， Watari J， Kashiwagi T,

近藤隆， 大島忠之， 田村彰朗， 山崎尊久， 豊島史彦，

Matsumoto T， Miwa H． Usefulness of gastric

櫻井淳， 田中淳二， 富田寿彦， 福井広一， 渡二郎，

scintigraphy in the assessment of gastric

岡田啓希， 古根村崇， 伊達一郎， 松本譽之， 三輪洋

accommodation． Digestive Disease Week 2012
（DDW2012）2012.5 San Diego
Kondo T， Oshima T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka

人． 胸やけ症状発現と食道粘膜におけるプロスタグラン
ジンE2及びEP1受容体の関連．（コアシンポジウム）第8回
日本消化管学会学術集会 2012.2 仙台

J， Tomita T， Fukui H， Watari J， Matsumoto T,

堀和敏， 渡二郎， 田中淳二， 富田寿彦， 福井広一， 豊

Miwa H． Prostaglandin E2 mediates acid-induced

島史彦， 山崎尊久， 櫻井淳， 大島忠之， 近藤隆， 奥

esophageal sensation in healthy volunteers． Digestive

川卓也， 三輪洋人， 松本譽之． 好酸球性食道炎の有病

Disease Week 2012（DDW2012）2012.5 San Diego

率． 第8回日本消化管学会学術集会 2012.2 仙台

Oshima T， Koseki J， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka

原謙， 富田寿彦， 豊島史彦， 田村彰朗， 池尾光一， 山

J， Tomita T， Hattori T， Kase Y， Miwa H.

崎尊久， 奥川卓也， 浅野晴紀， 横山聡子， 近藤隆，

Rikkunshito， a traditional Japanese medicine,

櫻井淳， 田中淳二， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏，

ameliorates impaired gastric accommodation in a

渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 当院で経験した好酸球

conscious guinea pig model． Digestive Disease Week

性食道炎の3例． 第8回日本消化管学会学術集会 2012.2

2012（DDW2012）2012.5 San Diego

仙台

Watari J， Tomita T， Sakurai J， Yamasaki T， Okugawa

正 木 充， 廣 谷 信 一， 合 田 亜 希 子， 増 山 理． Aortic

T， Asano H， Kondo T， Toyoshima F， Tanaka J,

stiffening and endothelial dysfunction account for

Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto T， Miwa H.

exercise intolerance in patients with heart failure

“Subclinical free air” detected by computed

preserved ejection fraction． 第76回日本循環器学会学

tomography following gastric endoscopic submucosal

術集会 2012.3 福岡

dissection． Digestive Disease Week 2012（DDW2012）
2012.5 San Diego
T o y o s h i m a F， O s h i m a T， O k u g a w a T， K o n d o T ,

豊川真弘， 和田恭直． 微生物検査室の地域連携による耐
性菌調査活動とその成果「シンポジウム8」． 第27回日本環
境感染学会総会 2012.3 福岡

Sakurai J， Tanaka J， Tomita T， Fukui H， Watari J,

戸田宏文， 佐藤かおり， 和田恭直． 近畿地区で分離された

Miwa H． Prophylactic percutaneous endoscopic

Streptococcus pneumoniaeの抗菌薬耐性状況． 第60回

gastrostomy is effective in patients undergoing
radiation therapy or chemoradiation therapy for

日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
山崎勝利， 西尾久明， 中村竜也， 折田環， 幸福知己,
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末吉範行， 木田兼以， 佐藤かおり， 戸田宏文， 豊川真
弘， 西功， 坂本雅子， 小野保， 小松方， 和田恭直.
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回大会 2012.6 長岡
岸本裕充， 花岡宏美， 川辺睦月， 和田恭直， 浦出雅裕.

カルバペネマーゼ産生菌の分離調査研究． 第60回日本化学

口腔ケアは1日何回実施すべきか ? 手指消毒との対比およ

療法学会学術集会 2012.4 長崎

び文献的考察． 日本口腔ケア学会総会・学術大会 2012.6

吉田弘之， 木下承晧， 直本拓己， 矢野美由紀， 楠本まり,

名古屋

大沼健一郎， 西尾久明， 和田恭直， 荒川創一． 近畿地

正木充， 福井美保， 井垣歩， 狩野春艶， 村上稔， 石井

区で分 離されたメタロβ-ラクタマーゼ産 生Pseudomonas

里佳， 阪上直美， 戌角幸治， 増山理， 小柴賢洋． 甲

aeruginosaのrep-PCRによる解析結果． 第86回日本感染

状腺機能と動脈スティフネスとの関連について． 第53回

症学会総会・学術講演会 2012.4 長崎

日本人間ドック学会学術大会 2012.9 東京

Masaki M， Goda A， Hirotani S， Yoshida C， Otsuka M,

合田亜希子， 正木充， 廣谷信一， 増山理． 心エコー 手術

Lee-Kawabata M， Koshiba M， Masuyama T． The role

適応をビジュアルに決める 大動脈弁狭窄症の手術適応をビ

of plasma aldosterone concentration in hypertensive

ジュアルに決定できるか ? ． 第60回日本心臓病学会学術集

patients． 第23回日本心エコー図学会学術集会 2012.4 大
阪
正木充， 久保田義則． 明日からできる頸動脈エコー． 第23回
日本心エコー図学会学術集会 2012.4 大阪
正木充， 合田亜希子， 廣谷信一， 吉田千佳子， 大塚美
里， 中坊亜由美， 川端正明， 戌角幸治， 小柴賢洋,

会 2012.9 金沢
櫻井淳， 田中淳二， 三輪洋人． 当科におけるHER2陽性
胃癌に対するトラスツズマブの使用経験．（ワークショップ）
第54回日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神
戸
近藤隆， 大島忠之， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富

増山理． 高血圧症患者における左室拡張能改善とアルド

田寿彦， 福井広一， 渡二郎， 伊達一郎， 古根村崇，

ステロン濃度の関係 左房径を用いた検討． 日本超音波医

岡田啓希， 松本譽之， 三輪洋人． 食道におけるプロスタグ

学会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京

ランジンE2及びEP1受容体と胸やけ症状との関連． 第54

正井久美子， 合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳
子， 市村真貴子， 廣谷信一， 増山理． 心拍数の低い

回日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸
富田寿彦， 池尾光一， 田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 奥

左室収縮能低下症例における左室収縮・拡張能改善に

川卓也， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 大

寄 与 する因 子． 日本 超 音 波 医 学 会 第85回 学 術 集 会

島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三

（JSUM2012）2012.5 東京
市村真貴子， 合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳
子， 福井美保， 正井久美子， 廣谷信一， 増山理． 左

輪洋人． 無症候性びらん性食道炎の上腹部症状と臨床的
特徴． 第84回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2012）
2012.10 神戸

室駆出率低下例において左室駆出率改善に寄与する因子

川崎普司， 石神浩徳， 福島亮治， 小寺泰弘， 今本治彦，

についての検 討． 日本 超 音 波 医 学 会 第85回学 術 集 会

今野元博， 梨本篤， 藪崎裕， 上之園芳一， 天貝賢二，

（JSUM2012）2012.5 東京

田中淳二， 藤原義之， 山口拓洋， 山口博紀， 北山丈二.

富田寿彦， 金鏞民， 池尾光一， 原謙， 田村彰朗， 山崎

腹膜播種を伴う胃癌に対する腹腔内投与併用化学療法の有

尊久， 横山聡子， 奥川卓也， 豊島史彦， 櫻井淳， 田

用性を検証する第III相試験． 第50回日本癌治療学会学術

中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡

集会 2012.10 横浜

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 胃ESD後の後出血と潰

田中淳二， 櫻井淳， 山崎尊久， 奥川卓也， 近藤隆， 富

瘍治癒に関するオメプラゾールとファモチジンの治療効果

田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 三輪洋人.

−無作為割り付け試験−．（プレナリーセッション）第83回日

HER-2陽性進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ／パクリ

本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

タキセル併用療法の使用経験． 第50回日本癌治療学会学

小柴賢洋． 関節リウマチの診断と治療の進歩．（ランチョンセ
ミナー）第61回日本医学検査学会 2012.6 津
津田こゆみ， 西村香利， 竹田理恵， 藤井誠治， 和田恭
直， 戌角幸治， 小柴賢洋． 全自動尿中有形成分分析装
置UF-1000iによる赤血球形態情報の臨床的有用性の検
証． 第61回日本医学検査学会 2012.6 津
芝田宏美， 堀江修， 夏秋優， 小柴賢洋． サーモグラフィ
を手法とした感染制御のための発熱判定基準の構築 −発
熱患者の顔面サーモグラフィの検討−． 日本サーモロジー
学会第29回大会 2012.6 長岡
芝田宏美， 堀江修， 小柴賢洋． 感染制御を目的としたヒト
のサーモグラフィ測定に工業用サーモグラフィ装置を適応す
るうえでの性能に関する検討． 日本サーモロジー学会第29

術集会 2012.10 横浜
正木充， 原田健右， 高崎匡． 臨床で利用しやすい検査結果
を提 供しよう． 第59回日本 臨 床 検 査 医 学 会 学 術 集 会
2012.11 京都
石井里佳， 狩野春艶， 藤井誠治， 戌角幸治， 和田恭直,
正木充， 中島康博， 寺田貴普， 小柴賢洋． プロカルシ
トニンが持続的高値を示す症例の臨床解析． 第59回日本臨
床検査医学会学術集会 2012.11 京都
豊川真弘， 和田恭直． 近畿地方における微生物検査室の
地域連携による耐性菌調査活動とその成果．（シンポジウム）
第59回日本臨床検査医学会学術集会 2012.11 京都
［地方会等］
浅野晴紀， 豊島史彦， 原謙， 池尾光一， 近藤隆， 櫻井
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淳， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡

研究． 第2回肥満と消化器疾患研究会 2012.4 東京

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． Cronkhite-Canada症候

長澤佳美， 井垣歩， 渡邊裕子， 畠田典子， 黒田美穂，戌

群（CCS）の3例． 日本消化器病学会近畿支部第96回例

角幸治， 小柴賢洋． 嗅覚検査の実施経験と基礎的検討.

会 2012.1 大阪

第30回私立医科大学臨床検査技師会学術研修会 2012.11

井川由起， 狩野春艶， 石井里佳， 丹下景子， 藤井誠治，

東京

和田恭直， 戌角幸治， 小柴賢洋． 兵庫医科大学病院に

■その他■

おける4種 類のHIVスクリーニング検査試 薬の使用経 験.

田中淳二． 当院におけるトラスツズマブ使用経験． 第2回胃癌

第20回兵庫県医学検査学会 2012.6 神戸
丹下景子， 石井里佳， 狩野春艶， 藤井誠治， 和田恭直，

TVネットワークセミナー 2012.9 神戸
［兼任］

戌角幸治， 小柴賢洋． 化学発光免疫測定法（CLIA）に

和田恭直（感染制御部 参照）

よるHTLV抗体測定の基礎的検討． 平成24年度日臨技

井垣歩（健診センター 参照）

関西支部医学検査学会（第52回）2012.9 西牟婁

高辻加代子（健診センター 参照）

山中真美， 津田こゆみ， 藤井誠治， 和田恭直， 小柴賢
洋． 自動尿分取装置UA・ROBO-600Bの導入による効率
化の検証． 平成24年度日臨技関西支部医学検査学会（第
52回）2012.9 西牟婁

集中治療医学／ ICU

Intensive Care Medicine/Intensive Care Unit

岡本優美， 黒田美穂， 井垣 歩， 本田倫乃， 柴山沙織，
和田恭直， 戌角幸治， 小柴賢洋． 健常人における液晶を
用いたパターンVEPの基準値の検討． 平成24年度日臨
技関西支部医学検査学会（第52回）2012.9 西牟婁
清裕生， 李兆亮， 南堂吉紀， 豊島史彦， 奥川卓也， 近
藤隆， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一，
渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 帯状疱疹との関連性が
疑われたOgilvie’s syndromeの１例．（ヤングインベスティ
ゲイターセッション）日本消化器病学会近畿支部第97回例会
2012.9 京都

■学術論文■
［総説］
池田雄一郎， 西信一． 肺水腫． 呼吸器ケア 2012;10:368-71
池田雄一郎． 口腔と呼吸のかかわり． 呼吸器ケア 2012;10:
684-8
池田雄一郎， 西信一． 人工呼吸患者のケアは何に注意す
る？． 呼吸器ケア 2012;10:905-11
堀直人， 西信一． 緊張性気胸． 呼吸器ケア 2012（夏期増
;
刊）:40-5

髙田珠希， 奥川卓也， 山崎尊久， 南堂吉紀， 李兆亮，

森沢知之， 高橋哲也， 西信一． 心臓外科手術後の腸管運

近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 池原久朝， 田中淳二，

動低下に対する理学療法． 理学療法ジャーナル 2012;46:

富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之，
三輪洋人． Schnitzler転移による大腸イレウスに対し大腸
ステント留置術でQOLを改善した1例． 第89回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会 2012.11 大阪
［研究会・講演会等］

798-802
［原著］
Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Nishi S， Kaminoh
Y． Comparison of the depth of continuous and 30：2
ratio chest compressions performed by young doctors

正木充， 合田亜希子， 廣谷信一， 大塚美里， 中坊亜由

according to the 2010 guidelines for resuscritation：a

美， 福井美保， 藤原昌平， 菅原政貴， 川端正明， 小

manikin study． Masui to Sosei（Anesthesia and

柴賢洋， 増山理． 高血圧心における超音波RF信号を用

Resusciation）2012;48:41-3

いた心筋カオス解析． 先進心血管エコー研究会 2012.8 大
阪

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 西信一， 上
農喜朗． ラリンジアルマスクSupremeⓇとラリンジアルチュー

正木充． 高血圧治療における交感神経抑制と臓器保護.

ブの胸骨圧迫中の気道確保における有効性の検討−マネ

（パネルディスカッション）心疾患HANSHIN N型Caチャネル

キンを用いたシュミレーション解析−． 日本臨床麻酔学会誌

研究会 2012.11 尼崎
吉川理恵． 症例検討会． 兵庫県臨床検査技師会血液検査
研修会（シニアコース）2012.9 兵庫
藤井誠治． ヘモグロビンA1cの最近のトピックス． 平成24年
度西宮地区病院栄養士会総会・特別講演 2012.5 西宮
藤井誠治． 検体検査の入り口～採血の基本～． 平成24年
度公益社団法人兵庫県臨床検査技師会・新入会員研修会
2012.10 神戸

2012;32:948-52
■学会発表■
［国際学会］
Ide T， Ikeda Y， Takeda K， Nishi S． Postoperative
management of 25 patients undergoing extrapleural
pneumonectomy for malignant mesothelioma． 17th
ASEAN Congress of Anesthesiologists 2011.2 Manila
Ide T， Nishi S， Takahashi K， Takesue Y， Ikawa K,

渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中

Morikawa N． Pharmacokinetics of linezolid in

淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 三

patients undergoing low-flow continuous veno-venous

輪洋人． 肥 満とBarrett食 道に関 する疫 学 調 査 −pilot

hemodiafiltration（CVVHDF）． 51st Interscience
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Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago

治療医学会学術集会 2012.2 千葉
木村政義， 大平順之， 冨加見教男， 鈴木尚紀， 西信一.

Ide T， Nishi S， Takahashi K， Takesue Y， Ikawa K,

オキシマスク・簡易酸素マスク・リザーバーマスクの吸入酸素

Morikawa N． Renal function affects half-life of

濃度の比較． 第39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2

linezolid in intensive care unit（ICU）patients． 51st
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy（ICAAC2011）2011.9 Chicago
Ide T， Hori N， Ikeda Y， Takeda K， Nish S.
Elimination of linezolid in patients undergoing lowflow continuous venovenous haemodiafiltration． 32nd
International Symposium on Intensive Care and

千葉
Ide T， Hori N， Ikeda Y， Takeda K， Nishi S.
Linezolid pharmacokinetics in patients undergoing
continuous veno-venous hemodiafiltration（CVVHDF）
．
The 12nd Joint Scientific Congress of KSCCM and
JSICM 2012.2 千葉
Nishi S， Uegaki O， Shiokawa Y， Nishi K． A trial of

Emergency Medicine（ISICEM2012）2012.3 Brussels

the analgesia and sedation protocol in ICU controlled

Hori N， Takeda K， Ide T， Ikeda Y， Nishi S． The

in one district． The 12nd Joint Scientific Congress of

effects of recombinant human soluble thrombomodulin

KSCCM and JSICM 2012.2 千葉

treatment in patients with peritonits with

井手岳， 西信一， 高橋佳子， 竹末芳生， 猪川和朗， 森

disseminated intravascular coagulation． 15th WFSA

川則文． リネゾリドでTDMは本当に不要？． 第29回日本

World Congress of Anaesthesiologists 2012.3 Buenos

TDM学会・学術大会 2012.6 神戸

Aires

竹田健太， 井手岳， 堀直人， 池田雄一郎， 西信一． 持

Ikeda Y， Nishi S， Takeda K， Hori N， Ohashi N， Ide

続血液透析施行中の患者におけるフェニトインの薬物動態を

T． Antioxidant effect of dexmedetomidine on post-

検討した１症例． 第29回日本TDM学会・学術大会 2012.6

hepatectomy patients． The 37th Australian and New
Zealand Annual Scientific Meeting on Intensive Care
2012.10 Adelaide
Ide T， Nishi S， Takahashi K， Takesue Y， Ikawa K,
Morikawa N． Pharmcokinetics of linezolid in patients
with renal dysfunction including continuous renal

神戸
井手岳， 池田雄一郎， 堀直人， 西信一． 悪性胸膜中皮腫
に対する胸膜肺全摘術44例の術後管理経験． 第34回日本
呼吸療法医学会学術総会 2012.7 宜野湾
［地方会等］
井手岳， 竹田健太， 大橋直紹， 堀直人， 池田雄一郎,

replacement therapy． The 37th Australian and New

西信一． 持続血液濾過透析でのフェニトイン， カルバマゼピ

Zealand Annual Scientific Meeting on Intensive Care

ンの除去について検討した１症例． 日本集中治療医学会近

2012.10 Adelaide

畿地方会 2012.7 大津

［国内学会］
井手岳， 竹田健太， 堀直人， 西信一， 高橋佳子， 竹末

内視鏡センター

芳生， 猪川和朗， 森川則文． 腎機能悪化に伴うリネゾ

Endoscope Center

リド血中濃 度の推 移． 第59回日本 化 学 療 法 学 会 総 会
2011.6 札幌
永松聡一郎， 山下和人， 川口敦， 荻原佑亮， 高橋弘,
幸部吉郎， 武居哲洋， 高橋秀人， 岡元和文， 西信一,

■学術論文■
［総説］

橋本悟． わが国における集中治療に携わる医師の労働力の

渡二郎， 浅野晴紀， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中

調査報告（集中治療の労働力調査プロジェクト）
． 第39回日

淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 松

本集中治療医学会学術集会 2012.2 千葉

本譽之， 三輪洋人． Barrett食道の分子病理学．消化器

三馬葵， 竹田健太， 井手岳， 堀直人， 池田雄一郎， 西
信一． 突然にPRESを発症し， 支持療法で改善した一症
例． 第39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2 千葉
池田雄一郎， 井手岳， 竹田健太， 西信一． 術後患者に
おけるデクスメデトミジンの効果：酸化ストレスの観点から.
第39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2 千葉
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 上農喜朗,
西信一． 乳児の胸骨圧迫中の気道確保におけるair-Qと
LMA-Softsealの比較検討． 第39回日本集中治療医学会
学術集会 2012.2 千葉

内科 2012;54:202-8
中村志郎， 飯室正樹， 吉田幸治， 富田寿彦， 上小鶴孝
二， 横山陽子， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 三輪
洋人， 松本譽之． InfliximabによるTop-down治療を行っ
たクローン病症例の臨床的検討． 消化器内科 2012;54:70-6
樋田信幸， 富田寿彦，池内浩基， 松本譽之．クローン病に
おける発癌とサーベイランスの必要性． 日本臨牀 2012;70
（増刊1）:513-7
樋田信幸， 松本譽之． Colitis associated dysplasia/
cancerのスクリーニング． IBD Research 2012;6:88-93

森沢和之， 高橋哲也， 眞渕敏， 西信一． ベッド上他動的

戸澤勝之，應田義雄，飯室正樹，樋田信幸，中村志郎，堀

下肢体幹運動が腸管運動に及ぼす影響． 第39回日本集中

和敏，松本譽之．Henoch-Schönlein紫斑病．Intestine
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in situ hybridization method for the detection of

性直腸潰瘍． 胃と腸 2012;47;1850-8

global bacterial DNA to provide early evidence of a
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bacterial infection in spontaneous bacterial peritonitis.
J Hepatol 2012;56:85-94

會澤信弘， 髙嶋智之， 榎本平之， 西口修平． C型肝硬変

Aizawa N， Enomoto H， Imanishi H， Saito M， Iwata Y,

に対するPEG-IFN/RBV併用療法の治療成績． 消化器内

Tanaka H， Ikeda N， Sakai Y， Takashima T， Iwai T,

科 2012;54:486-92

Moriwaki E， Shimomura S， Iijima H， Nakamura H,

會澤信弘， 髙嶋智之， 榎本平之， 西口修平． C型慢性肝

Nishiguchi S． Elevation of the glycated albumin to

炎組織に生じるミトコンドリア遺伝子異常と発癌． 消化器

glycated hemoglobin ratio during the progression of

内科 2012;54:744-51

hepatitis C virus related liver fibrosis． World J

［原著］
Oshima T， Okugawa T， Tomita T， Sakurai J,

Hepatol 2012;4:11-7
Sakai Y， Enomoto H， Aizawa N， Iwata Y， Tanaka H,

Toyoshima F， Watari J， Yamaguchi K， Fujimoto K,

Ikeda N， Takashima T， Takata R， Iwai T， Iwata K,

Adachi K， Kinoshita Y， Kusunoki H， Haruma K,

Saito M， Imanishi H， Iijima H， Nakamura H,

Miwa H． Generation of dyspeptic symptoms by direct

Nishiguchi S． Relationship between elevation of

acid and water infusion into the stomachs of functional

glycated albumin to glycated hemoglobin ratio in

dyspepsia patients and healthy subjects． Aliment

patients with a high bleeding risk of esophageal

Pharmacol Ther 2012;35:175-82

varices． Hepatogastroenterology 2012;59:2280-4

Hotta K， Saito Y， Fujishiro M， Ikehara H， Ikematsu

Tanaka H， Iijima H， Nouso K， Aoki N， Iwai T,

H， Kobayashi N， Sakamoto N， Takeuchi Y,

Takashima T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda

Uraoka T， Yamaguchi Y． Impact of endoscopic

N， Iwata Y， Enomoto H， Saito M， Imanishi H,

submucosal dissection for the therapeutic strategy of

Nishiguchi S． Cost-effectiveness analysis on the

large colorectal tumors． J Gastroenterol Hepatol

surveillance for hepatocellular carcinoma in liver

2012;27:510-5

cirrhosis patients using contrast-enhanced

Kim Y， Yokoyama S， Watari J， Hori K， Yamasaki T,
Okugawa T， Toyoshima F， Kondo T， Sakurai J,

ultrasonography． Hepatol Res 2012;42:376-84
Matsuda F， Torii Y， Enomoto H， Kuga C， Aizawa N,

Tanaka J， Tomita T， Oshima T， Fukui H， Abe T,

Iwata Y， Saito M， Imanishi H， Shimomura S,

Matsumoto T， Miwa H． Endoscopic and clinical

Nakamura H， Tanaka H， Iijima H， Tsutsui H,

features of gastric ulcers in Japanese patients with or

T a n a k a Y， N i s h i g u c h i S ． A n t i - i n t e r f e r o n -α

without Helicobacter pylori infection who were using

neutralizing antibody is associated with nonresponse

NSAIDs or low-dose aspirin． J Gastroenterol

to pegylated interferon-α plus ribavirin in chronic

2012;47:904-11
Tomita T， Kim Y， Yamasaki T， Okugawa T， Kondo T,
Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Morita T,

hepatitis C． J Viral Hepat 2012;19:694-703
［症例報告］
Watari J， Yamasaki T,

Okugawa

T， Miwa H． Prospective randomized controlled trial

Oshima T,

to compare the effects of omeprazole and famotidine

Morphological changes of colonic Dieulafoy’s lesion：a

in preventing delayed bleeding and promoting ulcer

case that could be retrospectively reviewed in a

healing after endoscopic submucosal dissection． J

patient without treatment． Clin J Gastroenterol

Watari J， Tomita T， Toyoshima F， Sakurai J， Kondo

Sakurai J,

Fukui H,

T,

Gastroenterol Hepatol 2012;27:1441-6

Toyoshima F,

Kondo T,

Oshima T， Fukui H， Hori K， Watari J， Matsumoto

Hori K,

Tanaka J,

Tomita T,

Matsumoto T,

Miwa H.

2011;4:351-4
會澤信弘， 飯島尋子， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典，

T， Asano H， Yamasaki T， Okugawa T， Tanaka J,

榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 下村壯治， 西口修

Daimon T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto

平， 近藤祐一， 藤元治朗， 廣田省三， 西上隆之， 廣

T， Miwa H． The incidence of “silent” free air and

田誠一． 肝細胞癌との鑑別が困難であった小型細胆管細

aspiration pneumonia detected by CT after gastric

胞癌の1症例． 第17回肝血流動態イメージ研究会記録集

endoscopic submucosal dissection． Gastrointest

2012：85-8

Endosc 2012;76:1116-23
Enomoto H， Inoue S， Matsuhisa A， Aiza w a N,

■学会発表■
［国際学会］
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Yamasaki T， Oshima T， Asano H， Okugawa T， Kondo

gastrostomy is effective in patients undergoing

T， Watari J， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J,

radiation therapy or chemoradiation therapy for

Tomita T， Fukui H， Matsumoto T， Miwa H.

esophageal cancer． 20th United European

Influence of age and correlation on esophageal

Gastroenterology Week（UEGW2012）2012.10

visceral chemosensitivity and mechanosensitivity.
Digestive Disease Week 2012（DDW2012）2012.5 San
Diego

Amsterdam
Tamura A， Watari J， Hara K， Ikeo K， Asano H,
Kondo T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Tomita

T o m i t a T， O k u g a w a T， Y a m a s a k i T， K o n d o T ,

T， Oshima T， Fukui H， Hori K， Matsumoto T,

Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka J， Oshima T,

Miwa H． Abdominal obesity and risk of barrett’s

Fukui H， Hori K， Watari J， Kashiwagi T,

esophagus：A pilot study in Japanese referral centers.

Matsumoto T， Miwa H． Usefulness of gastric

13th World Congress of the International Society for

scintigraphy in the assessment of gastric

Diseases of the Esophagus 2012.10 Venice

accommodation． Digestive Disease Week 2012
（DDW2012）2012.5 San Diego

Tanaka H， Iijima H， Ishii A， Takashima T， Sakai Y,
Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y， Enomoto H,

Fukui H， Zhang X， Toyoshiama F， Tomita T， Oshima

Saito M， Imanishi H， Nishiguchi S， Higashiura A,

T， Watari J， Imura J， Fujimori T， Matsumoto T,

Hirota S， Fujimoto J． Prediction of early recurrence

Miwa H． Involvement of IL-22 signaling in gastric

of hepatocellular carcinoma by contrast-enhanced

cancer cell invasion． Digestive Disease Week 2012

ultrasonography using maximum intensity projection
technique． The 63rd Annual Meeting of the

（DDW2012）2012.5 San Diego
Kondo T， Oshima T， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka
J， Tomita T， Fukui H， Watari J， Matsumoto T,

American Association for the Study of Liver Diseases
（AASLD2012）2012.11 Boston

Miwa H． Prostaglandin E2 mediates acid-induced

Enomoto H， Sakai Y， Aizawa N， Iwata Y， Iwai T,

esophageal sensation in healthy volunteers． Digestive

Ishii A， Takashima T， Iwata K， Ikeda N， Tanaka H,

Disease Week 2012（DDW2012）2012.5 San Diego

Saito M， Imanishi H， Iijima H， Nakamura H,

Oshima T， Koseki J， Toyoshima F， Sakurai J， Tanaka

Nishiguchi S． The ratio of two glycated proteins in

J， Tomita T， Hattori T， Kase Y， Miwa H.

cirrhotic patients is related to the presence and high

Rikkunshito， a traditional Japanese medicine,

bleeding risk of varices． The 63rd Annual Meeting

ameliorates impaired gastric accommodation in a

of the American Association for the Study of Liver

conscious guinea pig model． Digestive Disease Week
2012（DDW2012）2012.5 San Diego
Watari J， Tomita T,
T,

Asano H,

Sakurai J,

Kondo T,

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston
Takashima T， Iijima H， Aizawa N， Ishii A， Sakai Y,

Yamasaki T, Okugawa

Toyoshima F,

Tanaka J,

Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Enomoto H,
Saito M， Imanishi H， Nishiguchi S， Nakashima O,

Miwa H.

Yano H． Diagnosis of liver fibrosis in patients with

“Subclinical free air”detected by computed

chronic hepatitis and nonalcoholic steatohepatitis

tomography following gastric endoscopic submucosal

using serum enhanced liver fibrosis（ELF）score and

dissection． Digestive Disease Week 2012

ultrasound elastography． The 63rd Annual Meeting

Oshima T,

Fukui H,

Hori K,

Matsumoto T,

（DDW2012）2012.5 San Diego
Oshima T, Toyoshima F,
J,

Tomita T,

of the American Association for the Study of Liver
Fukui H,

Watari

Miwa H． Sleep disorders are assciated with

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston
Iijima H， Tanaka H， Yoshida M， Ishii A， Takashima

dyspeptic subjects in Japan． 20th United European

T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y,

Gastroenterology Week（UEGW2012）2012.10

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， H i r o t a S，

Amsterdam

Fujimoto J， Nishiguchi S． Usefulness of spleen

Sekikawa A， Osaki Y， Zhang X,

Toyoshima

stiffness measurement via Virtual Touch Tissue

Miwa H． Reg

Quantification for prediction of liver cirrhosis． The

IA plays a role in resistance to chemotherapy in

63rd Annual Meeting of the American Association for

gastric cancer．20th United European

the Study of Liver Diseases（AASLD2012）2012.11

Gastroenterology Week（UEGW2012）2012.10

Boston

Fukui H,
F,

Tomita T,

Oshima T,

Watari J,

Amsterdam
Toyoshima F,

A i z a w a N， E n o m o t o H， I i m u r o Y， F u j i m o t o J ,
Oshima T,

Okugawa T,

Kondo T,

Nishiguch S． Sustained pathological abnormalities in

Sakurai J， Tanaka J， Tomita T， Fukui H， Watari J,

the liver after hepatitis C virus eradication． The

Miwa H． Prophylactic percutaneous endoscopic

10th JSH Single Topic Conference 2012.11 Tokyo
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Hida N， Nogami K， Iimuro M， Kono T， Ohda Y,

野上晃司， 應田義雄， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，

Yokoyama Y， Kamikozuru K， Tozawa K， Fukunaga

河野友彰， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸治， 武田直

K,Nakamura S， Matsumoto T． Effect of time of meal

久， 飯室正樹， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

consumption on pharmacokinetics and the clinical

郎， 渡二郎， 三輪洋人， 松本譽之． 大腸ESDにおける

efficacy of oral tacrolimus in refractory ulcerative

2ndデバイスとしてのムコゼクトーム2， SBナイフjrの有用性.

colitis． The 2012 Advances in Inflammatory Bowel
Diseases Crohn’s & Coliyis Foundation’s National
Clinical & Research Conference 2012.12 Florida
Kono T， Hida N， Nogami K， Iimuro M， Ohda Y,

第83回日本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京
會澤信弘， 榎本平之， 西口修平， 高田亮， 岩井孝史，
髙島智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘
教， 岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子． C型

Yokoyama Y， Kamikozuru K， Tozawa K， Fukunaga

肝硬変に対するIFN療法を目的とした脾摘・PSEの適応−非

K， Nakamura S， Matsumoto T． Capsule endoscopy

脾摘例との比較検討−．（ワークショップ）第48回日本肝臓

for assessing small bowel residual lesions at resection

学会総会 2012.6 金沢

and postsurgical recurrence in Crohn’s disease． The

會澤信弘， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 髙嶋智

2012 Advances in Inflammatory Bowel Diseases

之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 田

Crohn’s & Coliyis Foundation’s National Clinical &
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Research Conference 2012.12 Florida
［国内学会］
奥川卓也， 大島忠之， Chen X， 神谷紀子， 浅野晴紀，
近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富田寿彦，
堀和敏， 福井広一， 渡二郎， 松本譽之， 三輪洋人．ク

西 口 修 平． C型 肝 硬 変に対 するPEG-IFN/Ribavirin併
用療法． 第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術
集会 2012.6 神戸
榎本平之， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭
生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池

ローディン3の発現低下は， 早期胃がんにおける増殖能と関

田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安，

係する． 第84回日本胃癌学会総会 2012.2 大阪

飯島尋子， 辻村亨， 西口修平． 肝細胞を標的とした

髙嶋智之， 飯島尋子， 吉田昌弘， 會澤信弘， 高田亮，

Sorafenibとインターフェロンの 併 用 療 法に関 する検 討.

岩井孝史， 坂井良行， 田一也， 池田直人， 田中弘教，

第77回日本インターフェロン・サイトカイン学 会 学 術 集 会

岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修

2012.6 神戸

平． ELFスコアおよびVTTQを用いた肝線維化診断の有用
性． 第98回日本消化器病学会総会 2012.4 東京
岩井孝史， 田中弘教， 西村純子， 吉田昌弘， 高田亮，

榎本平之， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭
生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池
田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安，

髙嶋智之， 坂井良行, 會澤信弘， 池田直人， 岩田一

飯島尋子， 辻村亨， 西口修平．インターフェロンの血管新

也， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 廣

生抑制による抗腫瘍効果に関する検討． 第77回日本イン

田誠一， 西口修平， 飯島尋子． Virtual Touch Tissue

ターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

Quantificationを用いた脾硬度測定の臨床的意義． 第98回
日本消化器病学会総会 2012.4 東京
岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 髙嶋智之， 坂井良行,

久家千紗， 松田二子， 榎本平之， 由利幸久， 長谷川国
大， 岩井孝史， 石井昭生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會
澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典，

會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 榎本平

齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． C型慢性

之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 河合幹夫， 河

肝炎におけるIFN-α中和抗体発現とIFN-β有用性の検討.

野友彰， 神野良男， 中村志郎， 松本學之， 西口修平.

第77回日本インターフェロン・サイトカイン学 会 学 術 集 会

胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療の現状． 第83回日
本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京
會澤信弘， 飯島尋子， 吉田昌弘， 高田亮， 岩井孝史，
髙嶋智之， 田中弘教， 齋藤正紀， 西口修平． 急性肝障

2012.6 神戸
岩井孝史， 由利幸久， 長谷川国大， 石井昭生， 髙嶋智
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飯島尋子， 西口修平． C型慢性肝炎のインターフェロン治

肝硬変度測定の意義．日本超音波医学会第85回学術集会

療のおける抑うつ症状の評価． 第77回日本インターフェロン・

（JSUM2012）2012.5 東京
富田寿彦， 金鏞民， 池尾光一， 原謙， 田村彰朗， 山崎

サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸
鵜飼渉， 渡邊公彦， 會澤信弘， 橋本恵理， 五十嵐健史，
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中淳二， 森田毅， 大島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡

弘， 館野勝， 西口修平， 齋藤利和． インターフェロン

二郎， 松本譽之， 三輪洋人． 胃ESD後の後出血と潰

誘発性うつ病の病態理解 末梢血神経栄養因子の動態解析

瘍治癒に関するオメプラゾールとファモチジンの治療効果

から予見と治療法の可能性． 第77回日本インターフェロン・

−無作為割り付け試験−．（プレナリーセッション）第83回日
本消化器内視鏡学会総会 2012.5 東京

サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸
會澤信弘， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭
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中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安，

傑， 宮永太門， 海崎泰治， 池原久朝， 後藤田卓志，

飯島尋子， 藤元治朗， 西口修平． C型慢性肝炎組織に

内藤慶英. 十二指腸癌が否定できなかった十二指腸腺腫

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77回

に対しLECSが施行された1例. 第84回日本消化器内視鏡

日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

学会総会（JDDW2012）2012.10 神戸

池田直人， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭

富田寿彦， 池尾光一， 田村彰朗， 原謙， 山崎尊久， 奥

生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 岩

川卓也， 近藤隆， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 大

田恵典， 田中弘教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安，

島忠之， 福井広一， 堀和敏， 渡二郎， 松本譽之， 三

飯島尋子， 西口修平． PEG-IFNα-2a/RBV併用療法にお

輪洋人. 無症候性びらん性食道炎の上腹部症状と臨床的

けるResponse-Guided Therapyの有用性の検討. 第77回

特徴. 第84回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2012）

日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

2012.10 神戸

應田義雄， 小川智広， 長瀬和子， 山田真由美， 佐藤寿

樋田信幸． 潰瘍性大腸炎治療におけるタクロリムスの位置付

行， 野上晃司， 河合幹夫， 河野友彰， 戸澤勝之， 上

け．（サテライトシンポジウム）第84回日本消化器内視鏡学会

小鶴孝二， 横山陽子， 飯室正樹， 樋田信幸， 福永健，
堀和敏， 中村志郎， 松本譽之． 潰瘍性大腸炎患者の
大腸内視鏡検査における受動湾曲型超細径スコープの
有用性．（シンポジウム）第30回日本大腸検査学会総会
（JSCE2012）2012.9 東京

総会（JDDW2012）2012.10 神戸
樋田信幸． 治 療 の 実 態， その 成 績と私 の 工 夫．（ラン
チョンセミナー）第84回日本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会
（JDDW2012）2012.10 神戸
佐藤寿行， 應田義雄， 小川智広， 野上晃司， 河合幹夫，

會澤信弘， 齋藤正紀， 西口修平． 血小板低値・C型慢

河野友彰， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正

性 肝 疾 患 のIFN療 法 における脾 摘・PSEの 適 応 基 準.

樹， 樋田信幸， 福永健， 堀和敏， 中村志郎， 三輪洋

（ パネルディスカッション）第16回日本 肝 臓 学 会 大 会

人， 松本譽之． 当科における炎症を背景とする大腸平坦

（JDDW2012）2012.10 神戸

型腫瘍に対する内視鏡治療の検討． 第84回日本消化器内

近藤隆， 大島忠之， 豊島史彦， 櫻井淳， 田中淳二， 富
田寿彦， 福井広一， 渡二郎， 伊達一郎， 古根村崇，

視鏡学会総会（JDDW2012）2012.10 神戸
堀和敏， 富田寿彦， 應田義雄， 樋田信幸， 渡二郎， 三

岡田啓希， 松本譽之， 三輪洋人. 食道におけるプロスタ

輪洋人， 松本譽之． 微小大腸癌の形態学的検討． 第50

グランジンE2及びEP1受容体と胸やけ症状との関連. 第

回日本消化器がん検診学会大会（JDDW2012）2012.10

54回日本消化器病学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

神戸

前屋舖千明， 永田尚義， 朝山直樹， 野崎雄一， 櫻井俊

中村志郎, 樋田信幸, 福永健, 應田義雄, 飯室正樹,

之， 池原久朝， 草野央， 横井千寿， 小島康志， 小早

横山陽子, 戸澤勝之, 上小鶴孝二, 河野友彰, 河合幹

川雅男， 後藤田卓志， 柳瀬幹雄. 出血コントロールに難

夫, 野上晃司, 小川智広, 佐藤寿行, 堀和敏, 三輪

渋した血管肉腫の一例. 第54回日本消化器病学会大会

洋人, 松本譽之． 当院における難治性潰瘍性大腸炎に対

（JDDW2012）2012.10 神戸
河野友彰， 吉田幸治， 佐藤寿行， 小川智広， 野上晃司，
河合幹夫， 上小鶴孝二， 横山陽子， 戸澤勝之， 飯室正

する抗TNF-α抗体療法の治療成績．（シンポジウム）第67回
日本大腸肛門病学会学術集会 2012.11 福岡
野上晃司, 應田義雄, 小川智広, 河合幹夫, 河野友彰,

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 中村志郎， 三輪

上小鶴孝二, 戸澤勝之, 飯室正樹, 福永健, 樋田信

洋 人， 松 本 譽 之． 当 院におけるAdalimumabの 使 用

幸， 渡二郎, 中村志郎, 松本譽之． 大腸ESDにおける

経 験． 第54回日本 消 化 器 病 学 会 大 会（JDDW2012）

2nd deviceとしてのブレード系ナイフ及びハサミ型ナイフの

2012.10 神戸

有用性．（ビデオシンポジウム）第67回日本大腸肛門病学会

野上晃司， 福永健， 横山陽子， 樋田信幸， 應田義雄，

学術集会 2012.11 福岡

飯室正樹， 上小鶴孝二， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹

内野基, 池内浩基, 松岡宏樹, 坂東俊宏, 平田晃弘,

夫， 河野友彰， 中村志郎， 三輪洋人， 松本譽之． 潰

樋田信幸, 福永健, 中村志郎, 松本譽之, 竹末芳生,

瘍 性 大 腸 炎 患 者に対するInfliximabの長 期 予 後と効 果

冨田尚裕． 炎症性腸疾患手術における発癌症例の検討.

予 測 因 子 の 検 討． 第54回日本 消 化 器 病 学 会 大 会

（パネルディスカッション）第67回日本大腸肛門病学会学術集

（JDDW2012）2012.10 神戸
河合幹夫， 福永健， 佐藤寿行， 小川智広， 野上晃司，

会 2012.11 福岡
［地方会等］

河野友彰， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 横山陽子， 吉田幸

浅野晴紀， 豊島史彦， 原謙， 池尾光一， 近藤隆， 櫻井

治， 飯室正樹， 應田義雄， 樋田信幸， 中村志郎， 三

淳， 田中淳二， 富田寿彦， 大島忠之， 福井広一， 渡

輪洋人， 松本譽之． ウイルス性肝炎合併潰瘍性大腸炎患
者に対する白血球除去療法． 第54回日本消化器病学会大
会（JDDW2012）2012.10 神戸
青柳裕之， 伊部直之， 高橋和人， 林宣明， 熊本倫子，

二郎， 松本譽之， 三輪洋人.

Cronkhite-Canada症候群

（CCS）の3例. 第96回日本消化器病学会近畿支部会例会
2012.1 大阪
岩田一也， 榎本平之， 會澤信弘， 西口修平． 血小板低値
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のＣ型慢性肝炎疾患におけるインターフェロン治療に関する

転帰と治療内容に関する多施設共同研究の状況． 厚生労

検討. （ワークショップ）第96回日本消化器病学会近畿支部

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

例会 2012.1 大阪

管障害に関する調査研究」平成23年度第2回総会 2012.1

高田亮， 岩田恵典， 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

東京
三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他37名． 高齢者炎症

之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． 胃

性腸疾患診療の現状把握−過去の入院患者に関する多施

静脈瘤を合併したCOACH症候群の一例． 第96回日本消

設へのアンケート調査結果（第2報）と前向き多施設共同研

化器病学会近畿支部例会 2012.1 大阪
池田仁美， 横山陽子， 應田義雄， 野上晃司， 福永健，
樋田信幸， 飯室正樹， 戸澤勝之， 上小鶴孝二， 三輪洋

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23年度
第2回総会 2012.1 東京

人， 松本譽之． メサラジンにて好酸球性肺炎をおこした潰

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

瘍性大腸炎の1例． 第97回日本消化器病学会近畿支部例

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

会 2012.9 京都

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

瀧本真弓， 横山陽子， 松本優子， 應田義雄， 野上晃司，
福永健， 樋田信幸， 飯室正樹， 上小鶴孝二， 中村志

管障害に関する調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7
東京

郎， 堀和敏， 飯島尋子， 三輪洋人， 松本譽之． 妊娠

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

中に潰瘍性大腸炎を発症した1例． 第97回日本消化器病学

療の標準化を目指した潰瘍性大腸炎治療指針の改訂． 厚

会近畿支部例会 2012.9 京都

生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症

樋田信幸， 中村志郎， 松本譽之． Down-Up法による横
行結腸の挿入．（ビデオワークショップ）第89回日本消化器
内視鏡学会近畿支部例会 2012.11 大阪

性腸管障害に関する調査研究」 平成24年度第1回総会
2012.7 東京
渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

北山嘉隆， 河野友彰， 佐藤寿行， 小川智広， 河合幹夫，

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

野上晃司， 上小鶴孝二， 戸澤勝之， 横山陽子， 飯室正

治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する

樹， 應田義雄， 福永健， 樋田信幸， 堀和敏， 中村志

調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7 東京

郎， 三輪洋人， 松本譽之． PET-CTが診断の契機となっ

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他32名． 妊娠出産の

た条虫症の1例． 第89回日本消化器内視鏡学会近畿支部

転帰と治療内容に関する多施設共同研究の状況． 厚生労

例会 2012.11 大阪

働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸

［科学研究費等班会議］

管障害に関する調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7

松本譽之， 中村志郎， 福永健， 樋田信幸， 他13名． 治

東京

療の標準化を目指したクローン病治療指針の改訂． 厚生

三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他37名． 高齢者炎症

労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性

性腸疾患診療の現状把握−過去の入院患者に関する多施

腸 管 障 害に関 する調 査 研 究 」 平 成23年 度 第2回 総 会

設へのアンケート調査結果（第3報）と前向き多施設共同研

2012.1 東京

究の提案−厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業

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
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2回総会
2012.1 東京

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成24年度
第1回総会 2012.7 東京
［研究会・講演会等］
會澤信弘， 飯島尋子， 高田亮， 岩井孝史， 高島智之，
坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵

渡邉聡明， 松本譽之， 樋田信幸， 他18名． 潰瘍性大腸炎

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯室勇二， 藤

に対する癌サーベイランス法の確立． 厚生労働科学研究

元治朗， 三浦行矣， 廣田省三， 中正恵二， 廣田誠

難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す

一， 西口修平． CTAPで濃染を示した肝細胞癌の1例.

る調査研究」平成23年度第2回総会 2012.1 東京
松本譽之， 福永健， 中村志郎， 樋田信幸， 應田義雄，
飯室正樹， 武田直久， 吉田幸治， 横山陽子， 上小鶴孝

第18回肝血流動態イメージ研究会 2012.1 神戸
樋田信幸． 大腸癌について． 神戸市健康づくりセンター健康
づくりセミナー 2012.2 神戸

二， 河野友彰， 河合幹夫， 野上晃司， 小川智広． 難

會澤信弘． C型慢性肝炎組織からの発癌とミ
トコンドリア遺伝

治性潰瘍性大腸炎患者の維持治療としての顆粒球・単球吸

子異常に関する検討． Kansai Liver Club 2012 2012.3 大

着除去療法（GMA）
；本邦発の新しいエビデンスを目指した

阪

多施設共同研究に向けて． 厚生労働科学研究 難治性疾

樋田信幸． 大腸内視鏡挿入のコツと潰瘍性大腸炎における

患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研

cancer/dysplasiaのサーベイランス．（教育講演）第4回

究」平成23年度第2回総会 2012.1 東京
三浦総一郎， 樋田信幸， 松本譽之， 他32名． 妊娠出産の

K-腸疾患研究会 2012.5 大阪
樋田信幸． 大腸内視鏡挿入のコツ． 第42回兵医大腸疾患研

兵庫医大業績録（2012）

199

100ステップ． 東京：中外医学社 2012:27-32

究会 2012.6 尼崎
樋田信幸． 大腸がんについて． 兵庫連合会保健師連絡協議

高山忠利， 飯島尋子， 金子弘真， 國土典宏， 土谷薫，高
見裕子， 荒井保明， 小尾俊太郎， 古瀬純司， 櫻井英

会研修会 2012.6 神戸
■その他■

幸， 安田茂雄， 江川裕人， 中面哲也． 治療法選択のた

樋田信幸． クローン病の内科治療について. 第2回外来CD

めの診断法と検査． 名医が語る 最新・最良の治療 肝臓が
ん． 東京：法研 2012:19-25

キャンパス 2012.9 西宮
樋田信幸. 潰瘍性大腸炎の治療， 最近の知見を踏まえて.
学習講演会と難病医療相談会（NPO法人大阪難病連）

■学術論文■
［総説］
飯島尋子． 画像検査を用いた新しい線維化診断法． 医学の

2012.10 大阪
池原久朝. 鳥肌胃炎を有する患者における胃癌発生リスクの
検討. 第7回消化管の炎症を考える会 2012.12 東京
［兼任］

あゆみ 2012;240:733-8
合田亜希子， 正木充， 増山理． 僧帽弁閉鎖不全症の手術
適応と術後フォロー・アップの基本． 超音波医学 2012;39:

三輪洋人（内科学上部消化管科 参照）
樋田信幸（内科学下部消化管科 参照）

87-99
青木智子， 吉田昌弘， 岸浩一郎， 田中弘教， 西口修平，

會澤信弘（内科学肝胆膵科 参照）

飯島尋子． Virtual touch tissue quantification（VTTQ）

池原久朝（内科学上部消化管科 参照）

における肝 硬 度 規 定 因 子と肝 機 能の評 価． 映 像 情 報
Medical 2012;44:449-53

超音波センター

Ultrasound Imaging Center

柴田陽子， 飯島尋子． 話題の技術・診断法の臨床応用 肝
腫 瘍 組 織 診 断 におけるVTTIおよびVTTQの 有 用 性.
Innervision 2012;27:55-8
飯島尋子， 吉田昌弘， 山平正浩， 柴田陽子， 橋本眞里

■著書■

子， 東 浦 晶 子， 西 村 純 子， 吉 本 直 喜， 田 中 弘 教.

飯島尋子． 超音波（エコー）検査． 福田能啓， 奥田真珠

Virtual Touch Tissue Quantification（VTTQ） 法によ

美 編． クローン病ってこんな病気−食生活から見直す−.

る肝線維化診断における炎症の影響． Innervision 2012;

新版． 東京：診断と治療社 2012:62-6

27:42-4

飯島尋子， 田中弘教． 超音波検査による肝細胞癌の早期診
断−Bモード画像−． 有井滋樹， 松井修 編． 肝細胞癌

青木智子， 飯島尋子， 西口修平． わが国における非B非C
型肝硬変の実態． 臨牀消化器内科 2012;27:529-37

の早期診断：画像と分子マーカー 厚生労働科学研究費補

貴田岡正史， 熊田卓， 松田康雄， 飯島尋子， 小川眞広,

助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）
． 東京：アークメ

工藤信樹， 小原和史， 紺野啓， 高倉玲奈， 西田睦,
南康範， 森秀明， 山田昌彦， 日本超音波医学会用語・

ディア 2012:126-30
飯島尋子， 青木智子， 田中弘教． 超音波による硬さ診断と
肝発癌． 有井滋樹， 松井修 編． 肝細胞癌の早期診断：

診断基準委員会． 肝腫瘤の超音波診断基準． 超音波医
学 2012;39:317-26

画像と分子マーカー 厚生労働科学研究費補助金（肝炎等

藤原昌平， 合田亜希子， 廣谷信一， 増山理． 心疾患に伴

克服緊急対策研究事業）
． 東京：アークメディア 2012:137-

う浮腫の診断と治療． Fluid Management Renaissance
2012;2:233-9
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田中弘教， 飯島尋子． ソナゾイド造影超音波の標準的な造

高嶋智之， 吉田昌弘， 田中弘教， 西口修平， 飯島尋子.

影方法−投与法， 装置条件， 時相−． 有井滋樹， 松井

肝 臓 の 線 維 化 診 療 の 進 歩 Virtual Touch Tissue

修 編． 肝細胞癌の早期診断：画像と分子マーカー 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）
．

Quantification（VTTQ）
． 肝胆膵 2012;65:303-10
飯島尋子， 吉田昌弘， 青木智子， 高嶋智之， 田中弘教，
西口修平． 肝疾患の検査に関連するトピックス 慢性肝疾患

東京：アークメディア 2012:154-9
田中弘教， 飯島尋子． VascularイメージとKupfferイメージに

の線維化診断と発癌の関係． 治療 2012;94:1497-507

よる肝癌の分化度診断． 有井滋樹， 松井修 編． 肝細胞

飯島尋子． 肝・胆・膵疾患 検診で肝機能異常を指摘された

癌の早期診断：画像と分子マーカー 厚生労働科学研究費

52歳の男性 非アルコール性脂肪性肝障害． 検査と技術

補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）
． 東京：アークメ

2012;40:902-6
合田亜希子．壁運動異常から責任血管を推察しよう! ．Heart

ディア 2012:167-71
青木智子， 飯島尋子， 西口修平.

NBNC肝硬変：成因別

特色と超音波剪断弾性波（VTTQ）による肝硬度の検討.

2012;2:4-9
［原著］

青栁豊， 橋本悦子， 西口修平， 鈴木康秋， 大竹孝明

Tanaka H， Iijima H， Nouso K， Aoki N， Iwai T,

編. 我が国における非B非C肝硬変の実態調査2011. 札

Takashima T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda

幌：響文社 2012:58-61
合田亜希子． 心臓の拡張能． 増山理 編． 心エコー診断

N， Iwata Y， Enomoto H， Saito M， Imanishi H,
Nishiguchi S． Cost-effectiveness analysis on the
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surveillance for hepatocellular carcinoma in liver

advanced hepatocellular carcinoma ? ． 47th Annual

cirrhosis patients using contrast-enhanced

Meeting of the European Association for the Study of

ultrasonography． Hepatol Res 2012;42:376-84
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Takashima T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda

Moriwaki E， Shimomura S， Iijima H， Nakamura H,
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Hirota S， Fujimoto J， Nishiguchi S． Impact of the
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hepatitis C virus related liver fibrosis． World J

patients with chronic hepatitis C by virtual touch

Hepatol 2012;7:11-7

tissue quantification． 47th Annual Meeting of the

Sakai Y， Enomoto H， Aizawa N， Iwata Y， Tanaka H,
Ikeda N， Takashima T， Takata R， Iwai T， Iwata K,

European Association for the Study of the Liver
（EASL2012）2012.4 Barcelona

Saito M， Imanishi H， Iijima H， Nakamura H,

Sporea I， Bota S， Sirli R， Tanaka H， Iijima H,

Nishiguchi S． Relationship between elevation of

Badea R， Lupsor M， Fierbinteanu-Braticevici C,

glycated albumin to glycated hemoglobin ratio in

Petrisor A， Saito H， Ebinuma H， Friedrich-Rust

patients with a high bleeding risk of esophageal

M， Sarrzin C， Takahashi H， Ono N， Piscalia F,

varices． Hepatogastroenterology 2012;59:2280-4

Borghi A， D’Onfrio M， Gallotti A， Peck-

Sporea I， Bota S， Peck-Radosavljevic M， Sirli R,

Radosavljevic M， Ferlitsch A， Popescu A， Danila

Tanaka H， Iijima H， Badea R， Lupsor M,

M． The value of ARFI elastography for fibrosis

Fierbinteanu-Braticevici C， Petrisor A， Saito H,

evaluation in patients with liver biopsy-an

E b i n u m a H， F r i e d r i c h - R u s t M， S a r r a z i n C ,

international multicenter study． 47th Annual

Takahashi H， Ono N， Piscaglia F， Borghi A,

Meeting of the European Association for the Study of

D'Onofrio M， Gallotti A， Ferlitsch A， Popescu A,

the Liver（EASL2012）2012.4 Barcelona

D a n i l a M． A c o u s t i c r a d i a t i o n f o r c e i m p u l s e

Tanaka H， Iijima H， Higashiura A， Ishii A， Takashima

elastography for fibrosis evaluation in patients with

T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y,

chronic hepatitis C：An international multicenter

E n o m o t o H， S a i t o M， I m a n i s h i H， H i r o t a S ,

study． Eur J Radiol 2012;81:4112-8

Fujimoto J， Nishiguchi S． Prediction of early

［症例報告］

recurrence of hepatocellular carcinoma by contrast-

岩井孝史， 田中弘教， 中島収， 飯島尋子． アルコール性

enhanced ultrasonography using maximum intensity

肝硬変に生じた3結節の切除例． 肝胆膵画像 2012;14:429-

projection technique． The 63rd Annual Meeting of

37

the American Association for the Study of Liver

■学会発表■
［国際学会］

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston
Enomoto H， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Iwai T,

Bota S， Sporea I， Sirli R， Tanaka H， Iijima H,

Ishii A， Takashima T， Iwata Y， Ikeda N， Tanaka H,

Badea R， Lupsor M， Fierbinteanu-Braticevici C,

Saito M， Imanishi H， Iijima H， Nakamura H,

Petrisor A， Saito H， Ebinuma H， Friedrich-Rust

Nishiguchi S． The ratio of two glycated proteins in

M， Sarrzin C， Takahashi H， Ono N， Piscalia F,

cirrhotic patients is related to the presence and high

Borghi A， D’Onfrio M， Gallotti A， Peck-

bleeding risk of varices． The 63rd Annual Meeting

Radosavljevic M， Ferlitsch A， Popescu A， Danila

of the American Association for the Study of Liver

M． Influence of aminotransferases level on the

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston

correlation of liver stiffness assessed by acoustic

Tanaka H， Iijima H， Nishimura J， Takashima T， Ishii

radiation force impulse（ARFI）elastography with

A， Sakai Y， Iwata K， Ikeda N， Iwata Y， Enomoto

liver fibrosis-an international multicenter study． 47th

H， Saito M， Imanishi H， Hirota S， Fujimoto J，

Annual Meeting of the European Association for the

Nishiguchi S． Could spleen stiffness measurement

Study of the Liver（EASL2012）2012.4 Barcelona

using virtual touch tissue quantification be a good

Tanaka H， Iijima H， Shibata Y， Takata R， Iwai T,

predictor of the presence of varices, including large

Takashima T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda

esophageal varices ? ． The 63rd Annual Meeting of

N， Iwata Y， Enomoto H， Saito M， Imanishi H,

the American Association for the Study of Liver

Nishiguchi S． Sonazoid contrast enhanced

Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston

ultrasonography could be used for monitoring of

Takashima T， Iijima H， Aizawa N， Ishii A， Sakai Y,

Sorafenib’s early response and for follow up of

Iwata K， Ikeda N， Tanaka H， Iwata Y， Enomoto H,
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Saito M， Imanishi H， Nishiguchi S， Nakashima O，

高嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 池田直人， 岩田一

Yano H． Diagnosis of liver fibrosis in patients with

也， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 廣

chronic hepatitis and nonalcoholic steatohepatitis

田誠一， 西口修平， 飯島尋子． Virtual Touch Tissue

using serum Enhanced Liver Fibrosis（ELF）score

Quantificationを用いた脾硬度測定の臨床的意義． 第98回

and ultrasound elastography． The 63rd Annual
Meeting of the American Association for the Study of
Liver Diseases（AASLD2012）2012.11 Boston
Iijima H， Tanaka H， Yoshida M， Ishii A， Takashima
T， Sakai Y， Aizawa N， Iwata K， Ikeda N， Iwata
Y， Enomoto H， Saito M， Imanishi H， Hirota S，

日本消化器病学会総会 2012.4 東京
飯島尋子， 工藤篤， 佐藤公太， 田中弘教， 吉田昌弘,
市野瀬志津子， 和氣健二郎， 有井滋樹． VTTQ検査に
よる安全性の検討−動物モデルを使用して−．（ワークショッ
プ ）日本 超 音 波 医 学 会 第85回 学 術 集 会（JSUM2012）
2012.5 東京

Fujimoto J， Nishiguchi S． Usefulness of spleen

田中弘教， 東浦晶子， 吉田昌弘， 山平正浩， 岩井孝史,

stiffness measurement via Virtual Touch Tissue

高嶋智之， 會澤信弘， 池田直人， 西口修平， 飯島尋

Quantification for prediction of liver cirrhosis． The

子． 超音波を用いた肝細胞癌の診断および治療法の進

63rd Annual Meeting of the American Association for

歩 最新の超音波装置を駆使したRFA治療．（シンポジ

the Study of Liver Diseases（AASLD2012）2012.11

ウム）日本超音波医学会第85回学術集会（JSUM2012）

Boston
［国内学会］

2012.5 東京
飯島尋子， 青木智子， 田中弘教， 東浦晶子， 會澤信弘,

Yoshida C， Hirotani S， Goda A， Masaki M， Otsuka M,

高嶋智之， 池田直人， 廣田誠一， 藤元治朗， 西口修

Eguchi A， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Masuyama

平． 肝 腫 瘍 造 影 超 音 波 過 去5年の総 括と今 後の展 望

T. Inhibition of collagen degradation with beta blocker

Sonazoid肝腫瘍診断の総括と展望 特に肝腫瘍早期診断

therapy induced left ventricular reverse remodeling.

に着目して．（シンポジウム）日本超音波医学会第85回学術

第76回日本循環器学会学術集会 2012.3 福岡

集会（JSUM2012）2012.5 東京

Masaki M， Hirotani S， Goda A， Masuyama T． Aortic

飯島尋子， 田中弘教， 三輪洋人． 消化管疾患における超

stiffening and endothelial dysfunction account for

音波検査の現状と今後 当院における消化管疾患の超音波

exercise intolerance in patients with heart failure

診断の現状と今後．（パネルディスカッション）日本超音波医

preserved ejection fraction．（Symposium）第76回日本
循環器学会学術集会 2012.3 福岡

学会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京
吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 大野香織， 會澤信弘,

Goda A． Educational cases using echo-Doppler method.

齋藤正紀， 廣田誠一， 藤元治朗， 西口修平， 飯島尋

第23回日本心エコー図学会学術集会（JSE2012）2012.4

子． 消 化 器 疾 患 診 療における超 音 波Elastographyの

大阪
Masaki M， Goda A， Hirotani S， Yoshida C， Otsuka M,
Kawabata M， Koshiba M， Masuyama T． The role of
plasma aldosterone concentration in hypertensive
p a t i e n t s ． 第 2 3 回日本 心 エコー 図 学 会 学 術 集 会
（JSE2012）2012.4 大阪
Masai K， Goda A， Masaki M， Otsuka M， Yoshida C,
Ichimura M， Hirotani S， Masuyama T． Determinants

有用性 Shear Waveを用いた非 侵 襲 的 肝 線 維 化 診 断.
（ワークショップ ）日本 超 音 波 医 学 会 第85回 学 術 集 会
（JSUM2012）2012.5 東京
正木充， 合田亜希子， 廣谷信一， 吉田千佳子， 大塚美
里， 中坊亜由美， 川端正明， 戌角幸治， 小柴賢洋，
増山理． 高血圧症患者における左室拡張能改善とアルドス
テロン濃度の関係：左房径を用いた検討．日本超音波医学
会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京

of improvement in systolic dysfunction in patients

正井久美子， 合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 市村真貴

with low ejection fraction and low heart rate． 第23回

子， 廣谷信一， 増山理． 心拍数の低い左室収縮能低下

日本心エコー図学会学術集会（JSE2012）2012.4 大阪

症例における左室収縮・拡張能改善に寄与する因子．日本

Fukui M， Ichimura M， Goda A， Masaki M， Otsuka M,

超音波医学会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京

Yoshida C， Masai K， Hirotani S， Masuyama T.

市村真貴子， 合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 吉田千佳

Prognostic factors of improvement in ejection fraction

子， 福井美保， 正井久美子， 廣谷信一， 増山理． 左

in patients with left ventricular dysfunction． 第23回日

室駆出率低下例において左室駆出率改善に寄与する因

本心エコー図学会学術集会（JSE2012）2012.4 大阪
高嶋智之， 飯島尋子， 吉田昌弘， 會澤信弘， 高田亮,

子についての検討． 日本超音波医学会第85回学術集会
（JSUM2012）2012.5 東京

岩井孝史， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘

西村純子， 田中弘教， 吉田昌弘， 橋本眞里子， 柴田陽

教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

子， 東浦晶子， 山平正浩， 廣田誠一， 西口修平， 飯

口修平． ELFスコアおよびVTTQを用いた肝線維化診断の

島尋子． VTTQを用いた脾硬度測定による慢性肝疾患進

有用性． 第98回日本消化器病学会総会 2012.4 東京
岩井孝史， 田中弘教， 西村純子， 吉田昌弘， 高田亮,

展度および食道静脈瘤診断． 日本超音波医学会第85回学
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インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

會澤信弘， 飯島尋子， 吉田昌弘， 高田亮， 岩井孝史,

鵜飼渉， 渡邊公彦， 會澤信弘， 橋本恵理， 五十嵐健史，

高嶋智之， 田中弘教， 齋藤正紀， 西口修平． 急性肝障

金田博雄， 木川昌康， 白坂知彦， 石井貴雄， 吉永敏
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弘， 館野勝， 西口修平， 齋藤利和． インターフェロン誘

肝硬度測定の意義． 日本超音波医学会第85回学術集会
（JSUM2012）2012.5 東京
大野香織， 吉田昌弘， 田中弘教， 柴田陽子， 東浦晶子,

発性うつ病の病態理解 末梢血神経栄養因子の動態解析か
らの予見と治療法の可能性． 第77回日本インターフェロン・
サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

橋本眞里子， 豊倉恵理子， 坪内博仁， 西口修平， 飯島

會澤信弘， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭

尋 子． Virtual Touch Tissue QuantificationとShear

生， 高嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田

Wave Elastographyによる肝腫瘍性状診断． 日本超音波

中弘教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安，

医学会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京

飯島尋子， 藤元治朗， 西口修平． C型慢性肝炎組織に

最勝寺晶子， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子， 田中弘

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77

教， 會澤信弘， 廣田誠一， 坪内博仁， 西口修平， 飯

回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神

島尋子． 造影超音波における非アルコール性脂肪肝炎

戸

の診断と臨床評価． 日本超音波医学会第85回学術集会
（JSUM2012）2012.5 東京

池田直人， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 高嶋智
之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 岩田恵典， 田

齋藤宰， 田中弘教， 橋本眞里子， 佐藤秀一， 木下芳一,

中弘教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋

西口修平， 廣田誠一， 飯島尋子． 限局性過形成結節の

子， 西 口 修 平． PEG-IFNα-2a/RBV併用療 法における

診断におけるソナゾイド造影超音波検査の有用性． 日本

Response-Guided Therapyの有用性の検討． 第77回日本

超音波医学会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京

インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

會澤信弘， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 高嶋智

高嶋智之， 飯島尋子， 吉田昌弘， 會澤信弘， 高田亮,

之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 田

岩井孝史， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘

中弘教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子，

教， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 中

西口修平． C型肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用

島収， 矢野博久， 西口修平．（ワークショップ）C型慢性

療法． 第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集

肝疾患におけるELFスコアおよびVTTQを用いた肝線維化

会 2012.6 神戸

診断の有用性． 第48回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

榎本平之， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭

田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 高田亮， 岩井孝史,

生，髙嶋智之，坂井良行，會澤信弘，岩田一也，池田

髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

直人，田中弘教，岩田恵典，齋藤正紀，今西宏安，飯

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 廣

島尋子， 辻村亨， 西口修平． 肝細胞癌を標的とした

田誠一， 飯室勇二， 藤元治朗， 西口修平．（ワークショッ

Sorafenibとインターフェロンの併用療法に関する検討． 第77

プ）肝細胞癌の造影超音波による悪性度評価からの治療方

回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神

針（Irregular patternの重要性）
． 第48回日本肝臓学会

戸

総会 2012.6 金沢

榎本平之， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭

會澤信弘， 榎本平之， 西口修平， 高田亮， 岩井孝史,

生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池

髙嶋智之， 坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘

田直人， 田中弘教， 岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安，

教， 岩 田 恵 典， 齋 藤 正 紀， 今 西 宏 安， 飯 島 尋 子．

飯島尋子， 辻村亨， 西口修平．インターフェロンの血管新

（ワークショップ）C型肝硬変に対するIFN療法を目的とした

生抑制による抗腫瘍効果に関する検討． 第77回日本インター

脾摘・PSEの適応 非脾摘例との比較検討． 第48回日本肝

フェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

臓学会総会 2012.6 金沢

久家千紗， 松田二子， 榎本平之， 由利幸久， 長谷川国

飯室勇二， 岡田敏弘， 鈴村和大， 木下幸治， 中村育夫,

大， 岩井孝史， 石井昭生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會

近藤祐一， 裴正寛， 飯島尋子， 西口修平， 麻野泰包,

澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵典，

平野公通， 藤元治朗．（オープンワークショップ）脾機能亢

齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． C型慢

進症合併肝細胞癌症例に対する外科的治療戦略． 第48

性肝炎におけるIFN-α中和抗体発現とIFN-β有用性の検

回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

討． 第77回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会
2012.6 神戸
岩井孝史， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝史， 石井昭
生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池

青木智子， 西口修平， 飯島尋子．（オープンワークショップ）
Sonazoid造影超音波門脈優位相を用いた肝細胞癌の診
断意義． 第48回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢
飯島尋子， 吉田昌弘， 田中弘教， 大野香織， 高田亮,
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岩井孝史， 髙嶋智之， 青木智子， 坂井良行， 會澤信

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋

口修平． 経皮的RFA治療時における超音波装置の適

藤 正 紀， 今 西 宏 安， 廣 田 誠 一， 西 口 修 平． Shear

切な選択は? ． 第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）

Waveを用いた非侵襲的肝線維化診断．（オープンワーク

2012.10 神戸

ショップ）第48回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

榎本平之， 辻村亨， 高田亮， 岩井孝史， 髙嶋智之， 坂

髙嶋智之， 會澤信弘， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安,

井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教,

下村壯治， 飯島尋子， 金守良， 井本勉， 城村尚登,

岩田恵典， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 本多政

奥新浩晃， 菅野雅彦， 二宮俊明， 大岡照二， 瀬尾靖,

夫， 西口修平． Sorafenibとインターフェロンの併用療法

廣田誠一， 西口修平． Peg-IFN+RBV併用療法後の天

に関する検討． 第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）

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．（オープンワークショップ）第48回日本肝臓
学会総会 2012.6 金沢

2012.10 神戸
榎本平之， 坂井良行， 會澤信弘， 高田亮， 岩井孝史,
髙嶋智之， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵

髙嶋智之， 岩田恵典， 高田亮， 岩井孝史， 楊和典， 石

典， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． C型

井昭生， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人,

肝硬変患者における糖化ヘモグロビン（HbA1c）と糖化

田中弘教， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋

アルブミン（GA）の比率と食道・胃静脈瘤の形態に関する

子， 西口修平． C型慢性肝疾患患者におけるヘリコバクタ

検討． 第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10

ーピロリ菌除菌療法の有用性の検討．（オープンワークショッ

神戸

プ）第48回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

岩井孝史，田中教弘，吉田昌弘，西村純子，髙嶋智之,

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 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，

髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

榎本平之，齋藤正紀，今西宏安，廣田誠一，西口修平，

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

飯島尋子．Virtual Touch Tissue Quantification

口修平． 分子標的治療薬の早期治療効果判定の試み

（VTTQ）による脾 硬 度および 肝 硬 度 測 定の食 道 静 脈

（造影超音波検査および腫瘍マーカーでの検討）
． 第48回

瘤 予 測 に お け る 意 義． 第16回 日 本 肝 臓 学 会 大 会

日本肝臓学会総会 2012.6 金沢

（JDDW2012）2012.10 神戸

大野香織， 吉田昌弘， 田中弘教， 柴田陽子， 東浦晶子,

田中弘教，飯島尋子，楊和典，岩井孝史，石井昭生，髙嶋

豊倉恵理子， 坪内博仁， 西口修平， 飯島尋子． 超音波

智之，坂井良行，會澤信弘，岩田一也，池田直人，岩田

Shear Waveを用いた肝腫瘍性状診断． 第48回日本肝臓

恵典，榎本平之，齋藤正紀，今西宏安，廣田誠一，西口

学会総会 2012.6 金沢

修平．Virtual Touch Tissue Quantificationによる肝

最勝寺晶子， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子， 田中弘

線維化診断に炎症が与える影響はどの程度認められるか ? .

教， 大野香織， 會澤信弘， 廣田誠一， 坪内博仁， 西

第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

口修平， 飯島尋子． 非アルコール性脂肪肝炎の造影超音

田中弘教， 飯島尋子， 西口修平． 癌検診における各種モダ

波による評価． 第48回日本肝臓学会総会 2012.6 金沢
飯島尋子． 門脈圧亢進症と超音波診断．（教育セミナー）
第19回日本門脈圧亢進症学会総会 2012.9 東京

リティー別の費用効果 最も効果的な検診方法は? ． 第50回
日本消化器がん検診学会大会（JDDW2012）2012.10 神
戸

合田亜希子， 正木充， 廣谷信一， 増山理． 大動脈弁狭窄

飯島尋子． 今， 超音波画像診断で何がわかるのか ? 肝臓領

症の手術適応をビジュアルに決定できるか？．（ビジュアル

域の超音波診断．（シンポジウム）第58回日本臨床検査医

ワークショップ）第60回日本心臓病学会学術集会 2012.9 金
沢
森澤大祐， 廣谷信一， 中坊亜由美， 合田亜希子， 増山
理． 心疾患を伴わない肺高血圧症の心エコー図からみた特
徴． 第1回日本肺循環学会学術集会 2012.9 東京
青 木 智 子， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平． 非B非C型 肝 癌を見

学会学術集会 2012.11 岡山
飯島尋子， 田中弘教， 西口修平． Shear Waveを用いた非
侵襲的肝線維化診断の有用性． 第39回日本肝臓学会東
部会 2012.12 東京
［地方会等］
高田亮， 岩田恵典， 岩井孝史， 髙嶋智之， 坂井良行，

落とさないための方策 VTTQと背景肝因子を用いた発

會澤信弘， 池田直人， 岩田一也， 田中弘教， 榎本平

癌危険群の囲い込み戦略． 第16回日本肝臓学会大会

之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯島尋子， 西口修平． 胃

（JDDW2012）2012.10 神戸
髙 嶋 智 之， 飯 島 尋 子， 西 口 修 平． 低 侵 襲な肝 疾 患 診
断法の進歩 ELFスコアおよびVTTQを用いた肝線維化

静脈瘤を合併したCOACH症候群の1例． 日本消化器病
学会近畿支部第96回例会 2012.1 大阪
石井紀子， 合田亜希子， 正木充， 大塚美里， 河合健志，

診断の有用性． 第16回日本肝臓学会大会（JDDW2012）

江口明世， 廣谷信一， 増山理， 梶山洋平， 宮本裕治.

2012.10 神戸

左室内腫瘤を形成した僧帽弁輪部石灰化の一例． 第113回

田中弘教， 飯島尋子， 楊和典， 岩井孝史， 石井昭生,
髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

日本循環器学会近畿地方会 2012.6 大阪
澤田悠， 廣谷信一， 内藤由朗， 江口明世， 奥原祥貴，
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岩破俊博， 赤堀宏州， 中坊亜由美， 合田亜希子， 増山

子， 田中益水， 藤原昌平， 正木充， 増山理， 飯島尋

理， 山脇弘二． 著明な１度房室ブロックを合併した心室

子． 肥大型心筋症に伴う心尖部瘤の切迫破裂を認めた

中隔腫瘤の一例． 第113回日本循環器学会近畿地方会

一例．日本超音波医学会第39回関西地方会学術集会・第

2012.6 大阪

16回関西地方会講習会 2012.10 大阪

田中弘教． 最新の装置を駆使した腹部超音波検査．（ラン

飯島尋子． 消化器（肝）
：肝臓超音波診療の現状と今後の展

チョンセミナー）日本 超 音 波 医 学 会 第33回中部 地 方 会

開．日本超音波医学会第39回関西地方会学術集会・第16

2012.9 名古屋

回関西地方会講習会 2012.10 大阪

田中弘教， 池田直人， 髙嶋智之， 由利幸久， 石井昭生，
會澤信弘， 岩田一也， 齋藤正紀， 西口修平， 飯島尋

曽山裕子， 合田亜希子， 真鍋恵理， 大星真貴子， 菅原政
貴， 福井美保， 中坊亜由美， 大塚美里， 正木充， 廣

子． 針ナビを使用したRFAの使用経験． 日本超音波医学

谷信一， 増山理， 良本政章， 宮本裕治． 肥大型心筋症

会第39回関西地方会学術集会・第16回関西地方会講習会

に合併した仮性心室瘤の一例． 第114回日本循環器学会近

2012.10 大阪

畿地方会 2012.12 大阪

東浦晶子， 田中弘教， 山平正浩， 吉田昌弘， 柴田陽子，

池田祥子， 合田亜希子， 真鍋恵理， 大星真貴子， 菅原政

橋本眞里子， 近藤祐一， 藤元治朗， 西口修平， 飯島尋

貴， 福井美保， 中坊亜由美， 大塚美里， 正木充， 廣

子． 肝 内 胆 管 癌（ICC）と細 胆 管 細 胞 癌（CoCC）の

谷信一， 増山理， 梶山哲也， 良本政章， 宮本裕治.

Sonazoid造影超音波による画像的特徴． 日本超音波医学

β遮断薬負荷が診断に有用であった大動脈弁狭窄症の一

会第39回関西地方会学術集会・第16回関西地方会講習会

例． 第114回日本循環器学会近畿地方会 2012.12 大阪

2012.10 大阪
橋本眞里子， 田中弘教， 西村純子， 山平正浩， 東浦

［研究会・講演会等］
田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 高田亮， 岩井孝史，

晶子， 柴田陽子， 西口修平， 藤元治朗， 廣田誠一，

髙嶋智之， 會澤信弘， 坂井良行， 岩田一也， 池田直

飯島尋子． 造影超音波検査で評価し得た肝細胞線腫

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

（hepatocellular adenoma）の3症例．日本超音波医学会

口修平． 造影超音波検査による分子標的薬治療の3ステッ

第39回関西地方会学術集会・第16回関西地方会講習会

プモニタリング法の試み． 第5回日本肝がん分子標的治療

2012.10 大阪
由利幸久， 田中弘教， 吉田昌弘， 石井昭生， 髙嶋智之，
會澤信弘， 池田直人， 飯島尋子， 西口修平， 藤元治

研究会 2012.1 東京
飯島尋子． 超音波から見た肝硬変の血行動態．（シンポジウ
ム）第18回肝血流動態イメージ研究会 2012.1 神戸

朗． 造影超音波検査で微細血管血管構築の観察が可能で

最勝寺晶子， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子， 田中弘

あった肝原発PEComaの1例．日本超音波医学会第39回関

教， 大野香織， 會澤信弘， 廣田誠一， 坪内博仁， 西

西地方会学術集会・第16回関西地方会講習会 2012.10 大

口修平， 飯島尋子． 非アルコール性脂肪肝炎の造影超音

阪

波による評価． 第18回肝血流動態イメージ研究会 2012.1

吉田昌弘， 田中弘教， 西村純子， 山平正浩， 東浦晶子，

神戸

柴田陽子， 橋本眞里子， 廣田誠一， 西口修平， 飯島尋

田中弘教， 飯島尋子， 柴田陽子， 高田亮， 岩井孝史，

子． NASH（非アルコール性脂肪性肝炎）におけるVTTQ

髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直

の有用性の検討．日本超音波医学会第39回関西地方会学

人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西

術集会・第16回関西地方会講習会 2012.10 大阪
髙嶋智之， 飯島尋子， 吉田昌弘， 會澤信弘， 西村純子，
池田直人， 田中弘教， 西口修平． C型慢性肝疾患におけ

口修平． 分子標的治療薬による肝細胞癌腫瘍血流パラメー
タの早期変化と治療効果． 第18回肝血流動態イメージ研究
会 2012.1 神戸

るVTTQおよびELFスコアを用いた肝線維化診断の有用

會澤信弘， 飯島尋子， 高田亮， 岩井孝史， 髙嶋智之，

性．日本超音波医学会第39回関西地方会学術集会・第16

坂井良行， 岩田一也， 池田直人， 田中弘教， 岩田恵

回関西地方会講習会 2012.10 大阪

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 飯室勇二， 藤

石井昭生， 田中弘教， 柴田陽子， 由利幸久， 髙嶋智之，

元治朗， 三浦行矣， 廣田省三， 中正恵二， 廣田誠

會澤信弘， 池田直人， 藤元治朗， 西口修平， 飯島尋

一， 西口修平． CTAPで濃染を示した肝細胞癌の一例.

子． 造影超音波にて評価しえた膵SPTの1例．日本超音波
医学会第39回関西地方会学術集会・第16回関西地方会講
習会 2012.10 大阪

第18回肝血流動態イメージ研究会 2012.1 神戸
髙嶋智之， 田中弘教， 東浦晶子， 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

柴田陽子， 田中弘教， 山平正浩， 吉田昌弘， 東浦晶子，

典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯

橋本眞里子， 西口修平， 藤元治朗， 廣田誠一， 飯島尋

島尋子． 早期肝細胞癌の診断におけるSonazoid造影超

子． 膵内分泌腫瘍（PNET）のSonazoid造影超音波所

音波門脈優位相の意義． 第18回肝血流動態イメージ研究

見．日本超音波医学会第39回関西地方会学術集会・第16

会 2012.1 神戸

回関西地方会講習会 2012.10 大阪
三角千香， 合田亜希子， 牧大貴， 松永久美子， 牧原佐知

田中弘教， 飯島尋子． 超音波検査で挑む境界～早期肝細
胞癌診断． 第25回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会

兵庫医大業績録（2012）
2012.4 大阪
田中弘教， 柴田陽子， 由利幸久， 長谷川国大， 岩井孝
史， 石井昭生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩
田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀，
今西宏安， 西口修平， 飯島尋子． 分子標的治療薬の造
影超音波による治療効果判定法における課題． 第6回日本
肝がん分子標的治療研究会 2012.6 足柄下
田中弘教， 柴田陽子， 岩井孝史， 石井昭生， 髙嶋智之，
坂井良行， 會澤信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵
典， 榎本平之， 齋藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯
島尋子． 造影超音波による分子標的治療薬効果判定法
の試み． 第12回関西肝血流動態イメージ研究会 2012.6 大
阪
飯島尋子． VTTQ．（ディベートセッション）第12回関西肝血
流動態イメージ研究会 2012.6 大阪
飯島尋子． 肝腫瘍の超音波診断 特に肝細胞癌について.
第48回日本肝癌研究会 2012.7 金沢
田中弘教， 柴田陽子， 長谷川国大， 由利幸久， 高田亮，
岩井孝史， 石井昭生， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信
弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋
藤正紀， 今西宏安， 西口修平， 飯島尋子． 分子標的治
療薬の治療効果判定法における問題点．（パネルディス
カッション）第48回日本肝癌研究会 2012.7 金沢
髙嶋智之， 田中弘教， 東浦晶子， 長谷川国大， 由利幸
久， 高田亮， 岩井孝史， 石井昭生， 坂井良行， 會澤
信弘， 岩田一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平之，
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飯島尋子． プライマリーケアにおける腹部エコー検査につ
いて． 第1回岡山緑樹会学術講演会 2012.1 岡山
飯島尋子． 肝がんの新しい診断法と治療． 日本肝臓学会市
民公開講座 2012.2 鹿児島
飯島尋子． 肝臓の超音波を極める−その3． 第47回腹部エ
コーカンファレンス 2012.2 岡山
田中弘教． 肝硬変・肝がんについて． 市町等保健指導担当
者研修プログラム 2012.2 西宮
飯島尋子． 超音波によるNASHおよび肝線維化診断法． 第
11回垂水区医師会学術講演会 2012.3 神戸
飯島尋子． 非アルコール性脂肪肝炎の超音波診断． 尼崎市
内科医会講演会 2012.3 尼崎
飯島尋子． 肝疾患の最新超音波診断． 第284回山梨肝胆膵
勉強会 2012.3 山梨
飯島尋子． 肝疾患の超音波診断−造影超音波を中心に−.
筑後腹部超音波検査研究会 2012.3 久留米
飯島尋子． 画像診断 人体はどこまで見ることが出来るの
か？． 医学レクチャー 2012.4 西宮
飯島尋子． NAFLDの超音波診断． 宮崎糖・脂質代謝異
常と肝疾患を考える会 2012.5 宮崎
飯島尋子． 肝線維化診断の現状．（ランチョンセミナー）日本
超音波医学会第85回学術集会 2012.5 東京
田中弘教． 肝疾患への応用．（ランチョンセミナー）日本超音
波医学会第85回学術集会 2012.5 東京
飯 島 尋 子． 肝 臓のエラストグラフィー検 査． 消 化 器now
2012;57:8

齋藤正紀， 今西宏安， 飯室勇二， 藤元治朗， 西口修

飯島尋子， 柴田陽子． LOGIQ S８を使った腹部エコー・下

平， 飯島尋子． 造影超音波による微細腫瘍血管構築より

肢エコー検査について．（ランチョンセミナー）第37回日本超

見た肝細胞癌の悪性度評価． 第48回日本肝癌研究会
2012.7 金沢
楊和典， 田中弘教， 飯島尋子， 東浦晶子， 橋本眞里子，
柴田陽子， 吉田昌弘， 山平正浩， 吉本直喜， 裴正寛，
藤元治朗， 中正恵二． Kupffer相診断にADFが有用で
あった肝血管筋脂肪腫の1例． 第173回大阪腹部超音波研
究会 2012.11 大阪
田中弘教， 東浦晶子， 長谷川国大， 由利幸久， 石井昭
生， 楊和典， 髙嶋智之， 坂井良行， 會澤信弘， 岩田
一也， 池田直人， 岩田恵典， 榎本平之， 齋藤正紀，
今西宏安， 藤元治朗， 西口修平． Sonazoid造影超音波
による肝細胞癌のKupffer相診断における工夫． 第26回肝
類洞壁細胞研究会 2012.11 宇部
飯島尋子． 肝腫瘍の超音波診断−組織診断に迫れるか ? −.
（特別講演）第55回大阪肝穿刺生検治療研究会 2012.12
大阪
■その他■
工藤正俊， 廣田衛久， 岡崎和一， 飯島尋子． 肝胆膵の線
維 化；研 究と診 療 の 最 近 の 進 歩．（ 座 談 会 ）肝 胆 膵
2012;65:391-406
坂元亨宇， 中島収， 小田義直， 飯島尋子． 肝細胞癌病理
診断の現状と展望． The Liver Cancer Journal 2012;4:
15-26

音波検査学会 2012.6 札幌
田中弘教． 造影のテクニカルな課題解決． 腹部造影超音波
フォーラム2012 2012.7 東京
飯島尋子． NASHの超音波診断について． 第9回消化器勉
強会 2012.7 伊丹
飯島尋子． 肝 腫 瘍の超 音 波 診 断． 超 音 波 診 断 講 習 会
2012.8 福岡
飯島尋子． 肝臓超音波診断の最新事情． 日本肝臓学会教
育講演会 2012.8 大阪
飯島尋子． 腹部超音波検査の最新事情． 水戸腹部超音波
診断研究会学術講演会 2012.9 水戸
飯島尋子． 肝臓：造影で何がわかるか， 硬さで何がわかる
か？． 第16回福島肝疾患勉強会 2012.10 福島
飯島尋子． 肝臓の超音波診断の最新トピックス． 兵庫県内科
医会内科学セミナー 2012.10 神戸
飯島尋子． 超音波による肝疾患のスクリーニングと最新情報.
第3回Liver Conference in Kumamoto 2012.10 熊本
田中弘教． 肝硬変・肝癌について． 市町等保健指導担当者
研修プログラム 2012.10 西宮
飯島尋子． 肝腫瘍の診断と治療における超音波検査の役割
−造影エコー法を中心に−． 第115回医用超音波講義講習
会 2012.10 福岡
田中弘教． 造 影 超 音 波 によるm a x i m u m i n t e n s i t y
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projection（MIP）法を使用した肝細胞癌早期再発予測.

malignant mesothelioma in the Japanese population

阪神肝臓病治療研究会第5回学術講演会 2012.11 大阪

with asbestos-exposure． The 11th International

飯島尋子． Virtual Touchによる肝組織診断−線維化・炎

Conference of the International Mesothelioma Interest

症・腫瘍の評価−． Virtual Touch研究会 2012.11 広島
飯島尋子． 音と医学． 中高生のためのメディカルサイエンス
フォーラムin兵庫医科大学 2012.11 西宮

Group（IMIG2012）2012.9 Boston
Fukuoka K， Okada A， Otsuki T， Yamada S， Tamura
K， Tabata C， Nakano T． Clinical and pathological

飯島尋子． 超音波で肝臓組織診断に迫る−線維化・炎症・

features of five-year survivors of malignant pleural

腫瘍診断−．（特別講演）第37回TOYエコーフォーラム

mesothelioma． 5th Asia Pacific Lung Cancer

2012.11 京都

Conference（5th APLCC）2012.11 Fukuoka

合田亜希子． 第23回日本心エコー図学会学術集会を開催
して． 心エコー 2012;13:1180-3

［国内学会］
今村美智子， 西藤勝， 村瀬慶子， 宮川義仁， 柳井亜矢
子， 先田功， 畑田卓也， 伊藤敬， 廣田誠一， 山野理

［兼任］
飯島尋子（内科肝胆膵科 参照）

子， 三好康雄． ER陽性・HER2陰性の閉経後乳癌におけ

田中弘教（内科肝胆膵科 参照）

る術前内分泌量法の検討． 第20回日本乳癌学会総会

合田亜希子（循環器内科 参照）

2012.6 熊本
［地方会等］

がんセンター（臨床腫瘍薬剤制御学）
Cancer Center（Clinical Oncology）

福岡和也． 気管支鏡検査が必要な疾患． 第7回日本呼吸器
内視鏡学会近畿支部会気管支鏡セミナー 2012.7 大阪
［科学研究費等班会議］
福岡和也． 各大学より活動報告． 第4回プロジェクト審査委員

■著書■
福岡和也． 胸膜疾患． 胸壁腫瘍． 石綿関連疾患．日本肺
癌学会集団検診委員会胸部X線写真による肺癌検診小委
員会 編． 肺がん検診のための胸部X線読影テキスト． 東
京：金原出版株式会社 2012:204-219
■学術論文■
［原著］
福岡和也， 関戸好孝， 樋田豊明， 河原邦光， 太田三徳,
松村晃秀， 岡田守人， 岸本卓巳， 中野喜久雄， 中野孝

会 2012.3 大阪
［研究会・講演会等］
福岡和也． 兵庫県がん地域連携パスについて． 第2回阪神
化学療法・支持療法研究会 2012.7 西宮
福岡和也． Bevacizumab投与前後で循環内皮細胞を測定し
た肺癌の3 例． Avastin Creating Certain Evolution of
Lung Cancer Treatment（ACCEL）in HANSHIN
2012.7 尼崎
福岡和也． 呼吸困難， 消化器症状等の身体症状に対する緩

司． 悪性中皮腫の血清診断における可溶性メソテリン関連

和ケアについて． がん診療に携わる医師に対する緩和ケア

ペプチド（SMRP：Soluble Mesothelin-related Peptides）

研修会（兵庫県・阪神南圏域）2012.9 西宮

の有用性に関する多施設共同試験. 医学と薬学 2012;68:

■その他■

177-83

福岡和也． 外国文献紹介． 気管支学 2012;34:536

Murakami A， Fujimori Y， Yoshikawa Y， Yamada S,
Tamura K， Hirayama N， Terada T， Kuribayashi K,
Tabata C， Fukuoka K， Tamaoki T， Nakano T． Heme

福岡和也． がん診療連携パスの推進． 兵庫医科大学病院第
12回地域医療懇談会 2012.9 尼崎
［兼任］

oxygenase-1 promoter polymorphism is associated

福岡和也（内科学呼吸器・RCU科 参照）

w i t h r i s k o f m a l i g n a n t m e s o t h e l i o m a． L u n g

今村美智子（外科学乳腺内分泌外科 参照）

2012;190:333-7
Eguchi R， Kubo S， Takeda H， Ohta T， Tabata C,
Ogawa H， Nakano T， Fujimori Y． Deficiency of Fyn
protein is prerequisite for apoptosis induced by Src

放射線医療センター（核医学・PET 診療部）

Radiology Center（Nuclear Medicine and PET Division)

family kinase inhibitors in human mesothelioma cells.
Carcinogenesis 2012;33:969-75
■学会発表■
［国際学会］
Fukuoka K， Fujimori Y， Yoshikawa Y， Yamada S,

■著書■
奥直彦． 脳循環代謝の生理． 負荷脳血流SPECTの検査法.
西村恒彦 編． 最新脳SPECT/PETの臨床， 脳機能検査
法を究める． 第3版． 東 京：メジカルビュー社 2012:25-

Otsuki T， Okada A， Tamura K， Tabata C,

37,68-75

Hashimoto-Tamaoki T， Nakano T． Association between

■学術論文■

（ G T ）n r e p e a t s p o l y m o r p h i s m i n t h e h e m e
oxygenase-1 gene promotor and the susceptibility to

［原著］
Kato H， Matsuda K， Baba K， Shimosegawa E,
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Isohashi K， Imaizumi M， Hatazawa J． MR Imaging-

Imaizumi M， Watanabe S， Hanaoka K， Hanamoto

based correction for partial volume effect improves

A， Shimosegawa E， Hatazawa J． Evaluation of

detectability of intractable epileptogenic foci on iodine

total lesion glycolysis on 18F-FDG PET in patients

123 iomazenil brain SPECT images: an extended

with malignant lymphoma：correlation to laboratory

study with a larger sample size． Am J Neuroradiol

marker of inflammation． Society of Nuclear Medicin

2012;33:2088-94

2012 Annual Meeting（SNM2012）2012.6 Miami

［症例報告］

Beach

今泉昌男， 巽光朗， 柴田大， 藤田二郎， 金井泰和， 仲

Watabe T， Shimosegawa E， Watabe H， Kanai Y,

定宏， 加藤弘樹， 渡部直史， 磯橋佳也子， 渡辺晋一

Hanaoka K， Ueguchi T， Imaizumi M， Kato H,

郎， 花本敦， 花岡宏平， 渡部浩司， 下瀬川恵久， 金

Tatsumi M， Hatazawa J． Quantitative evaluation of

倉譲， 畑澤順． FDG-PETで坐骨神経に沿って異常集積

cerebral blood flow and oxygen metabolism in the

を呈した１例． 核医学症例検討会症例集 2012;33:1-2

normal anesthetized rat：15O-labeled gas inhalation

津田恭， 奥直彦， 丸山薫， 河田修治， 柏木徹． ガリウム

PET with MRI fusion． Society of Nuclear Medicin

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

2012 Annual Meeting（SNM2012）2012.6 Miami

１例． 核医学症例検討会症例集 2012;33:13-4

Beach

■学会発表■

Watabe T， Shimosegawa E， Kanai Y， Watabe H,

［国際学会］

Ueguchi T， Imaizumi M， Kato H， Tatsumi M,

Imaizumi M， Kanai Y， Naka S， Watabe T， Isohashi

Yamamoto S， Hatazawa J． Activated microglia

K， Kato H， Tatsumi M， Watabe H， Shimosegawa

imaging in the rat brain of subacute cerebral

E， Hatazawa J． Dynamic whole-body imaging of

infarction：an integrated PET/MRI study with

18kDa translocator protein using C11-PBR28 and

translocator protein radioligands

3D-PET/CT in Asian． Society of Nuclear Medicin

Society of Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting

2012 Annual Meeting（SNM2012）2012.6 Miami
Beach

11

C-DPA-713.

（SNM2012）2012.6 Miami Beach
Shimosegawa E， Kato H， Imaizumi M， Watabe T,

W a t a b e T， T a t s u m i M， I s o h a s h i K， K a t o H ,

Hatazawa J． Does medical treatment for the

Imaizumi M， Watanabe S， Hanaoka K， Hanamoto

ischemic carotid disease improve cerebral

A， S h i m o s e g a w a E， H a t a z a w a J． R e s p o n s e

hemodynamics ? Investigation of parameters obtained

evaluation with total lesion glycolysis in patients with

by repeated oxygen-15 PET study． Society of

malignant lymphoma：comparison to SULpeak in

Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting（SNM2012）

PERCIST on

18

F-FDG PET/CT study． Society of

Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting（SNM2012）
2012.6 Miami Beach

2012.6 Miami Beach
T a t s u m i M， W a t a b e T， K a t o H， I m a i z u m i M ,
Shimosegawa E， Hatazawa J． Changes of

Watanabe S， Tatsumi M， Watabe T， Kato H,

intratumoral heterogeneity of F-18 FDG uptake and

I m a i z u m i M， S h i m o s e g a w a E， H a t a z a w a J .

metabolic tumor volume in lung cancer receiving

Changes of intratumoral heterogeneity of FDG uptake

gefitinib therapy．（oral）Society of Nuclear Medicin

in esophageal cancer before and after chemotherapy.

2012 Annual Meeting（SNM2012）2012.6 Miami

Society of Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting
（SNM2012）2012.6 Miami Beach

Beach
T a t s u m i M， W a t a b e T， K a t o H， I m a i z u m i M ,

Yamamoto S， Watabe H， Kanai Y， Imaizumi M,

Shimosegawa E， Hatazawa J． PERCIST and

Watabe T， Shimosegawa E， Hatazawa J.

RECIST in evaluating treatment response in lung

Development of an ultrahigh-resolution Si-PM-based

cancer receiving gefitinib therapy．（oral）Society of

dual-head GAGG coincidence imaging system．（oral）

Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting（SNM2012）

Society of Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting
（SNM2012）2012.6 Miami Beach

2012.6 Miami Beach
Maruyama K， Kawata S， Tsuda K， Oku N， Kashiwagi

T a t s u m i M， W a t a b e T， K a t o H， I m a i z u m i M ,

T． Early prediction of response to treatment with

Shimosegawa E， Hatazawa J． Evaluati o n o f

Y-90 ibritumomab tiuxetan using FDG-PET/CT for

treatment response with PERCIST in follicular

patients with malignant lymphoma． Society of

lymphoma receiving rituximab single-agent

Nuclear Medicin 2012 Annual Meeting（SNM2012）

immunotherapy． Society of Nuclear Medicin 2012

2012.6 Miami Beach

Annual Meeting（SNM2012）2012.6 Miami Beach
W a t a b e T， T a t s u m i M， I s o h a s h i K， K a t o H ,

［国内学会］
河田修治， 丸山薫， 津田恭， 奥直彦， 柏木徹． FDG-
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PET/CTで下肢末梢までの撮像は必要か？． 第71回日本
医学放射線学会総会 2012.4 横浜

32
志伊宏美， 狩谷伸享， 上農喜朗， 井谷基， 多田羅恒雄,

河 田 修 治， 加 古 泰 一， 丸 山 薫， 今 泉 昌 男， 奥 直 彦.

太城力良． 小児挿管困難症におけるair-Qを用いた気管挿

FDG-PET/CTが 診 断に寄 与した骨 サルコイドーシスの

管の麻酔科後期臨床研修医の指導経験． 臨床麻酔 2012;

1例． 第48回日本医学放射線学会秋季臨床大会 2012.9 長

36:225-8
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 山本憲康，

崎
［研究会・講演会等］
奥直彦． FDG-PETにおけるSUV値再現性検討． 第55回兵
庫県核医学研究会 2012.11 神戸

上農喜朗． 初期研修医を対象とした鎮静に関する意識調査
−侵襲的処置に対する鎮静トレーニングコースの意義−．日
本臨床麻酔科学会誌 2012;32:582-7
小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 西信一， 上

■その他■
奥直彦． SUVをあてにして大丈夫なの？． 第27回七夕カンファ
レンス 2012.7 大阪

農喜朗．ラリンジアルマスクSupreme®とラリンジアルチューブ
の胸骨圧迫中の気道確保における有効性の検討−マネキン

奥直彦． 正しく怖がろう， 放射線被曝． 兵庫医科大学病院
市民健康講座 2012.10 西宮

を用いたシミュレーション解析−． 日本臨床麻酔学会誌
2012;32:948-52
Sugi T， Komasawa N， Ueki R， Itani M， Tashiro C,

手術センター

Surgical Center

Kaminoh Y． Introduction of tracheal intubation
training guideline for trainee doctors． Hyogo Ika
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 ）
2012;37:119-22

■著書■

Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Sato H， Nishi

上農喜朗． 手術室における危機管理． 麻酔科学レビュー
2012． 天羽敬祐 編． 東京：総合医学社 2012:103-8
駒澤伸泰，上農喜朗．手術室内のDAM（Difficult Airway

S， K a m i n o h Y． C o m p a r i s o n o f t h e d e p t h o f
continuous and 30：2 ratio chest compressions
performed by young doctors according to the 2010

Management）
． 児玉貴光， 藤谷茂樹 監． RRS院内救

guidelines for resuscitation：a manikin study． Masui

急対応システム 医療安全を変える新たなチーム医療． 東

to Sosei（Anesth Resus）2012;48:41-3

京：メディカル・サイエンス・インターナショナル 2012:187-95
■学術論文■

Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Atagi K， Nishi
S， Kaminoh Y， Tashiro C． Comparison of air-Q ®

［総説］

and Soft Seal® laryngeal mask for airway management

中川雅史， 上農喜朗． 日本における「鎮静・鎮痛のための
実践ガイドライン」はどうあるべきか？． 医療の質・安全学会
誌 2012;7:154-7

by novice doctors during infant chest compression：a
manikin study． Resuscitation 2012;83:365-8
Kohama H， Komasawa N， Ueki R， Itani M， Nishi S,

駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 上農喜朗． 非麻酔科医

Kaminoh Y． Addition of video camera system

による鎮静／鎮痛に関する診療ガイドライン． 医療の質・安

improves the ease of Airtraq ® tracheal intubation

全学会誌 2012;7:162-81
狩 谷 伸 享， 上 農 喜 朗． 産 科のDAM（Difficult Airway
Management）
．日本臨床麻酔学会誌 2012;32:408-13
駒澤伸泰， 植木隆介， 山本憲康， 安宅一晃， 中川雅史，

during chest compression． J Anesth 2012;26:296-8
［症例報告］
繁田絵実， 狩谷伸享， 志伊宏美， 宮川慈子， 多田羅恒
雄， 上農喜朗， 太城力良． 挿管用エアウェイ（air-Q®）

上農喜朗． 新しい気道管理デバイスの二次救命処置時の

を用いて気管挿管を行った小児のアペール症候群の麻酔経

気道確保における有用性と気道確保トレーニングのための

験． 麻酔 2012;61:1077-9

シミュレーション教育の意義． 日本臨床麻酔学会誌 2012;

駒澤伸泰， 植木隆介， 岩﨑洋平， 多田羅恒雄， 太城力
良， 上農喜朗． 上顎癌術後の抜管困難症例に対しair-Q®

32:821-9
［原著］

とチューブ エクステェンジャーを用 いた1症 例． 麻 酔

三馬葵， 駒澤伸泰， 植木隆介， 小濱華子， 中川雅史，
上農喜朗．１次救命処置の経口人工呼吸におけるラリン
ジアルマスクSupreme®の 有 効 性 −ラリンジアルマスク
Softseal®， フェイスマスク， 口対口人工呼吸との比較−.
日本臨床麻酔学会誌 2012;32:133-8

2012;61:1125-7
■学会発表■
［国際学会］
K o m a s a w a N， U e k i R， Y a m a m o t o N， N i s h i S，
Kaminoh Y， Tashiro C． Comparison of Pentax-AWS

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 三馬葵，

Airwayscope®， Airtraq® and Miller laryngoscope for

上農喜朗． 麻酔科研修医を対象とした声門上デバイス

tracheal intubation by novice doctors during infant

Air-Q ， i-gel の挿入体位における検討−マネキンを用いた

cardiopulmonary resuscitation；A randomized

シミュレーション研究−．日本臨床麻酔学会誌 2012;32:127-

crossover trial． 5th Japan Resuscitation Science

®

®

兵庫医大業績録（2012）

209

シュ喉頭鏡の比較検討． 日本麻酔科学会第59回学術集会

Symposium 2012.6 Kobe
Sanuki T， Sugioka S， Komasawa N， Ueki R， Kaminoh

2012.6 神戸

Y， Kotani J． Comparison of insertion of the modified

佐藤創， 駒澤伸泰， 植木隆介， 小濱華子， 西信一， 上

i-gel™ airway with the LMA Flexible™：A manikin

農喜朗． 2010年度版蘇生ガイドラインにおける連続胸骨圧迫

study． 16th Annual Society for Airway Management

と30：2での胸骨圧迫の質の評価． 日本麻酔科学会第59回
学術集会 2012.6 神戸

Scientific Meeting 2012.9 Toronto

駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 岩﨑洋平， 太城力良，

［国内学会］
植木隆介， 駒澤伸泰， 狩谷伸享， 岡野紫， 多田羅恒雄，

上農喜朗． 心肺蘇生中の気道確保における挿管用声門上

上農喜朗． 病院内に発生しうる患者に起因しない緊急事態.

デバイスair-Q®， aura-i®， i-gel®， Fastrack®の比較検討

第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

−マネキンを用いたシミュレーション−．日本麻酔科学会第59

駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 山本憲康，
上農喜朗． 侵襲的処置に対するセデーショントレーニングコー

回学術集会 2012.6 神戸
金子隆彦， 宮川慈子， 多田羅恒雄， 上農喜朗， 太城力

スの開発−米国麻酔科学会鎮静・鎮痛ガイドラインをもと

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

に−． 第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

ンジアルマスクの使用状況．日本小児麻酔科学会第18回大

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 中川雅

会 2012.9 下野

史， 西信一， 上農喜朗．ラリンジアルマスクSupreme とラ

駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 西信一， 上農喜朗,

リンジアルチューブ®の胸骨圧迫中の気道確保における有効

太城力良． 乳児の胸骨圧迫中の気管挿管における乳児用

性の検討−マネキンを用いたシミュレーション解析−． 第7回

エアトラックとミラー喉頭鏡の比較検討． 日本小児麻酔科学

®

日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

会第18回大会 2012.9 下野

佐藤創， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 山本憲康，

杉岡伸悟， 讃岐拓郎， 駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃，

小濱華子， 西信一， 上農喜朗． 手術室ベッド上での胸骨

植木隆介， 山本憲康， 上農喜朗， 小谷順一郎． 非歯科

圧迫に背板は有効か？？−マネキンを用いたシミュレーション解

麻酔科医に対する鎮静コースの開発と展開−米国麻酔科学

析−． 第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

会鎮静・鎮痛ガイドラインをもとにしたシミュレーショントレーニン

讃岐拓郎， 駒澤伸泰， 杉岡伸悟， 安宅一晃， 中川雅史，

グコース−． 第40回日本歯科麻酔学会総会 2012.10 福岡

植木隆介， 上農喜朗， 小谷順一郎． 各専門分野に特化

多和大樹， 掘田牧代， 上農喜朗． 臨床工学技士による始業

した鎮静シミュレーションコースの開発． 第7回日本医学シミュ
レーション学会総会 2012.1 田辺
讃岐拓郎， 杉岡伸悟， 駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃，

前点検の有用性． 第34回手術医学会総会 2011.11 東京
杉崇史， 井手岳， 竹田健太， 下出典子， 上農喜朗． 当
院における中心静脈カテーテル穿刺実践セミナー， 指導

中川雅史， 上農喜朗， 小谷順一郎． 歯科・口腔外科医

者 養 成 への取り組み． 日本 臨 床 麻 酔 学 会 第32回大 会

を対象とした鎮静シミュレーションコースの教育効果と満足度.

2012.11 郡山

第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

中川雅史， 駒澤伸泰， 植木隆介， 五十嵐寛， 笹野寛，

佐藤通洋， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 杉崇史， 岩

松島久雄， 上農喜朗． 麻酔科医による医療安全のための

﨑 洋 平， 上 農 喜 朗． スタイレットで90度 角 度をつけた

セデーショントレーニングコースの開発−米国麻酔科学会鎮

ProSeal®の胸骨圧迫中の気道確保における有用性の検討

静・鎮痛ガイドラインを背景に−．日本臨床麻酔学会第32回

−マネキンを用いたシミュレーション−． 第7回日本医学シミュ
レーション学会総会 2012.1 田辺

大会 2012.11 郡山
水本一弘， 中川雅史， 上農喜朗， 尾崎眞． 気道管理の安

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 上農喜朗，

全性向上を目指して：日本医学シミュレーション学会 DAM世

西信一． 乳児の胸骨圧迫中の気道確保におけるair-Q®と

話人会の取り組み． 第7回医療の質・安全学会学術集会

LMA-SoftSeal®の比較検討． 第39回日本集中治療医学会

2012.11 さいたま

総会 2012.2 千葉

森田耕司， 五十嵐寛， 中島芳樹， 上農喜朗． 日本医学シ

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 佐藤創， 西信一， 上

ミュレーション学会における高機能患者シミュレータによる術

農喜朗． 頸椎不動化状態での胸骨圧迫中の気道確保にお

中の緊急事態管理訓練への取り組み． 第7回医療の質・安

けるLMA Supreme®， air-Q®， i-gel®の比較． 日本麻酔
科学会第59回学術集会 2012.6 神戸

全学会学術集会 2012.11 さいたま
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 讃岐拓郎，

小濱華子， 駒澤伸泰， 植木隆介， 井谷基， 西信一， 上

杉岡伸吾， 山本憲康， 上農喜朗． 侵襲的処置に対する

農喜朗． 胸骨圧迫中の気管挿管におけるエアトラックビデオ

セデーショントレーニングコースの開発−米国麻酔科学会鎮

システムの有用性の検討．（優秀演題）日本麻酔科学会第

静・鎮痛ガイドラインをもとに−． 第7回医療の質・安全学会

59回学術集会 2012.6 神戸
駒澤伸泰， 植木隆介， 安宅一晃， 西信一， 上農喜朗，

学術集会 2012.11 さいたま
駒澤伸泰， 安宅一晃， 中川雅史， 植木隆介， 山本憲康，

太城力良． 小児の胸骨圧迫中の気管挿管における小児

角谷智子， 西信一， 上農喜朗． 初期臨床研修医を対象と

サイズイントロックを用いたエアウェイスコープとマッキントッ

した鎮静時の危機管理に関する意識調査． 第7回医療の
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質・安全学会学術集会 2012.11 さいたま
［研究会・講演会等］
上農喜朗． 気管挿管から声門上器具へ 気道確保の過去・現
在． 第11回大阪人工呼吸器セミナー 2012.9 吹田

て． 炎症性腸疾患（IBD）の患者さんと御家族のための市
民公開講座 2012.4 枚方
伊賀陽子． 血友病医療制度と生活支援． 第4回山陰凝固研
究会 2012.6 米子
伊賀陽子． HIVと社会的支援について． 看護師のためのエイ

■その他■
上農喜朗．「近未来DAM：2013年困難気道の基礎と臨床」
によせて．日本臨床麻酔学会誌 2012;32:175
駒澤伸泰，上農喜朗．気管挿管時のポイント．OPE nursing

ズ診療従事者研修 2012.7 広島
上村容子． 認知症疾患医療センターの紹介． 第4回阪神病
病連携実務者連絡会 2012.7 西宮
篠田香恵． IBD患者さんが利用できる社会制度の解説． 第4

2012;27:31-43
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 上農喜朗.
来たれ初期研修医！侵襲的処置に対するセデーショントレーニ
ングコース始めました． LiSA 2012;19:530-3

回IBD Specialists of private clinic 2012.8 東京
伊賀陽子． 血友病と医療制度． THE NEXT2012 2012.9
大阪
伊賀陽子． 血友病患者における医療費助成制度について.

［兼任］
多田羅恒雄（麻酔科学 参照）
岡田敏弘（外科学 肝・胆・膵 参照）

稀少難病領域営業所長向け社内勉強会 2012.10 大阪
伊賀陽子． HIV感染症の基礎～もしあなたの機関でかかわる

森山徳秀（整形外科学 参照）

ことになったら～． 兵庫県医療ソーシャルワーカー協会10月例

山田明美（看護部 参照）

会 2012.10 神戸
上村容子． 兵庫医科大学 認知症疾患医療センターについ

医療社会福祉部

Clinical Social Work

て． 阪神南地域 認知症 医療・介護連携の会 2012.10 尼
崎
伊賀陽子． 血友病患者・家族の老後にそなえて． 神戸市難
病団体連絡協議会第58回医療相談会 2012.12 神戸

■著書■
伊賀陽子． 血友病の公費補助制度（医療費助成制度）
．石

上村容子． 兵庫県認知症疾患医療センター実績報告． 第4
回兵庫県認知症疾患医療センター研修会 2012.12 西宮

黒精， 嶋緑倫， 瀧正志， 中舘尚也， 真部淳 編． はじめ
ての血友病診療実践マニュアル． 東京：診療と治療社

臨床心理部

2012:98-100

Clinical Psychology

■学術論文■
［総説］
伊賀陽子． 社会的支援とHIV． 薬事 2012;54:73-7

■その他■

■その他■

土居加寿子． HIV検査前相談から陽性告知まで． HIV検査

伊賀陽子． HIV感染者を取り巻く社会的問題とMSWの役
割． 平成23年度第2回HIV／AID専門カウンセラー研修会
2012.1 広島
伊賀陽子． 介護保険制度について． NPO法人ネットワーク医
療と人権相談員研修 2012.1 大阪
伊賀陽子． 看護師さんに知っていて欲しい血友病患者さんの
ための社会保障制度． 第6回兵庫県血友病看護ネットワーク
2012.1 姫路
上村容子． 兵庫県認知症疾患医療センター23年度実績報
告． 第3回兵庫県認知症疾患医療センター研修会 2012.1
西宮
伊賀陽子． HIV陽性者が利用できる社会保障制度及び療
養支援について． 平成23年度尼崎市職員エイズ研修会
2012.2 尼崎

相談研修会 2012.2 京都
森礼子． ストレス・コーピングについて． 三菱電機（株）高周波
光デバイス製作所平成24年度新入社員研修 2012.5 伊丹
福永智栄， 中村豪志， 曽田幸一朗， 乾貴絵， 東由美子,
金尾久美． 難治性ガン性痛を有する患者に対する緩和的ア
プローチを考える． 第37回兵庫医科大学病院緩和ケア研究
会定例会 2012.7 西宮
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24年度兵庫県エイズ拠点病院医療従事者研修会
2012.8 大阪
東由美子．（ファシリテーター）2012年度緩和ケア研修会
2012.9 西宮
土居加寿子， 安尾利彦． 心理支援カウンセリングとは． 平成
24年度HIV検査相談研修会 2012.10 大阪

伊賀陽子． HIV感染者の在宅療養支援の現状と課題につい

白阪琢磨， 古林敬一， 土居加寿子． 見落とされやすいHIV

て． 平成23年度第2回阪神ブロック保健師研究会 2012.3

感染症〜早期発見のために． 平成24年度厚生労働省科学

伊丹
篠田香恵． IBD患者さんに関わって～医療ソーシャルワーカー
の役割～． 第7回IBDの子どもと歩む会 2012.3 大阪
篠田香恵． IBDの患者さんが利用できる社会保障制度につい

研究費補助金エイズ対策研究事業講習会 2012.11 大阪
村田正章． 認知症患者を抱える家族のケア． 第4回兵庫県認
知症疾患医療センター研修会 2012.12 西宮
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分娩新生児部
Childbirth

［兼任］

覚道真理子， 玉置知子， 三村博子， 佐藤智佳， 西村実
果， 谷澤隆邦， 山西清文， 岡本陽子. Ｘ連鎖魚鱗癬2
症例への遺伝カウンセリング. 第27回角化症研究会 2012.8
東京

小森慎二（産科婦人科学 参照）

■その他■
玉置知子， 久保秀司， 覚道真理子， 仲田洋美， 佐藤智

臨床遺伝部

Clinical Genetics

佳， 成瀬均， 鈴木敬一郎. 医学部6年生を対象とする
アドバンストOSCEへの遺伝カウンセリングステーションの導入.
日本人類遺伝学会第57回大会 2012.10 東京

■学術論文■
［症例報告］
覚道真理子， 岡本陽子， 山西清文， 西村実果， 谷澤隆

臨床栄養部

Clinical Nutrition and Health Science

邦， 細貝昇， 管原由恵， 三村博子， 玉置知子． 重度
発達発育障害を伴う伴性遺伝性魚鱗癬の小児例. 臨床細

■著書■

胞分子遺伝 2012;17:41-3

廣瀬愛， 黒田裕子， 伊勢久代， 安井富美子， 森不二子，

■学会発表■

三野幸治， 肥塚浩昌， 福田能啓． かんたんレシピ． 福田

［国内学会］

能啓， 奥田真珠美 編． クローン病ってこんな病気． 新版.

覚道真理子， 岡本陽子， 山西清文， 西村実果， 谷澤隆
邦， 細貝昇， 管原由恵， 三村博子， 仲田洋美， 久保

東京：診断と治療社 2012:vi-x,x,xi
肥塚浩昌． I病気について 4診断 a）診断するための検査（診

秀司， 玉置知子． X連鎖遺伝性魚鱗癬遺伝カウンセリング

断基準）
． 福田能啓， 奥田真珠美 編．クローン病ってこん

の経 験． 第36回日本 遺 伝カウンセリング学 会 学 術 集 会

な病気． 新版． 東京：診断と治療社 2012:39-45
肥塚浩昌． I病気について 6栄養管理 a）栄養マネージメント－

2012.6 松本
岡本陽子， 木村卓， 笠間周平， 橋口昭大， 吉村明子，

経腸栄養・経静脈栄養． 福田能啓， 奥田真珠美 編． ク

高嶋博， 仲田洋美， 覚道真理子， 芳川浩男， 玉置知

ローン病ってこんな病 気． 新 版． 東 京：診 断と治 療 社

子． Charcot-Marie-Tooth病 の家 系 で見 出された新 規
遺伝子変異の解析における遺伝カウンセリングの役割. 第36
回日本遺伝カウンセリング学会 2012.6 松本
佐藤智佳， 鳥嶋雅子， 浦尾充子， 村上裕美， 袴田しの
ぶ， 小杉眞司. 子どもへの遺伝に関する情報伝達−MEN
患者の配偶者に対する半構造化面接を通して−. 第36回日
本遺伝カウンセリング学会 2012.6 松本
仲田洋美， 覚道真理子， 久保秀司， 冨田尚裕， 玉置知
子．ガイドラインによる遺伝子検査規制の問題点. 日本人類
遺伝学会第57回大会 2012.10 東京
佐藤智佳， 岡本陽子， 覚道真理子， 三村博子， 管原由

2012:104-8
三野幸治， 肥塚浩昌， 福田能啓． 第2章 疾患別フィジカル
アセスメントのポイント 4イレウス． 市川和子 編． カラー写真
で見るニュートリション・フィジカルアセスメント． 大阪：メディカ
出版 2012:50-3
三野幸治， 肥塚浩昌， 福田能啓． 第3章 疾患別写真でわ
かるフィジカルアセスメント 4イレウス． 市川和子 編． カラー
写真で見るニュートリション・フィジカルアセスメント． 大阪：メ
ディカ出版 2012:150-5
■学術論文■
［原著］

恵， 高嶋博， 橋口昭大， 吉村明子， 足立芳樹， 木村

Okuda M， Yamamoto N， Fukuda N， Maekawa K,

卓， 武田正中， 高岡俊雄， 笠間周平， 渡邊将平， 芳

Kusaka T， Hashimoto M， Kotake J， Koizuka H,

川浩男， 玉置（橋本）知子.

CMTの遺伝学的検査に対

Fukuda Y． Effect of ecabet sodium treatment on

する遺伝カウンセリングの役割. 日本人類遺伝学会第57回

urea breath test and stool antigen tests in volunteers

大会 2012.10 東京

with Helicobacter pylori infection． J Gastroenterol

［研究会・講演会等］
覚道真理子， 岡本陽子， 山西清文， 西村実果， 谷澤隆
邦， 細貝昇， 管原由恵， 三村博子， 玉置知子． 重度
発達・発育障害を伴う伴性遺伝性魚鱗癬の小児例. 第38
回臨床細胞分子遺伝研究会 2012.2 西宮

Hepatol 2012;Suppl.3:100-2
■学会発表■
［国内学会］
三野幸治， 福田能啓， 辻陽子， 川合由美， 折野芳香，
伊勢久代， 黒田裕子， 廣瀬愛， 安井富美子， 森不二

佐藤智佳， 岡本陽子， 覚道真理子， 三村博子， 高嶋博，

子， 肥塚浩昌． 代償期慢性膵炎患者に無脂肪・消化態

橋口昭大， 吉村明子， 足立芳樹， 木村卓， 武田正中，

栄養流動食を併用する事で体重減少が改善した一症例.

高岡俊雄， 笠間周平， 渡邊将平， 芳川浩男， 玉置知

第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸

子． CMTの遺伝学的検査に対する遺伝カウンセリングの役
割． 第39回臨床細胞分子遺伝研究会 2012.6 西宮

三野幸治， 肥塚浩昌， 濱田真実， 奥田真珠美， 福田能
啓． 水溶性食物繊維摂取及びビフィズス菌等併用摂取によ
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IBDセンター

る腸内細菌叢の変化．（シンポジウム）第 2 7 回日本静脈経
腸栄養学会 2012.2 神戸
廣瀬愛， 肥塚浩昌， 黒田裕子， 安井富美子， 津田薫，

Inflammatory Bowel Disease Center

西川翠， 小倉由美子， 三野幸治， 福田能啓． NST介入

■著書■

により順調な経過をたどった嚥下・呼吸障害患者の症例.

池内浩基． 外科的治療， 癌化の問題． 新版 クローン病って

第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
黒田裕子， 肥塚浩昌， 川合由美， 西川翠， 小倉由美子，
山田太平， 福田能啓． 周術期栄養管理におけるNSTから
のアプローチ． 第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
肥塚浩昌， 小倉由美子， 黒田裕子， 廣瀬愛， 安井富美

こんな病気． 福田能啓， 奥田真珠美 編． 東京：診断と治
療社 2012:90-6,125-31
■学術論文■
［総説］
竹末芳生， 中島一彦， 池内浩基． 外科周術期 感染制御

子， 津田薫， 西川翠， 波々伯部公美， 横井要， 尾上

標準的な外科周術期感染対策． 日本外科学会雑誌 2012;

由美子， 三野幸治， 小西尚美， 奥田真珠美， 福田能

113:33-8

啓． クローン病の栄養管理を通して在宅栄養を実践する.
第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
津田薫， 西川翠， 大北直美， 小倉由美子， 三野幸治,

内野基， 池内浩基， 松岡宏樹． 炎症性腸疾患の手術適応
と問題点 潰瘍性大腸炎の手術適応と問題点． 日本臨牀
2012;70（増刊1）:420-5

肥塚浩昌， 木村健， 福田能啓． 震災による医薬品の供給

池内浩基， 内野基， 松岡宏樹． 炎症性腸疾患の手術適応

停止に伴い経腸栄養剤を医薬品から食品に変更した症例.

と問題点 クローン病の手術適応と問題点．日本臨牀 2012;

第27回日本静脈経腸栄養学会 2011.2 神戸

70（増刊1）:426-31

小倉由美子， 石川かおり， 肥塚浩昌， 石橋亜耶， 網井

樋田信幸， 富田寿彦， 池内浩基， 松本譽之．クローン病に

仁， 市川保宏， 井上晴行， 福田能啓． クローン病患者

おける発癌とサーベイランスの必要性． 日本臨牀 2012;70

へ相談会とともに栄養管理を支援して～過去10年間と今
後 ～．（シンポジウム）第27回日本 静 脈 経 腸 栄 養 学 会
2012.2 神戸
小倉由美子， 横井要， 波々伯部公美， 尾上由美子， 黒田
裕子， 津田薫， 西川翠， 羽田孝司， 中川登， 寺嶋真
理子， 肥塚浩昌， 福田能啓． 臀部， 大腿部の広範囲な
褥瘡， 創傷治癒促進にアバンドを用いた効果1例． 第27回
日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
［研究会・講演会等］
三野幸治， 肥塚浩昌， 辻陽子， 川合由美， 折野芳香，
黒田裕子， 塩貝貴久子， 廣瀬愛， 安井富美子， 森不二
子， 高橋正子， 尾上由美子， 小倉由美子， 角谷智子，
加地靖子， 福田能啓， 冨田尚裕． がん治療時の食欲低
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する調査研究」平成24年度第1回総会 2012.7 東京
鈴木秀幸， 池内浩基， 他13名． 潰瘍性大腸炎術後の消化
管出血． 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24年度

治験センター

Clinical Trial Administration Center

第1回総会 2012.7 東京
福島浩平， 池内浩基， 他16名． 回腸嚢炎に関する調査研
究−「難治」の定義について−． 厚生労働科学研究難治

［兼任］
西口修平（肝・胆・膵科・肝疾患センター 参照）

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24年度第1回総会 2012.7 東京

肝疾患センター

［研究会・講演会等］

Center for Liver Diseases

濱中美衣， 野田雅史， 小林政義， 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.
異 時 性 腹 膜 転 移に対 するneoadjuvant chemotherapy.
第76回大腸癌研究会 2012.1 宇都宮

［兼任］
西口修平（肝・胆・膵科・治験センター 参照）

野田雅史， 小林政義， 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.

腎移植センター

術前・術後化学療法を併用した大腸癌肝転移症例の検討.

Kidney Transplant Center

第77回大腸癌研究会 2012.7 東京
内野基， 池内浩基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 岡山カナ子,
國富幸江， 冨田尚裕． Loop ileostomyにおける縫合糸の
取扱い． 第54回関西STOMA研究会 2012.6 芦屋
■その他■
内野基， 坂東俊宏， 松岡宏樹， 池内浩基． Q&A−専門
医に聞くIBD− 開腹手術vs腹腔鏡手術の選択はどのよう
におこなうべきですか？． IBD Research 2012;6:190-3
池内浩基． 炎症性腸疾患の外科治療の現状．（教育セミ
ナー）第585回大阪外科集談会 2012.1 大阪
池内浩基． 炎症性腸疾患の手術のタイミング．（特別講演）
第4回北神IBDカンファレンス 2012.2 三田
池内浩基． 炎症性腸疾患の手術適応−こんな時はやっぱり

■学会発表■
［研究会・講演会等］
長池紋子． 腎移植に関わる費用について． 兵庫県腎移植若
手会 2012.3 西宮
［兼任］
山本新吾（泌尿器科学 参照）
谷澤隆邦（小児科学 参照）
中西健（内科学腎透析科 参照）
野島道生（泌尿器科学 参照）
兼松明弘（泌尿器科学 参照）
小瀧慶長（内科学腎透析科 参照）

手術です−．（特別講演）第3回熊本IBDカンファレンス

樋口喜英（泌尿器科学 参照）

2012.3 熊本

前寛（小児科学 参照）

池内浩基． 炎症性腸疾患の内科的治療から外科的治療へ.
（特別講演）第6回埼玉IBDフォーラム 2012.3 さいたま
池内浩基． 炎症性腸疾患の手術適応−こんな時はやっぱり手

木田有利（内科学腎透析科 参照）
鈴木透（泌尿器科学 参照）
田岡利宜也（泌尿器科学 参照）

術です−．（基調講演）第1回香川IBD Seminar 2012.4

東郷容和（泌尿器科学 参照）

香川

白石裕介（泌尿器科学 参照）

池内浩基． 炎症性腸疾患の手術適応−こんな時はやっぱり手
術です−．（特別講演）府医学術講演会（京都消化器医

三角文子（看護部 参照）
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中央部門

Central Division
薬剤部

Pharmacy

竹末芳生， 大曲貴夫， 笠原敬， 関雅文， 高倉俊二， 高
橋佳子， 時松一成， 松元一明， 三鴨廣繁， 木村利美,
谷川原祐介， 五十嵐正博， 岡田賢二， 木村匡男， 小林
昌宏， 西圭史， 浜田幸宏， 望月敬浩， 日本化学療法学
会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会． 抗菌薬TDMガイド
ライン．日本化学療法学会雑誌 2012;60:393-445
志方敏幸． 臨床の “困った” に応える病院薬局製剤． 放射線

■著書■

性直腸炎に対するポラプレジンク坐剤． 月刊薬事 2012;54:

阿南節子， 櫻井美由紀， 徳島裕子， 河野えみ子， 黒山政

1351-4

一， 木村健， 平田純生 編． 松山賢治， 阿南節子 監.
ハイリスク治療薬2012． 東京：じほう 2012

［原著］
柳井美奈， 山下典子， 山森元博， 西川翠， 辰己純代，

木村健． 主な薬の服用方法と注意点， 透析療法パーフェクト

富田寿彦， 三輪洋人， 木村健， 岡村昇． がん化学療法

ガイド． 飯田喜俊， 秋葉隆 編． 第3版． 東京：医歯薬出

レジメンの違いによる制吐療法の評価−VASを用いた評

版 2012:302-40
木村健． 薬物療法． 上月正博 編． 腎臓リハビリテーション.
東京：医歯薬出版 2012:283-93

価−． 医療薬学 2012;38:609-16
■学会発表■
［国際学会］

木村健． 外来化学療法． 薬学教育協議会 病院・薬局実務

Takahashi Y， Takesue Y， Ichiki K， Nakajima K,

実習近畿地区調整機構 監． 薬学生のための病院・薬局実

Uchino M， Ikeuchi H． Rapid screening tests for

務実習テキスト． 東京：じほう 2012:150-7

MRSA did not decrease postoperative MRSA

柳井美奈． 事例7． 門林宗男， 前田初男 編著． 薬学生・

infections in patients with inflammatory bowel

薬剤師のための薬剤面談トレーニング帳． 京都：化学同人

disease． 52nd Interscience Conference on

2012:110-31

Antimicrobial Agents and Chemotherapy（52nd

室親明． 事例14． 門林宗男， 前田初男 編著． 薬学生・薬
剤師のための薬剤面談トレーニング帳． 京都：化学同人
2012:234-49

ICAAC）2012.9 San Francisco
Takahashi Y， Takesue Y， Nakajima K， Tsuchida T,
Takubo S． Timing of initial therapeutic drug

藤澤浩美． 事例15， 事例16． 門林宗男， 前田初男 編

monitoring（TDM）in patients with impaired renal

著． 薬学生・薬剤師のための薬剤面談トレーニング帳． 京

function treated with once daily administration of

都：化学同人 2012:250-65,265-80

vancomycin（VCM）
． 52nd Interscience Conference

高橋佳子， 竹末芳生． 63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2012． 東京：じほう 2012:1246-51
高橋佳子， 竹末芳生． 第2章 手術部位感染（SSI）C各種

on Antimicrobial Agents and Chemotherapy（52nd
ICAAC）2012.9 San Francisco
［国内学会］
田久保慎吾， 竹末芳生， 高橋佳子， 中嶋一彦， 一木薫，

予防策 2保菌者対策． 日本外科感染症学会 編． 周術期

土田敏恵， 植田貴史， 石原美佳， 木村健． バンコマイシ

感染管理テキスト． 東京：診断と治療社 2012:90-4

ン高トラフ値における腎機能障害に関する検討． 第60回日本

■学術論文■
［総説］

化学療法学会学術集会 2012.4 長崎
高橋佳子， 竹末芳生， 田久保慎吾， 中嶋一彦， 一木薫，

木村健． ケーススタディで学ぶ腎臓病薬物療法． 服薬アドヒア

土田敏恵， 植田貴史， 石原美佳， 木村健． テイコプラニ

ランスの低い患者への服薬指導． 月刊薬事 2012;54:2058-

ンにおけるトラフ値≧20μg/mLの安全性に関する検討． 第

62

60回日本化学療法学会学術集会 2012.4 長崎

高橋佳子． 患者のみかたと薬剤選択， 感染症患者． 月刊薬
事 2012;54:47-55
高橋佳子， 竹末芳生． 薬剤耐性菌対策 早期発見と耐性菌
の発生伝播抑制について． 化学療法の領域 2012;28: 63444
高橋佳子， 竹末芳生． 系統別にみた抗菌薬使用量の理想的
なバランスを整える． 薬局 2012;63:74-80
高 橋 佳 子， 竹 末 芳 生． 抗MRSA薬の特 徴とTDM， 抗
MRSA薬の使い分け． 化学療法の領域 2012;28:1695-701

日笠真一， 安田恵， 日笠聡， 澤田暁宏， 徳川多津子，
木村健． 日本人HIV感染症患者の喫煙率および喫煙が
脂質代謝に及ぼす影響． 第6回日本禁煙学会学術総会
2012.4 仙台
田久保慎吾， 竹末芳生， 高橋佳子， 中嶋一彦， 植田貴
史， 木村健． テイコプラニンにおけるトラフ値20μg/mL以上
の安全性に関する検討． 第29回日本TDM学会・学術大会
2012.6 神戸
辰己純代， 竹末芳生， 土田敏恵， 石原美佳， 高橋佳子，

高橋佳子， 竹末芳生． 外科感染症からみたMRSA保菌者

田久保慎吾， 中島一彦， 一木薫， 和田恭直， 植田貴

対策：PCR迅速検査を用いた対策の有用性． 日本外科感

史， 木村健． バンコマイシン投与症例における腎機能障

染症学会雑誌 2012;9:137-41

害発現因子の検討． 第29回日本TDM学会・学術大会

兵庫医大業績録（2012）
2012.6 神戸
辰己純代， 竹末芳生， 中嶋一彦， 一木薫， 和田恭直，
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新潟
日笠真一， 安田恵， 秀田恭子， 木村健， 澤田暁宏， 徳

植田貴史， 石原美佳， 高橋佳子， 田久保慎吾， 木村

川多津子， 日笠聡．日本人HIV感染症患者のnon-HDLを

健． Linezolid 耐 性， vancomycin最 小 発 育 阻 止 濃 度

含めた脂質管理目標値の達成状況． 第26回日本エイズ学

2μg/mL MRSA 株によるペースメーカー・リード感染に対
するバンコマイシン高トラフ値設定投与の一症例． 第29
回日本TDM学会・学術大会 2012.6 神戸
高橋佳子， 竹末芳生， 田久保慎吾， 木村健． バンコマイ

会学術集会・総会 2012.11 横浜
日笠真一， 安田恵， 秀田恭子， 木村健， 澤田暁宏， 徳
川多津子， 日笠聡． テノホビル・ラルテグラビルを含む抗
HIV療法開始後48週時点での腎機能変化−テノホビル・

シン高トラフ値と腎障害の関係におけるエビデンス．（パネル

ブーストされたプロテアーゼ阻害薬を含む抗HIV療法との

ディスカッション）第29回日本TDM学会・学術大会 2012.6

比較−． 第26回日本エイズ学会学術集会・総会 2012.11

神戸
高橋佳子． 術後感染予防抗菌（抗菌化学療法認定薬剤師セ

横浜
澤田暁宏， 日笠聡， 日笠真一， 徳川多津子， 小川啓恭.

ミナー）
． 第29回日本TDM学会・学術大会 2012.6 神戸

糖尿病性腎症末期腎不全に対する維持透析中に間質性肺

高橋佳子． 外科救急領域における深在性真菌症治療と抗真

炎を発症し診断された慢性B型肝炎合併HIV感染症に対し

菌薬適正使用．（モーニングセミナー）第29回日本TDM学

ARTを行った1例． 第26回日本エイズ学会学術集会・総会

会・学術大会 2012.6 神戸
高橋佳子， 竹末芳生， 田久保慎吾， 石原美佳， 中嶋一
彦， 木村健． バンコマイシン1日1回投与症例における初回

2012.11 横浜
［地方会等］
高橋佳子． 専門薬剤師の能力を生かす！−症例への考え方と

TDM実施時期に関する検討． 第29回日本TDM学会・学

専門間リレーション−．（シンポジウム）医療薬学フォーラム

術大会 2012.6 神戸

2012／第20回クリニカルファーマシーシンポジウム 2012.7 福

日笠真一， 安田恵， 原田愛子， 木村健． 肝硬変を合併し
たHIV/HCV重複感染症例に対するアンプレナビル血中濃度

岡
高橋佳子， 竹末芳生， 辰己純代， 田久保慎吾， 中嶋一

の検討． 第29回日本TDM学会・学術大会 2012.6 神戸

彦， 一木薫， 植田貴史， 内野基， 池内浩基， 冨田尚

安田恵， 日笠真一， 木村健． HIV陽性妊婦におけるロピナ

裕， 平野公通， 藤元治朗． MRSA外科術後感染症予防

ビル血中濃度について． 第29回日本TDM学会・学術大会

への取り組み−PCRによるMRSA迅速検査の活用−． 第

2012.6 神戸

60回日本化学療法学会西日本支部総会 2012.11 福岡

日笠真一， 安田恵， 秀田恭子， 木村健， 徳川多津子，澤

高橋佳子， 竹末芳生， 田久保慎吾， 石原美佳， 中嶋一

田暁宏， 日笠聡． 日本人HIV感染症患者の動脈硬化性

彦． バンコマイシン（VCM）1日1回投与例における初回

疾患危険因子と脂質管理に関する横断的研究． 第60回日

TDM実施時期に関する検討． 第60回日本化学療法学会西

本心臓病学会学術集会 2012.9 金沢

日本支部総会 2012.11 福岡

高橋佳子， 竹末芳生， 一木薫， 辰己純代， 田久保慎吾，
植田貴史， 木村健． 薬剤師が行う感染制御−待機的手
術患者に対するPCRを用いたMRSA感染対策−． 第22回
日本医療薬学会年会 2012.10 新潟
多田雅美， 日笠真一， 木村健． アドリアマイシン−シスプラチ
ン併用療法による重篤な好中球減少症のリスク因子． 第22
回日本医療薬学会年会 2012.10 新潟
日笠真一， 安田恵， 秀田恭子， 日笠聡， 澤田暁宏， 徳

■その他■
木村健．ＰＯＳはファーマシューティカル・ケア実践のためのツー
ルである． 関西POS薬剤研究会 2012.2 大阪
木村健． PEACSを活用した服薬指導と薬歴管理． 兵庫県薬
剤師会研修部主催講演会 2012.5 神戸
木村健． 評価される薬剤服用歴管理指導を目指して． 播磨
薬剤師会研修会 2012.5 姫路
高橋佳子． 認定薬剤師になろう！−取得のためのノウハウとそ

川多津子， 木村健．日本人HIV感染症患者の高血圧に対

の先に求められる活動−． 第22回ファルモ・ミエ 2012.7 津

する横断的研究． 第22回日本医療薬学会年会 2012.10 新

高橋佳子． 抗MRSA化学療法のマネジメント～新TDMガイド

潟

ラインの活用法～． 島根県感染制御セミナー 2012.7 松江

安田恵， 日笠真一， 秀田恭子， 木村健． HIV陽性患者

中山雅裕． 薬学部5年次生を対象とした災害医療実習の取り

におけるニューモシスチス肺炎予防薬の投薬におけるガイド

組みとしての評価． 兵庫県病院薬剤師会第1回実務研修会

ライン遵守について． 第22回日本医療薬学会年会 2012.10

2012.7 神戸

新潟
野澤亜沙子， 山下典子， 柳井美奈， 西田淳子， 増山理，
木村健． 心不全教室参加前後の薬に対する理解度の評
価． 第22回日本医療薬学会年会 2012.10 新潟

木村健． 今さら訊けないＰＯＳの活用方法． 第198回薬剤師臨
床セミナー 2012.8 札幌
高橋佳子． 実務に活かす抗菌薬TDMガイドライン． 平成24
年度専門・認定薬剤師養成集中セミナー 2012.9 京都

中村豪志， 藤澤浩美， 中村綾奈， 大北直美， 木村健．ガ

高橋佳子． 院内の感染管理における薬剤師の役割と薬剤選

レノキサシン（ジェニナック®）服用により， 重篤な血小板減

択−キノロン系薬のポジショニングも含めて−． 感染管理薬

少をきたした1症例． 第22回日本医療薬学会年会 2012.10

剤師ラウンドテーブルディスカッションin阪神 2012.9 西宮
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木村健． 薬剤服用歴管理指導の成果を示す薬歴を作成する
には． 京都府薬剤師会舞鶴支部第4回学術講演会 2012.9

の転倒発生要因分析． 第34回日本造血細胞移植学会総会
2012.2 大阪
山本真由美， 松谷あゆみ， 海田勝仁， 宮本順子． ITCZ-

京都
木村健． 認知症治療への薬学的アプローチ． 大阪市阿倍野
区薬剤師会保険薬局部会研修会 2012.9 大阪
高橋佳子． 感染制御における薬剤師のかかわり． 長野県病
院薬剤師会北信支部学術講演会 2012.10 長野
高橋佳子． グラム陰性菌感染治療． 平成24年第3回薬剤師
抗菌化学療法実践教育プログラム 2012.10 神戸

OSの服薬コンプライアンスを改善する飲み合わせの検討～
ITCZ-OSと飲料混合による評価～． 第34回日本造血細胞
移植学会総会 2012.2 大阪
小倉由美子， 石川かおり． クローン病患者へ相談会とともに
栄養管理を支援して～過去10年間と今後～．（シンポジウ
ム）第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸

木村健． ワンランクアップの薬剤服用歴管理指導～アドヒアラン

小倉由美子， 横井要， 波々伯部公美， 尾上由美子， 黒田

ス向上のための服薬指導と薬歴管理～． 兵庫県薬剤師会

裕子， 津田薫， 西川翠， 羽田孝司， 中川登， 寺嶋真

摂丹支部・兵庫県病院薬剤師会摂丹支部共催研修会

理子， 肥塚浩昌， 福田能啓． 臀部， 大腿部の広範囲な
褥瘡， 創傷治癒促進にアバンドを用いた効果1例． 第27回

2012.10 篠山
高橋佳子． 感染制御における薬剤師の役割． 第123回大阪
医薬品適正使用研究会 2012.11 和泉
高橋佳子． 感染制御における薬剤師のかかわり． 舞鶴共催
病院院内学術講演会 2012.11 舞鶴

日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
山岡綾子， 宇都宮明美． ICUにおける『眠りSCAN』の有
用性について． 第39回日本 集中治 療 医 学 会 学 術 集 会
2012.2 千葉
藤井利江． 肺高血圧病患者の健康関連QOLとピア・サポー

看護部

Nursing

トの関連性． 第76回日本循環器学会学術集会（JCS2012）
2012.3 福岡
内藤紀子， 清田まゆみ． 大学病院看護師の禁煙指導に対
する認識と患者へのかかわりについての現状調査． 第6回日

■著書■

本禁煙学会学術総会 2012.4 仙台

窪岡由佑子． フットケア． 野崎真奈美， 林直子， 佐藤まゆ

窪岡由佑子， 吉本奈保美， 松本豊美， 楠宜樹， 美内雅

み， 鈴木久美 編． 成人看護技術 生きた臨床技術を学び

之， 勝野朋幸， 浜口朋也， 宮川潤一郎， 難波光義.

看護実践能力を高める． 東京：南江堂 2012:346-9
■学術論文■
［総説］
湯浅真裕美． 消化器（胃・腸）
．こどもケア 2012;7:25-32
尾上由美子， 藪衣利香， 安宅清夏． 人工股関節置換術の
退院指導リーフレット． 整形外科看護 2012;17:588-9
清水真幸． 交通外傷で意識障害を伴う患者のケース． 救急
看護 & トリアージ 2012;2:121-6
湯浅真裕美． 誤飲．こどもケア 2012;7:67-71
西山実希， 西信一． 専門職とのコラボレーション． 呼吸器ケ
ア 2012;10:722-6
中村滋子， 良本政章， 宮本裕治． 術後合併症にかかわる
観察とケア． ハートナーシング 2012;25:912-5
■学会発表■
［国内学会］

妊娠糖尿病および糖尿病合併妊産褥婦の妊娠・出産に関わ
る体験と看護の実態． 第55回日本糖尿病学会年次学術集
会 2012.5 横浜
山口早百合， 川口未季， 小倉素子， 森下裕子． TACE治
療を受ける患者への介入～ IVRセンターにおける写真を取り
入れたパンフレットの有効性について～． 第41回日本インター
ベンショナルラジオロジー学 会 総 会（APCCVIR2012）
2012.5 神戸
湯浅真裕美． 入院している小児と家族用の転倒・転落防止オ
リエンテーションDVDの有効性． 日本小児看護学会第22回
学術集会 2012.7 盛岡
湯浅真裕美． 入院している小児の転倒・転落防止に向けた取
り組み．（テーマセッション）日本小児看護学会第22回学術
集会 2012.7 盛岡
久保田千景， 中山美由紀， 岡本双美子． 一般病棟における

藤本陽子． JR福知山線脱線事故における負傷者受け入れ施

終末期がん患者の在宅療養移行に向けての家族支援の阻

設の手術部の対応−情報システム構築を主とした今後の課

害要因と促進要因． 日本家族看護学会第19回学術集会

題−． 第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

2012.9 東京

髙井喜子， 岡崎美智子， 一木薫， 土田敏恵， 竹末芳生,

久保田千景． 未成年のCPA（心肺停止）患者の脳死臓器移

中嶋一彦， 植田貴史． シャワー浴， 入浴は中心静脈カテ

植に関する両親への意思決定支援． 日本家族看護学会第

ーテル関連血流感染（CLABSI）のリスクか． 第27回日本
環境感染学会総会 2012.2 福岡
河合百合子． 切除不能進行胃癌患者の化学療法施行中にお
ける睡眠感． 第26回日本がん看護学会学術集会 2012.2 松
江
植木智子， 小澤万里子， 宮本順子． 造血幹細胞移植患者

19回学術集会 2012.9 東京
藤井利江， 松尾ミヨ子． 肺高血圧症患者のピア・サポートの
実態．（コメディカルセッション）第1回日本肺循環学会学術
集会 2012.9 東京
岩崎寮子． 眼科看護の専門性．（ナーシングプログラム）第66
回日本臨床眼科学会 2012.10 京都

兵庫医大業績録（2012）
江上友衣子， 吉田恵理子． 糖尿病から糖尿病腎症を経て透
析に至った患者の食生活体験プロセス． 第43回日本看護学
会−成人看護Ⅱ−学術集会 2012.11 つくば
笠松由利， グレッグ美鈴． 看護師長への役割移行で経験す
る役割ストレスと対処行動． 第32回日本看護科学学会学術
集会 2012.11 東京
［地方会等］
峯瀬美千代， 西田淳子， 丸山美津子． 看護部医療事故防
止委員会のリンクナース配置の効果． 日本医療マネジメント
学会第6回兵庫支部学術集会 2012.4 小野
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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課程 2012.2
足立拓也． わかる ! 読める ! 胸部レントゲン写真読影の実
際．日本離床研究会教育講座 2012.2 東京
湯浅真裕美．こんなときどうする? ～こどもの救急～．まちの保
健室 2012.3 西宮
牛尾里美． はじめよう ! 血友病看護． バクスター血友病ケアセ
ミナー 2012.3 神戸
牛尾里美． 看護師のための血友病基礎講座． 東三河ナース
ケアセミナー 2012.4 豊橋

益田尋美， 熊野三希子， 藤野真世， 岩﨑寮子． 眼科病棟

牛尾里美． ネットワークにおける血友病患者情報の共有−看護

における新人看護師の看護技術習得に対する思い． 第35回

師向け血友病患者ナース申し送りシートの活用−． 京滋血

日本手術看護学会兵庫地区学会 2012.6 神戸
森口友紀， 宮本裕治， 良本政章， 笹沼直樹， 小幡由美,

友病Ｂ学術講演会 2012.5 京都
小倉由美子， 石川かおり． “ 腸を守る ! クローン病患者さんを

中村滋子． 安全に心臓リハビリーションを行うために～クリニ

看護して． IBDグループ主催特別レクチャー 2012.5 札幌

カルパスの作成を通して～． 第57回日本集中治療医学会近

山田明美． 集まれ， 新主任． 福岡県看護協会看護管理研

畿地方会 2012.7 大津
山路さおり． ジェネラリストが語る看護．（シンポジウム）第12
回福岡県看護学会 2012.12 福岡
［研究会・講演会等］
清水麻衣， 島あずさ， 玉越綾， 松本豊美． 精神疾患合併
妊 婦 への支 援． 平 成23年 度 周 産 期 医 療 事 例 検 討 会
2012.3 神戸
西山佳奈， 高橋正子， 上田敬博， 小濱圭祐， 小谷穣治,
正井潔． カンボジアにおける救急医療体制構築の問題点と
課題について． 第105回近畿救急医学研究会 2012.3 神戸
島あずさ， 清水麻衣， 玉越綾， 松本豊美． 当院における
精神疾患合併妊婦への対応について． 第44回阪神周産期
勉強会 2012.5 西宮
岩崎寮子． 眼科病棟・アイセンター（手術室）看護師教育シ
ステムの構築．（シンポジウム）第28回日本眼科看護研究会
2012.6 大阪
小西尚美， 東別府直紀， 辻本勉， 高橋留佳， 芝原裕和.
この症例をどうみる? ． 第15回兵庫NST研究会学術集会
2012.6 西宮
■その他■
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−看護管理者研修− 2012.1 神戸
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 2012.1 豊岡
江端里恵． 就業者看護基礎技術研修． 兵庫県看護協会
2012.1 神戸
小倉由美子． クローン病看護のコツ． 岡山経鼻実技セミナー
2012.1 岡山
石川かおり． 経管栄養療法の実際の指導． 岡山経鼻実技セ
ミナー 2012.1 岡山
山田明美． 人材育成と活用． 産業医科大学病院管理者研
修会 2012.2 北九州
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課程 2012.2 神戸

修 2012.6 福岡
湯浅真裕美． こんなときどうする ? 子どもの救急．まちの保健
室 2012.6 西宮
牛尾里美． プレパレーションを取り入れた成長ホルモン治療導
入 指 導について． 成 長ホルモン兵 庫 県 看 護 師 勉 強 会
2012.6 神戸
丸山美津子． 看護チームマネジメント・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課
程 2012.7 神戸
河岡千寿， 小倉由美子． 外来化学療法室におけるオレンシア
の投与． 神戸オレンシアナースセミナー 2012.7 神戸
牛尾里美． あなたならどうする ? −事例で考えよう−． バクスタ
ーヘモフィリアケアセミナー 2012.7 神戸
丸山美津子． チーム医療における看護の役割． 兵庫県看護
協会管理入門編ビギナーコース 2012.9 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
看護協会研修 2012.9 神戸
山田明美． 手術看護管理実践． 日本手術看護学会管理者
研修 2012.9 東京
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
け．日本看護協会認定看護師教育課程合同研修会 2012.9
神戸
丸山美津子． 看護チームマネジメント・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課
程 2012.12 神戸
窪 岡 由 佑 子． 妊 娠と糖 尿 病． 兵 庫 県 看 護 協 会 研 修 会
2012.9 神戸
湯浅真裕美．こんなときどうする? 子どもの救急．まちの保健室
2012.9 西宮
山田明美． 動機づけ理論． 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課程 2012.10 神戸
窪岡由佑子． 血糖パターンマネジメント～患者の気付きに繋げ
る自己管理ノート活用法～． CGMデータから読み解く血糖変
動 2012.10 東京
江端里恵． 薬剤管理と与薬の技術． 兵庫県看護協会新人
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看護職員研修 2012.10 神戸
窪岡由佑子． 妊娠糖尿病妊婦・女性への支援の実際． 妊
娠糖尿病について学ぶ・考えるセミナー 2012.11 東京
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課程 2012.11 福岡
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課程 2012.11 大分
窪岡由佑子． 災害に備えた療養指導． 第12回南和地区糖
尿病フォーラム 2012.12 奈良
窪岡由佑子． フットケアの実際． 糖尿病合併症重症化予防
（フットケア）研修 2012.12 尼崎

N， Hirota S． Is obesity correlated with
gastrointestinal toxicity induced by radiotherapy for
p r o s t a t e c a n c e r ?． E u r o p e a n S o c i e t y f o r
Radiotherapy and Oncology（ESTRO31）2012.5
Barcelona
Tanooka M， Miura H， Inoue H， Doi H， Takada Y,
Fujiwara M， Ishimaru F， Sakamoto K， Kamikonya
N， Hirota S． Carbon-fiber couch modeling
optimization for Monaco VMAT planning and
delivery． European Society for Radiotherapy and
Oncology（ESTRO31）2012.5 Barcelona
Miura H， Tanooka M， Fujiwara M， Doi H， Inoue H，

放射線技術部

Department of Radiological Technology

Takada Y， Kamikonya N， Hirota S． Comparison of
full-arc and half-arc volumetric modulated arc therapy
（VMAT）for maxillary cancer． European Society
for Radiotherapy and Oncology（ESTRO31）2012.5

■著書■

Barcelona

源貴裕． 乳房撮影領域X線の被ばく線量評価の実際． 計測

Tanooka M， Inoue H， Doi H， Miura H， Takada Y,

分科会 監． 放射線医療技術学叢書（25）医療被ばく測定

Fujiwara M， Ishimaru F， Sakamoto K， Kamikonya

テキスト． 改訂2版． 京都：日本放射線技術学会 2012:35-

N， Hirota S． Carbon-fiber couch modeling

54

optimization for Monaco VMAT planning and

■学術論文■
［総説］
松本一真． 頭頸部のIVR その現状について． 映像情報
Medical 2012;3:298-300
［原著］
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Niwa Y， Fujiwara
M， Tsuboi K， Miura H， Inoue H， Tanooka M，

delivery． American Society of Radiation Oncology
（ASTRO2012）2012.10 Boston
若山司， 名定敏也， 梅原孝好， 山田英司， 大出寛， 中
江保夫， 坂本清． コアベータ使用適性の検討． Complex
Cardiovascular Therapeutics（CCT2012）2012.11 神
戸
［国内学会］

Nakamura T， Shikata T， Kimura T， Tsujimura

石丸芙美子， 田ノ岡征雄， 井上裕之， 中川英雄， 酒井敏

T， Hirota S． Low-Dose aspirin therapy does not

行， 安政勝己． IGRTに用いるCBCTの撮影条件の適正

increase the severity of acute radiation proctitis.

化． 日本放射線技術学会第68回総会学術大会 2012.4 横

World J Oncol 2012;3:173-81
Doi H， Kamikonya N， Takada Y， Fujiwara M， Tsuboi

浜
三浦英治， 冨士原将之， 田ノ岡征雄， 土井啓至， 井上裕

K， Miura H， Inoue H， Tanooka M， Nakamura T，

之， 髙田康弘， 上紺屋憲彦， 廣田省三． VMATにおけ

Shikata T， Kimura T， Tsujimura T， Hirota，S.

るガントリ回転角度の影響． 第103回日本医学物理学会学術

Long-term sequential changes of radiation proctitis

大会 2012.4 横浜

and angiopathy in Rats． J Radiat Res 2012;53:217-24

藤田知子， 平山伸一， 前田勝彦， 源貴裕， 山田英司，

Miura H， Fujiwara M， Tanooka M， Doi H， Inoue H,

中村満， 石野真須美， 小田雅彦， 坂本清． 血管造影装

Takada Y， Kamikonya N， Hirota S． Dosimetric and

置 Artis Zee F（SIEMENS）における撮影・透視条件

delivery characterizations of full-arc and half-arc

の検討． 第41回日本IVR学会総会（APCCVIR2012 JSIR

volumetric-modulated arc therapy for maxillary

& ISIR）2012.5 神戸

cancer． J Radiat Res 2012;53:785-90
［症例報告］
中野友也， 名定敏也， 城本航， 榎卓也， 加古泰一， 梅
原 孝 好， 中 江 保 夫， 坂 本 清， 廣 田 省 三． 肝 臓
Perfusion CTにおける被ばく低減プロトコル．日本放射線技
術学会雑誌 2012;8:1015-24
■学会発表■
［国際学会］
Doi H， Ishimaru F， Tanooka M， Miura H， Inoue H，
Takada Y， Fujiwara M， Yamamoto S， Kamikonya

中村満， 平山伸一， 藤田知子， 源貴裕， 山田英司， 石
野真須美， 前田勝彦， 小田雅彦， 坂本清．レーザー照
準器を用いたCT下生検の効率化． 第41回日本IVR学会総
会（APCCVIR2012 JSIR & ISIR）2012.5 神戸
前田勝彦， 平山伸一， 藤田知子， 源貴裕， 中村満， 小
田雅彦， 山田英司， 石野真須美， 坂本清． アンギオ施
行医の被ばくに対する意識調査． 第41回日本IVR学会総会
（APCCVIR2012 JSIR & ISIR）2012.5 神戸
前田勝彦， 松本一真． 画質や線量を含めた放射線機器の品
質管理． 第41回日本IVR学会総会（APCCVIR2012 JSIR

兵庫医大業績録（2012）
& ISIR）2012.5 神戸
後藤博， 琴浦規子， 名定敏也， 松本一真， 城本航， 槌
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2回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー 2012.8
松本

谷達也， 中江保夫， 坂本清． 胎児3D-CT撮影の再構

中村悦子． 2機種運用における True Whole-body PET/CT

成関数の検討． 第28回日本診療放射線技師学術大会

検査について． 日本核医学会PET核医学分科会 PETサ

2012.9 名古屋
石野真須美， 中村満， 藤田知子， 源貴裕， 小田雅彦，
前田勝彦， 山田英司， 堀眞規， 坂本清． CTガイド下穿
刺用自作補助具の使用経験（ラインレーザを用いて）
． 第28
回日本診療放射線技師学術大会 2012.9 名古屋
中村悦， 尾上公一， 木谷仁昭， 前田善裕， 矢野尾早苗，
石田敏久， 池内陽子， 立花敬三． 2機種運用における
PET/CT検査の検討． 第32回日本核医学技術学会総会
学術大会 2012.10 札幌
城本航， 琴浦規子， 中江保夫， 梅原孝好， 榎卓也， 槌
谷達也， 坂本清． 呼吸同期併用BOLD-MRIシーケンスの
検討． 第40回日本放射線技術学会秋季学術大会 2012.10
東京
井上裕之， 田ノ岡征雄， 酒井敏行， 石丸芙美子， 中川英
雄， 源貴裕， 小田雅彦， 安政勝己， 坂本清， 上紺屋
憲彦． 複数の三次元半導体検出器によるVMAT線量分
布解析の比較． 日本放射線腫瘍学会第25回学術大会
2012.11 東京
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，
廣田省三． 当院における骨悪性腫瘍に対する術中対外照
射自家骨移植の経験と検討． 日本放射線腫瘍学会第25回
学術大会 2012.11 東京
［地方会等］
冨士原将之， 田ノ岡征雄， 三浦英治， 丹羽康江， 髙田康
弘， 上紺屋憲彦， 廣田省三， 酒井敏行， 井上裕之，
石丸芙美子． 大腿骨内金属による線量分布への影響（ファ
ントムによる検討）
． 日本医学放射線学会第302回関西地方
会 2012.11 大阪
［研究会・講演会等］
松本一真． IVUSについて−基礎から臨床まで−． 日本血管
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5
回認定機構主催セミナー 2012.2 大阪
前田勝彦． 冠動脈の解剖とその支配領域～心臓を立体的
にとらえよう～．（ コメディカルセッション ）KIC Live
Demonstration 2012 2012.3 三田
前 田 勝 彦 ．冠 状 動 脈 の 基 礎 解 剖．T h e 4 t h k i n k i
TransRadial Study Group For Co-Medical 2012.3 大阪
名 定 敏 也． アダ ムキュービッツの3DCT． 第8回 中 部
SOMATOM研究会 2012.6 名古屋
松本一真． IVUSについて−基礎から臨床まで−． 日本血管
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6
回認定講習会 2012.7 東京
小田雅彦． 放射線安全管理「放射線障害防止法」． 第6回
日本放射線治療専門放射線技師認定機構 全国統一講習
会 in 関西2012 2012.7 大阪
源貴裕． マンモグラフィの線量測定．日本放射線技術学会第

マーセミナー2012 in 信州 2012.8 長野
前 田 勝 彦． 日常 点 検 ～ 当 院 の 一 工 夫 ～． Co-medical
Conference for Interventional Therapy（CoCIT2012）
2012.9 神戸
松本一真． 冠動脈造影の読み方−基礎解剖を含め， 立体視
を目指して−． 第11回秋田PCIライブ 2012.10 秋田
名定敏也． 撮影パラメータと画質． 第23回関西SOMATOM
研究会 2012.10 大阪
松 本 一 真． PCI中 に 飛 び 交う言 葉 の 解 説． Complex
Cardiovascular Therapeutics 2012（CCT2012）2012.11
神戸
立花敬三． 核医学を取り巻く諸問題−最近の話題から−． 第
34回兵庫県核医学技術検討会 2012.12 神戸
■その他■
榎 卓 也． 当 院 に お ける膝 関 節 撮 像． 第14回 兵 庫 県
MRImaging研究会 2012.1 神戸
松本一真． 冠動脈造影の読み方−基礎解剖を含め， 立体視
を目指して−． Slender Club Japan Live Demonstration
in AOMORI 2012.4 青森
松本一真． QCA vs QCU vs CACT． VISIWAVE研究会
2012.5 大阪
井上裕之． 三次元半導体検出器の使用経験． 第112回放射
線治療かたろう会一泊研修 2012.5 神戸
城 本 航． 当 院 における膵 臓MR検 査． 第15回 兵 庫 県
MRImaging研究会 2012.6 神戸
石田敏久． 施設紹介． 第33回兵庫県核医学技術検討会
2012.6 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22回医療被ばく測定セミナー 2012.9 山形
琴浦規子． 安全なMRI検査をおこなうために～見逃せばこんな
ことが起こります． 兵庫医科大学病院第3回医療安全講演
会 2012.10 西宮
松本一真． 冠動脈造影の読み方−基礎解剖を含め,立体視を
目指して−． 循環器カテーテル検査･治療 看護師･コメディカ
ル研修 2012.12 東京
名定敏也． MDCTでみる心臓． 兵庫県臨床工学技士会
2012.12 神戸
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共同利用施設

Research Facilities for Common Use
動物実験施設

The Institute of Experimental Animal Sciences

する． 第27回日本生殖免疫学会総会・学術集会 2012.12
高槻
［研究会・講演会等］
佐加良英治． 実験動物施設における動物アレルギー対策.
（シンポジウム）平成24年度公私立大学実験動物施設協議
会 2012.6 大阪
小原徹， 高尾尊身， 佐加良英治， 朱宮正剛， 米川博通，

■著書■

室田宏之， 森松正美． 動物アレルギー， アナフィラキシー

長谷川（赤谷）昭子， 香山浩二． 受精． 柴原浩章， 森本

発生と対策−咬傷， 針刺，ラテックス−． 第49回日本実験

義晴， 京野廣一 編著． 図説よくわかる臨床不妊症学 生殖
補助医療編． 第2版． 中外医学社 2012:2-12
■学術論文■
［原著］

動物環境研究会 2012.12 東京
■その他■
佐加良英治． ウサギの気管挿管を経験して． 公私立大学実
験動物施設協議会年報 2012;19:106

Hardiyanto L， Hasegawa A， Komori S． The N-linked

佐加良英治． 実験動物によるアレルギー， アナフィラキシーに

carbohydrate moiety of male reproductive tract CD52

関する啓発．（教育講演）アステラス製薬株式会社 2012.10

（mrt-CD52）interferes with the complement system
via binding to C1q． J Reprod Immunol 2012;94:142-50
■学会発表■
［国内学会］
守井見奈， 荻野舞， 池田ゆうき， 長谷川昭子， 小森慎
二． 卵丘細胞の精子貪食作用とその作用機序について.
第137回日本生殖医学会関西支部集談会． 第44回関西アン
ドロロジーカンファレンス 2012.3 大阪
池田ゆうき， 長谷川昭子， 脇本裕， 加藤徹， 荻野舞，
田中宏幸， 小森慎二． カニクイザルにおける卵巣組織の免
疫組織学的検討． 第64回日本産科婦人科学会学術講演
会 2012.4 神戸
佐加良英治． SPF項目見直しに対する兵庫医科大学の対応.
（シンポジウム）第59回日本実動物学会総会 2012.5 別府
伊東久男， 永田大典， 佐加良英治． ジャコウネズミ（スンク
ス）の水迷路学習実験に関する考察． 第59回日本実動物
学会総会 2012.5 別府
持田菜穂子， 長谷川昭子， 荻野舞， 池田ゆうき， 守井見
奈， 小森慎二． ART代替血清添加培養液を用いたマウス
未熟卵胞の発育培養． 第 5 3 回日本哺乳動物卵子学会
2012.5 豊中
持田菜穂子， 長谷川昭子， 荻野舞， 池田ゆうき， 田中宏
幸， 小森慎二． ART代替血清添加培地を用いたマウス未
発育卵胞の体外培養について． 第57回日本生殖医学会学
術講演会・総会 2012.11 長崎
守井見奈， 長谷川昭子， 持田菜穂子， 荻野舞， 池田ゆう
き， 田中宏幸， 澤井英明． 卵丘細胞による精子貪食作用
とその分子機構． 第27回日本生殖免疫学会総会・学術集
会 2012.12 高槻
池田ゆうき， 持田菜穂子， 長谷川昭子， 脇本裕， 加藤
徹， 細田容子， 荻野舞， 田中宏幸， 澤井英明． ART
代替血清添加培地を用いたマウス初期2次卵胞の体外培養
法について． 第27回日本生殖免疫学会総会・学術集会
2012.12 高槻
田中宏幸， 長谷川昭子， 澤井英明． 精子不動化抗体の対
応抗原の役割：mrt-CD52はC1qを介して補体作用を障害

大阪
佐加良英治． 動物実験の法令等． 実験動物管理者等の教
育訓練2012 2012.11 京都
佐加良英治． 実験動物の福祉． 実験動物管理者等の教育
訓練2012 2012.11 京都
佐加良英治． 労働安全衛生． 実験動物管理者等の教育訓
練2012 2012.11 京都
佐加良英治． 教育・訓練に関する様々な課題． 文科省「研
究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」
への対応 2012.11 東京
佐加良英治． 外部検証に関する様々な課題． 文科省「研究
機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」への
対応 2012.11 東京
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木村政義． 集中治療領域の安全対策． 徳島県臨床工学技
士会学術講演会・総会 2012.4 徳島

Central Facility

木村政義． 人工呼吸器と加温加湿器を安全に使用するため

臨床工学室

武西友幸．FFRの基礎． i-Learn Program in KANSAI

Clinical Engineering Room
■学術論文■
［原著］
木村政義， 冨加見教男， 鈴木尚紀， 西信一． 人工鼻使用
症例と加温加湿器移行症例の比較検討． 日本集中治療医
学会雑誌 2012;19:81-2
■学会発表■
［国内学会］
木村政義， 冨加見教男， 中田文． 人工鼻の大きさによる加
湿能・流量抵抗の違い． 第22回日本臨床工学会 2012.5
富山
木村政義． 集中治療業務における課題と展望．（シンポジウ
ム）第22回日本臨床工学会 2012.5 富山
木村政義， 鈴木尚紀， 大平順之， 冨加見教男， 西信一.
オキシマスク・簡易酸素マスク・リザーバーマスクの吸入酸素
濃度の比較． 第39回日本集中治療医学会学術集会 2012.2
千葉
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 德山正徳， 川﨑由記， 中野智
彦， 橘銀平， 中西健． LDLアフェレシスにおける各種サイ
トカインの変動． 第57回日本透析医学会学術集会・総会
2012.6 札幌
冨加見教男． 当院呼吸ケアチームにおけるiPadを用いたデー
タ管理方法． 第34回日本呼吸療法医学会学術総会 2012.7
宜野湾
鈴木尚紀， 蓮池由起子， 德山正徳， 松本綾子， 川﨑由
記， 中田文， 中野智彦， 橘銀平， 押川千穂， 中西健.
免疫吸着療法における電解質の推移と抗体吸着． 第33回
日本アフェレシス学会学術大会 2012.11 佐世保
松本綾子， 蓮池由起子， 德山正徳， 鈴木尚紀， 川﨑由
記， 中野智彦， 橘銀平， 中西健． ネフローゼ症候群に対
するLDL アフェレシス施行におけるサイトカインの検討． 第33
回日本アフェレシス学会学術大会 2012.11 佐世保
［地方会等］
大平順之． VAS管理の変化とこれから．（ワークショップ）第
31回日本体外循環技術医学会近畿地方会大会 2012.2 神
戸
木村政義． いまさら聞けないいろんなこと． お答えします！.
（シンポジウム）第19回近畿臨床工学会 2012.10 和歌山
［研究会・講演会等］
木村政義． 人工呼吸器の安全管理． 第9回人工呼吸器安全
管理セミナー 2012.1 京都
武西友幸． FFRの基礎． 第103回関西循環器撮影研究会
2012.1 大阪
木村政義． 加温加湿について． 一般社団法人大阪府臨床
工学技士会第3回呼吸療法セミナー 2012.3 大阪

に． 第10回記念人工呼吸セミナー in岡山 2012.8 岡山
Final 2012.6 大阪
武西友幸． IABPの基礎知識．インターベンション治療コ・メデ
ィカル会議 2012.9 神戸
■その他■
木村政義． 換気モード設定．（Q&A）呼吸器・循環器急性
期ケア 2012;12:44-6
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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］

removal of and radiation therapy for langerhans cell
histiocytosis of the sphenoid bone：which comes first,
the chicken or the egg ? ． Intern Med 2012;51:497-501
■学会発表■
［国内学会］
Eguchi R， Fujimori Y， Kubo S， Ogawa H． FK506
binding protein 12 is involved in FK506-induced
endothelial dysfunction．（オーラルセッション）第74回日本
血液学会学術集会 2012.10 京都

Hosen N， Ichihara H， Mugitani A， Aoyama Y，

Eguchi R， Okada M， Fujimori Y， Soma T， Ogawa T.

Fukuda Y， Kishida S， Matsuoka Y， Nakajima H，

Recombinant thrombomodulin suppresses FK506-

Kawakakami M， Yamagami T， Fuji S， Tamaki H，

induced endothelial cell death． 第74回日本血液学会学

Nakano T， Nishida S， Tsuboi A， Iida S， Hino M，
Oka Y， Oji Y， Sugiyama H． CD48 as a novel

術集会 2012.10 京都
［兼任］

molecular target for antibody therapy in multiple

小川啓恭（内科学講座血液内科 参照）

myeloma． Br J Haematol 2012;156:213-24

相馬俊裕（内科学講座血液内科 参照）

Tamaki H， Fujioka T， Ikegame K， Yoshihara S， Kaida

岡田昌也（内科学講座血液内科 参照）

K， Taniguchi K， Kato R， Tokugawa T， Nakata J，

池亀和博（内科学講座血液内科 参照）

Inoue T， Yano A， Eguchi R， Okada M， Maruya E，

谷澤隆邦（小児科学講座 参照）

Saji H， Ogawa H． Different mechanisms causing loss

甲斐俊朗（輸血学 参照）

of mismatched human leukocyte antigens in relapsing

藤盛好啓（輸血学 参照）

t（ 6；11）
（ q27；q23）acute myeloid leukemia after

松山知弘（先端医学研究所 神経再生研究部門 参照）

haploidentical transplantation． Eur J Haematol

後藤章暢（先端医学研究所 細胞遺伝子治療部門 参照）

2012;89:497-500
Tamaki H， Hashimoto M， Naito Y， Lee-Kawabata M,
Masuyama T， Ogawa H， Hasegawa S． Curative
resection of double primary lung cancer after

細胞・遺伝子治療部門

Laboratory of Cell and Gene Therapy

15-month bortezomib administration． Onkologie
2012;35:216-7
Eguchi R， Kubo S， Takeda H， Ohta T， Tabata C,

■学術論文■
［原著］

Ogawa H， Nakano T， Fujimori Y． Deficiency of Fyn

Cook CC， Kim A， Terao S， Gotoh A， Higuchi M.

protein is prerequisite for apoptosis induced by Src

Consumption of oxygen：a mitochondrial-generated

family kinase inhibitors in human mesothelioma cells.

progression signal of advanced cancer． Cell Death

Carcinogenesis， 2012;33:969-75

Dis 2012;3:e258

Ogata K， Kakumoto K， Matsuda A， Tohyama K,

Oyama T， Uramoto H， Kagawa N， Yoshimatsu T,

Tamura H， Ueda Y， Kurokawa M， Takeuchi J,

Osaki T， Nakanishi R， Nagaya H， Kaneko K,

Shibayama H， Emi N， Motoji T， Miyazaki Y,

Muto M， Kawamoto T， Tanaka F， Gotoh A.

T a m a k i H， M i t a n i K， N a o e T， S u g i y a m a H ,

Cytochrome P450 in non-small cell lung cancer related

Takaku F． Differences in blast immunophenotypes

to exogenous chemical metabolism． Front Biosci

among disease types in myelodysplastic syndromes：
A multicenter validation study．Leuk Res 2012;
36:1229-36

2012;4:1539-46
Tamura K， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,
Nishizaki T． A2a adenosine receptor mediates HepG2

Tawara I， Sun Y， Liu C， Toubai T， Nieves E,

cell apoptosis by downregulating Bcl-X L expression

Evers R， Alrubaie M， Mathewson N， Tamaki H,

and upregulating bid expression． J Cell Biochem

Reddy P． Donor- but not host-derived interleukin-10
contributes to the regulation of experimental graftversus-host disease． J Leukoc Biol 2012;91:667-75
［症例報告］
Tamaki H， Fujita S， Kato R， Tsukamoto Y， Hirota S，

2012;113:1766-75
Nagaya H， Tagawa M， Hiwasa K， Terao S， Kanno T,
Nishizaki T， Gotoh A． Fiber-substituted conditionally
replicating adenovirus for oncolysis of human renal
carcinoma cells． Anticancer Res 2012;32:2985-9

Arita N， Ogawa H． Spontaneous regression of

Hiwasa K， Nagaya H， Terao S， Acharya B， Hamada

pulmonary involvement after smoking reduction and

K， Mizuguchi H， Gotoh A． Improved gene transfer

兵庫医大業績録（2012）
into bladder cancer cells using adenovirus vector
containing RGD motif． Anticancer Res 2012;32:313740
Okada A， Yaguchi T， Kanno T， Gotoh A， Nakano T,
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prostate and renal cancer cells． Pharmacology
2012;90:242-6
Kanno T， Gotoh A， Fujita Y， Nakano T， Nishizaki T.
A 3 adenosine receptor mediates apoptosis in 5637

Nishizaki T． PDGF-D/PDGF-ββ receptor-regulated

human bladder cancer cells by G q protein/PKC-

chemotaxis of malignant mesothelioma cells． Cell

dependent AIF upregulation． Cell Physiol Biochem

Physiol Biochem 2012;29:241-50

2012;30:1159-68

Tsuchiya A， Kanno T， Saito M， Miyoshi Y， Gotoh A,

Kanno T， Gotoh A， Nakano T， Tagawa M， Nishizaki

Nakano T， Nishizaki T． Intracellularly transported

T． Beneficial oncolytic effect of fiber-substituted

adenosine induces MCF-7 human breast cancer cells

conditionally replicating adenovirus on human lung

by accumulating AMID in the nucleus． Cancer Lett
2012;321:65-72
Honda M， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,

cancer． Anticancer Res 2012;32:4891-5
■学会発表■
［国内学会］

Nishizaki T． Mesothelioma cell proliferation through

長屋寿雄， 寺尾秀治， 日和佐一弘， 田川雅敏， 後藤章

autocrine activation of PDGF-ββ receptor． Cell

暢． 腎癌細胞株に対するファイバー改変アデノウイルスベクタ

Physiol Biochem 2012;29:667-74

ーによるin vitro での抗腫瘍効果の検討． 第21回泌尿器科

Kamiya H， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,
Nishizaki T． Apoptosis-related gene transcription in
human A549 lung cancer cells via A 3 adenosine
receptor． Cell Physiol Biochem 2012;29:687-96

分子・細胞研究会 2012.2 札幌
藤木龍輔， 後藤章暢． がんの遺伝子治療 その課題と将来
性． 第8回日本腫瘍学会学術集会 2012.3 東京
Nagaya H， Terao S， Hiwasa K， Tagawa M， Gotoh A.

Nogi Y， Kanno T， Nakano T， Fujita Y， Tabata C,

Oncolytic effects of a fiber knob substituted

Fukuoka K， Gotoh A， Nishizaki T． AMP converted

adenovirus vector to human bladder carcinoma cells.

from intracellularly transported adenosine upregulates

第18回日本遺伝子治療学会年次学術集会 2012.6 熊本

p53 expression to induce malignant pleural

Nagaya H， Nishizaki T， Hiwasa K， Oyama T， Gotoh

mesothelioma cell apoptosis． Cell Physiol Biochem

A． A3 Adenosine receptor induced cell death via

2012;30:61-74

AMID in renal carcinoma cell． 第71回日本癌学会学術

Otsuki T， Kanno T， Fujita Y， Tabata C， Fukuoka K,

総会 2012.9 札幌

Nakano T， Gotoh A， Nishizaki T． A 3 adenosine

Tamura K， Kanno T， Fujita Y， Fukuoka K， Tabata C,

receptor-mediated p53-dependent apoptosis in Lu-65

Gotoh A， Nishizaki T， Nakano T． A2a adenosine

human lung cancer cells． Cell Physiol Biochem

receptor mediates HepG2 cell apoptosis by

2012;30:210-20

downregulating Bcl-XL expression and upregulating

Kanno T， Nakano T， Fujita Y， Gotoh A， Nishizaki T.
Adenosine induces apoptosis in SBC-3 human lung

bid expression． 第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札
幌

cancer cells through A3 adenosine receptor-dependent

Okada A， Yaguchi T， Kanno T， Gotoh A， Murakami

AMID upregulation． Cell Physiol Biochem 2012;30:

A， Yamada H， Tamura K， Tabata C， Fukuoka K,

666-77

Nishizaki T， Nakano T． PDGF-D/PDGF-ββ receptor-

Kanno T， Nishimoto T， Fujita Y， Gotoh A， Nakano T,
Nishizaki T． Sphingosine induces apoptosis in MKN28 human gastric cancer cells in an SDK-dependent
manner． Cell Physiol Biochem 2012;30:987-94

regulated chemotaxis of malignant mesothelioma cells.
第71回日本癌学会学術総会 2012.9 札幌
Oyama T， Uramoto H， Shimokawa H， Sou T,
Hanagiri T， So T， Yoshimatsu T， Nagaya H,

Okuwa H， Kanno T， Fujita Y， Gotoh A， Tabata C,

O s a k i T， N a k a n i s h i R， G o t o h A， T a n a k a F ,

Fukuoka K， Nakano T， Nishizaki T． Sphingosine

Yasumoto K． Cytochrome P450（CYP）and p53

suppresses mesothelioma cell proliferation by

immunoreactivity in breast cancer． 第71回日本癌学会

inhibiting PKC-δ and inducing cell cycle arrest at the

学術総会 2012.9 札幌

G0/G1 phase． Cell Physiol Biochem 2012;30:995-1004

■その他■

Gotoh A， Kanno T， Nagaya H， Nakano T， Tabata C,

後藤章暢． 前立腺肥大症の最新の薬物療法～病診・診診連

Fukuoka K， Tagawa M， Nishizaki T． Gene therapy

携の活用について～． 第321回三田市医師会生涯教育研

using adenovirus against malignant mesothelioma.
Anticancer Res 2012;32:3743-7
Gotoh A，Nagaya H，Kanno T，Nishizaki T．Antitumor
action of α1-adrenoceptor blockers on human bladder,

修会 2012.10 大阪
後藤章暢． 癌に対して細胞・遺伝子治療は何ができるか？.
第1回兵庫医科大学先端医学研究所 研究セミナー 2012.11
西宮

226

兵庫医大業績録（2012）

神経再生研究部門

Laboratory of Neurogenesis and CNS Repair
■著書■
Nakagomi T， Matsuyama T． Ischemia-induced neural

［国内学会］
松山知弘， 中込隆之． 脳梗塞後に誘導される脳軟膜由来神
経幹細胞．（シンポジウム）第37回日本脳卒中学会総会
（STROKE2012）2012.4 福岡
田片将士， 中込隆之，土居亜紀子， 三村治， 田口明彦，

stem/progenitor cells within the post-stroke cortex in

松山知弘． Glucocorticoid-induced TNF receptor

adult brains． In：Sun T ed． Neural Stem Cells and

（GITR）の神経再生に及ぼす影響． 第37回日本脳卒中学

Therapy． New York：InTech 2012:343-58

会総会（STROKE2012）2012.4 福岡

Kasahara Y， Nakagomi T， Matsuyama T， Taguchi A.

辻雅弘， 田口明彦， 笠原由紀子， 大嶌麻妃子， 池田智

Neurogenesis in the cerberal cortex after stroke.

明， 松山知弘． 新生児脳梗塞モデルマウスに対するヒト臍

Hayat MA ed． Stem Cells and Cancer Stem Cells,

帯血CD34陽性細胞静脈内投与の効果． 第11回日本再生

volume2． New York：Springer 2012:211-7

医療学会総会（JSRM2012）2012.6 横浜

■学術論文■
［原著］
Nakagomi T， Molnar Z， Taguchi A， Nakano-Doi A,
Lu S， Kasahara Y， Nakagomi N， Matsuyama T.
Leptomeningeal-derived doublecortin-expressing cells
in poststroke brain． Stem Cells Dev 2012;21:2350-4

Matsuyama T， Doe N， Nakano-Doi A,

Lu S,

Taguchi

A． Establishment of mouse model of post-Stroke
depression and its application for drug evaluation． 第
35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋
Momota Y， Nakagomi T， Nakano-Doi A， Maeda M，
Shibata H， Taguchi A， Tsukamoto Y， Suwa F，

Kasahara Y， Nakagomi T， Matsuyama T， Stern D,

Kotani J， Matsuyama T． Pericyte-deribed neural

Taguchi A． Cilostazol reduces the risk of

stem/progenitor cells induced by transient cerebral

hemorrhagic infarction after administration of tissuetype plasminogen activator in a murine stroke model.
Stroke 2012;43:499-506
Takata M， Nakagomi T， Kashiwamura S， Nakano-Doi
A， Saino O， Nakagomi N， Okamura H， Mimura O,

ischemia. 第35回日本神経科学大会 2012.9 名古屋
川村美貴, 中込隆之, 中野亜紀子, 河原麻衣子, 盧山,
立花久大, 北川一夫, 松山知弘． 胎仔髄膜由来神経幹
細胞の解析． 第24回日本脳循環代謝学会総会 2012.11 広
島

Taguchi A， Matsuyama T． Glucocorticoid-induced

百田義弘, 前田光代, 中込隆之, 土居亜紀子, 河原麻衣

TNF receptor-triggered T cells are key modulators

子, 柴 田 啓 貴, 中 田 雅 代, 諏 訪 文 彦, 小 谷 順 一 郎,

for survival/death of neural stem/progenitor cells

松山知弘． 一過性局所脳虚血負荷により誘導される血管周

induced by ischemic stroke． Cell Death Differ

皮細胞由来神経幹細胞． 第24回日本脳循環代謝学会総会

2012;4:756-67

2012.11 広島

Kikuchi-Taura A， Taguchi A， Kanda T， Inoue T,

中込隆之， 松山知弘． 大脳皮質梗塞巣由来， 傷害誘導性

Kasahara Y， Hirose H, Sato I， Matsuyama T,

神経幹細胞．（シンポジウム）第24回日本脳循環代謝学会

Nakagomi T， Yamahara K， Stern D， Ogawa H,

総会 2012.11 広島

Soma T． Human umbilical cord provides a significant

田片将士， 三村治， 松山知弘． Glucocorticoid-induced

source of unexpanded mesenchymal stromal cells.

TNF receptor−刺激T細胞の虚血障害誘導性神経細胞

Cytotherapy 2012;14:441-50

に及ぼす影響. 第24回日本脳循環代謝学会総会 2012.11

■学会発表■
［国際学会］
Yamabayashi K， Momota Y， Miyamae M， Okusa C,

広島
［研究会・講演会等］
川村美貴, 河原麻衣子, 中野亜紀子, 松山知弘. 胎仔髄

Kaneda K， Figueredo VW， Shibata H， Matsuyama

膜由来神経幹細胞の分離. 第14回ORIGIN神経科学研究

T， Kotani J． Lidocaine postconditioning attenuates

会夏のワークショップ2012 2012.9 小松

myocardial infarct size in vivo rabbit hearts：role of

百田義弘, 前田光代, 中込隆之, 土居亜紀子, 河原麻衣

extracellular signal-regulated kinase 1/2（ERK1/2）
．

子, 柴 田 啓 貴, 中 田 雅 代, 小 谷 純 一 郎, 松 山 知 弘.

International Federation of Dental Anesthesiology

一過性局所脳虚血負荷により誘導されるpericyte由来神

Societies（IFDAS2012）2012.2 Hawaii
Momota Y， Shibata H， Nakagomi T， Nakano-Doi A,

経幹細胞. 第14回ORIGIN神経科学研究会夏のワーク
ショップ2012 2012.9 小松

Okusa C， Miyamae M， Matsuyama T， Kotani J.

松山知弘， 中込隆之． 脳梗塞後に誘導される脳軟膜由来神

Cerebral protection effects of lidocaine using transient

経幹細胞．（シンポジウム）神経組織の成長・再生・移植

cortical ischemia model． International Federation of

研究会第27回学術集会 2012.10 東京

Dental Anesthesiology Societies（IFDAS2012）2012.2

■特許■

Hawaii

松山知弘, 田口明彦, 芳川浩男. 神経幹細胞の調製法.

兵庫医大業績録（2012）
特許番号：4905719 登録日：2012.1.20
田口明彦， 笠原由紀子， 松山知弘. 脳梗塞後運動機能障
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eosinophilia in intestinal nematode-infected mice.
Proc Natl Acad Sci USA 2012;109:3451-6

害モデル動物及びその使用並びに運動機能回復に対する新

Haenuki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S， Ishii

規治療法の有効性のスクリーニング方法. 出願日：2012.2.27

KJ， Kawagoe T， Imoto Y， Fujieda S， Yasuda M,

出願番号：特願2012-040102

Hisa Y， Akira S， Nakanishi K， Yoshimoto T． A

松山知弘， 土江伸誉, 田口明彦. 脳梗塞後うつ病モデル動
物及びその使用並びにうつ状態に対する被検薬物及び移植
細胞の有効性のスクリーニング方法． 出願日：2012.3.9 出願
番号：特願2012-053456

critical role of IL-33 in experimental allergic rhinitis.
J Allergy Clin Immunol 2012;130:184-94
Shiraishi H， Masuoka M， Ohta S， Suzuki S， Arima
K， Taniguchi K， Aoki S， Toda S， Yoshimoto T,

■その他■

Inagaki N， Conway SJ， Narisawa Y， Izuhara K.

松山知弘． 脳卒中の予防と治療法． 西宮市大学交流センタ

Periostin contributes to the pathogenesis of atopic

ー共通単位講座 2012.5 西宮
松山知弘． 脳卒中の再生療法． 関西学院大学理工学部講
義 2012.6 三田
松山知弘． 脳卒中の再生療法． 大阪大学医学部保健学科
講義 2012.6 吹田
松山知弘． 脳再生の鍵を握る幹細胞． 第一回兵庫医科大学
先端研セミナー 2012.11 西宮
松山知弘. 幹細胞と医学. 中高生のためのメディカルサイ
エンスフォーラム in 兵庫医科大学 2012.11 西宮

dermatitis by inducing TSLP production from
keratinocytes． Allergol Int 2012;61:563-72
■学会発表■
［国際学会］
Yoshimoto T， Haenuki Y， Futatsugi-Yumikura S,
Matsushita K， Nakanishi K． Role of IL-33 in
experimental allergic rhinitis． Keystone Symposia.
The Biology of cytokines 2012.2 Keystone
Haenuki Y， Yasuda M， Nakanishi K， Yoshimoto T,
Hisa Y． A critical role of IL-33 in experimental

アレルギー疾患研究部門

Laboratory of Allergic Diseases

allergic rhinitis．（Oral Session）14th Japan Korea
Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck
Surgery 2012.4 Kyoto
Yoshimoto T， Matsushita K， Haenuki Y， Futatsugi-

■著書■

Yumikura S， Fujieda S， Hisa Y， Akira S,

善本知広． 自己免疫疾患とアレルギー． 熊ノ郷淳， 坂口薫

Nakanishi K． A critical role of pollen-driven

雄， 竹田潔， 吉田裕樹 編． 免疫学コア講義． 改訂3版.

endogenous IL-33 in allergic rhinitis．（Guest

東京：南山堂， 2012:134-45

Speech）European Academy of Allergy and Clinical

■学術論文■
［総説］
善本知広． IL-33の機能と炎症性疾患への関与． リウマチ
2012;47:684-93
善本知広． IL-33の機能と疾患． 細胞工学 2012;31:792-99
善本知広． 花粉特異的アレルギー性鼻炎モデルマウスの樹立
とその応用． アレルギーの臨床 2012;32:812-17
善本知広． IL-33とウイルス感染． アレルギーの臨床 2012;
32:1085-90
善本知広． IL-18． アレルギー・免疫 2012;19:1900-10
松葉沙織， 善本知広． IL-33． サイトカインのすべて 2012;57
（Suppl.21）:208-17

Immunology（EAACI Congress 2012）2012.6 Geneva
［国内学会］
松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 善本知広， 中西憲司.
抗体によるヴェネズエラ糞線虫排除機構． 第81回日本寄生
虫学会大会 2012.3 西宮
武藤太一郎， 安田好文， 河越龍方， 松本真琴， 松下一
史， 石井健， 善本知広， 審良静男， 中西憲司． chitin
はIL-33依存性に好酸球性肺炎を誘導する． 第81回日本
寄生虫学会大会 2012.3 西宮
松本真琴， 佐々木由紀， 安田好文， 善本知広， 中西憲司.
ヴェネズエラ糞線虫に対する抗体依存性排虫機構． 第77回
日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2012.6 神戸

Yoshimoto T， Nakanishi K． Generation and

Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,

characterization of mouse basophils from bone

S a s a k i Y， M a t s u s h i t a K， T a k i Y， F u t a t s u g i -

marrow and purification of basophils from spleen.

Yumikura S， Tsutsui H， Ishii KJ， Yoshimoto T,

Curr Protoc Immunol 2012:3.24.1-16

Akira S， Nakanishi K． Contribution of IL-33-

［原著］

activated type II innate lymphoid cells to pulmonary

Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,

eosinophilia in intestinal nematode-infected mice.

S a s a k i Y， M a t s u s h i t a K， T a k i Y， F u t a t s u g i -

第7 7 回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会

Yumikura S， Tsutsui H， Ishii KJ， Yoshimoto T,

2012.6 神戸

Akira S， Nakanishi K． Contribution of IL-33activated type II innate lymphoid cells to pulmonary

善本知広． 花粉症とIL-33．（イブニングセミナー）第66回日本
臨床眼科学会 2012.10 京都
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Yoshimoto T． Basophils: up-and-coming players in
innate- and acquired-type allergy．（国際シンポジウム）
第62回日本アレルギー学会秋季学術集会 2012.11 大阪
今井康友， 善本隆之， 中西憲司， 山西清文， 善本知広.
IL-27はTc17誘 導を抑 制して接 触 過 敏 症を減 弱させる.
第62回日本アレルギー学会秋季学術大会 2012.11 大阪
萌拔陽子， 久育男， 中西憲司， 審良静男， 善本知広.
アレルギー性鼻炎モデルマウスにおける内因性IL-33の病因
的役割．（シンポジウム）第62回日本アレルギー学会秋季学
術大会 2012.11 大阪
Yoshimoto T． A critical role of IL-33 and basophils in
allergic rhinitis．（国際シンポジウム）第41回日本免疫学会
学術集会 2012.12 神戸
Futatsugi-Yumikura S， Matsushita K， Fukuoka A,
Yoshimoto T， Yonehara S， Nakanishi K． Balb/c
FasKO mice develop severe autoimmunity， allergy
and highly achivated Tfh cells． 第41回日本免疫学会学
術集会 2012.12 神戸
Matsumoto M， Sasaki Y， Yasuda K， Muramatsu M,
Honjo T， Yoshimoto T， Nakanishi K． Antibodymediated expulsion of Strongyloides venezuelensis
in a primary infection． 第41回日本免疫学会学術集会
2012.12 神戸
Muto T， Yasuda K， Kawagoe T， Matsumoto M,
Sasaki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S，
T s u t s u i H， I s h i i K J， Y o s h i m o t o T， A k i r a S，
Nakanishi K． Chitin induces lung eosinophilia
dependently on IL-33．（ワークショップ）第41回日本免疫
学会学術集会 2012.12 神戸
Yasuda K， Muto T， Kawagoe T， Matsumoto M,
Sasaki Y， Matsushita K， Yumikura S, Tsutsui H，
Ishii KJ， Yoshimoto T， Akira S， Nakanishi K.
Contibution of IL-33-activated type II innate lymphoid
cells to pulmonary eosinophilia in Strongyloides

venezuelensis -infected mice．（ワークショップ）第41回日
本免疫学会学術集会 2012.12 神戸
Haenuki Y， Matsushita K， Futatsugi-Yumikura S，
Hisa Y， Akira S， Nakanishi K， Yoshimoto T.
Ragweed pollen-driven IL-33 contributes to the
development of allergic rhinitis．（ワークショップ）第41回
日本免疫学会学術集会 2012.12 神戸
Fukuoka A， Futatsugi-Yumikura S， Takahashi S,
Iyoda T， Yoshimoto T， Inaba K， Nakanishi K,
Y o n e h a r a S． A n o v e l t y p e o f t y p e 2 i n n a t e
immunocytes with ability to enhance IgE production
found in Balb/c FasKO mice with allergic blepharitis.
（ワークショップ）第41回日本免疫学会学術集会 2012.12 神
戸
■その他■
善本知広． 新規アレルギー性鼻炎モデルマウスを用いた抗アレ
ルギー薬の開発． 独立行政法人科学技術振興機構 科学

技術コモンズ 新技術説明会 2012.2 東京
善本知広． 兵庫医科大学での大学院研究教育実践．（特別
講演）関西医科大学大学院ワークショップ 2012.3 守口
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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
［国内学会］
武信尚史， 原田佳世子， 坂根理矢， 池田ゆうき， 坂佳
世， 内田暁子， 澤井英明， 小森慎二． 胎児超音波検査
で指摘された胎児後腹膜腫瘍の1症例． 第64回日本産科婦
人科学会学術講演会 2012.4 神戸
藤本佳子， 永井利三郎， 新平鎮博， 岡崎伸， 池宮美佐
子， 川尻三枝， 上安涼子， 富和清隆． 大阪市における5
歳児健診のパイロットスタディ第 2 報− 5 歳児用こども観察シー
トの作成と有用性の検討−． 第59回日本小児保健協会学
術集会 2012.9 岡山
［地方会等］
脇本裕， 森岡朋子， 池田ゆうき， 荻野舞， 細田容子，
内田暁子， 伊藤善啓， 坂佳世， 金澤理一郎， 鍔本浩
志， 小森慎二． 当科で治療した遺伝性非ポリポーシス大腸
癌（HNPCC，リンチ症候群）の4例． 第126回近畿産科
婦人科学会学術集会 2012.6 大阪
浮田祐司， 澤井英明， 潮田まり子， 守井見奈， 内田暁
子， 田中宏幸， 小森慎二． 双胎妊娠に対する羊水染色
体検査の当院での実施状況． 第86回兵庫県産科婦人科学
会総会ならびに学術集会 2012.6 神戸
［兼任］
島正之（公衆衛生学 参照）
谷澤隆邦（小児科学 参照）
玉置知子（遺伝学 参照）
増山理（内科学循環器内科 参照）
宮本正喜（医療情報学 参照）
澤井英明（産科婦人科学 参照）
田中宏幸（産科婦人科学 参照）
武信尚史（産科婦人科学 参照）
皆川京子（小児科学 参照）
髙橋千晶（小児科学 参照）
大谷成人（公衆衛生学 参照）
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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

と治療． 小児内科 2012;44:881-5
奥田真珠美， 前川講平． 感染性胃腸炎（細菌性胃腸炎，
ウイルス性胃腸炎）
． 小児内科 2012;44（増刊）:368-9
楊 鴻 生． 整 形 外 科におけるNSAIDsの使 用 法と注 意 点.
Modern Physician 2012;32:1349-54

General Medicine and Community Health Science

楊鴻生． 骨粗鬆症診断のための骨量， 骨密度測定， 種

■著書■

前川講平， 谷澤隆邦． 管理・治療の進歩 膜性腎症． 小児

奥田真珠美． 胃・十二指腸潰瘍． 大関武彦， 古川漸， 横
田俊一郎， 水口雅 編． 今日の小児治療指針． 第15版.
東京：医学書院 2012:416-8
福田能啓．クローン病の基礎知識． 福田能啓， 奥田真珠美
編． クローン病ってこんな病気． 新版． 東京：診断と治療
社 2012:2-14
奥田真珠美， 高野智子， 田尻仁， 今野武津子． 小児のク
ローン病． 福田能啓， 奥田真珠美 編．クローン病ってこん
な病気． 新版． 東京：診断と治療社 2012:140-6
福田修久， 奥田真珠美． 血液検査， その他の検査． 福田
能啓， 奥田真珠美 編． クローン病ってこんな病気． 新
版． 東京：診断と治療社 2012:46-51

類， 基準値． Orthopaedics 2012;25:83-90
内科 2012;44:269-72
福田能啓， 福田修久， 小竹淳一朗， 橋本学， 奥田真珠
美． 炎症性腸疾患の診断と予後判定における血液・生化
学的検査および細菌学的検査．日本臨牀 2012;70（増刊）:
189-94
福田能啓， 奥田真珠美， 山本憲康． 吸収不良症候群． 内
科 2012;109:1205-8
福田能啓， 奥田真珠美． クローン病の栄養療法と抗TNF-α
抗体製剤． 臨床栄養 2012;（別冊 薬物−飲食物相互作
用）:139-42
楊鴻生． 骨密度測定の再考 QUS． 骨粗鬆症治療 2012;11:
19-23

西井真， 山本憲康， 奥田真珠美． 高齢者のクローン病． 福

楊鴻生， 日本骨粗鬆症学会QUS標準化委員会． EBM講座

田能啓， 奥田真珠美 編． クローン病ってこんな病気． 新

（第37回）超音波骨密度測定（QUS）の標準化のエビデン

版． 東京：診断と治療社 2012:147-9
奥田真珠美． ヘリコバクター・ピロリ． 日本小児感染症学会
編． 小児感染症マニュアル2012． 第3版． 東京：東京医
学社 2012:180-8

ス． 骨粗鬆症治療 2012;11:126-32
［原著］
Kodama M， Murakami K， Okimoto T， Fukuda Y,
Shimoyama T， Okuda M， Kato C， Kobayashi I,

楊鴻生． 透析アミロイドーシスの外科的治療． 衣笠えり子，

Fujioka T． Influence of proton pump inhibitor

小岩文彦， 緒方浩顕， 本田浩一 編． 変革する透析医学.

treatment on Helicobacter pylori stool antigen test.

東京：医薬ジャーナル社 2012:355-64
■学術論文■
［総説］

World J Gastroenterol 2012;18:44-8
Yamada K， Sugiyama T， Mihara H， Kajiura S,
Saito S， Itaya Y， Yamawaki H， Ando T， Kudo T,

福田能啓． 吸収不良症候群． 静脈経腸栄養 2012;27:5-17

Hosokawa A， Okuda M， Fukunaga K， Akada JK,

川端正明．トルバプタン内服治療によりループ利尿薬を減量し

Nakazawa T． Fragmented cagA protein is highly

えた慢 性 心 不 全 急 性 増 悪 の1例． Fluid Management

immunoreactive in Japanese patients． Helicobacter

Renaissance 2012;2:90-2
川端正明．トリバプタンと電解質バランス．Fluid Management
Renaissance 2012;2:156-61

2012;17:187-92
Okuda M， Yamamoto N， Fukuda N， Maekawa K,
Kusaka T， Hashimoto M， Kotake J， Koizuka H,

下村壯治， 福田能啓， 西口修平． インターフェロンによる肝

Fukuda Y． Effect of ecabet sodium treatment on

発癌抑制効果． 兵庫医科大学医学会雑誌 2012;37:13-22

urea breath test and stool antigen tests in volunteers

下村壯治， 西口修平． C型肝炎における肝発がん抑制． 化
学療法の領域 2012;28（増刊）:1142-51

with Helicobacter pylori infection． J Gastroenterol
Hepatol 2012;Suppl.3:100-2

Shimomura S， Nishiguchi S． Anticarcinogenic impact

Sato M， Shimoyama T， Takahashi R， Kajiyama H,

of interferon therapy on the progression of

Sano Y， Sakaedani N， Kato A， Hirata H， Fukuda

hepatocellular carcinoma in patients with chronic viral

Y． Characterization and usefulness of stool antigen

infection． Hepatol Res 2012;42:22-32
奥田真珠美，坊岡美奈，辻知見，檜皮谷朋子，前川講平，
菊地正悟，福田能啓．小児・若年者のH e l i c o b a c t e r

pylori 感染率と感染経路：胃癌予防のために小児科医がす
べきこと． Helicobacter Research 2012;16:288-93

tests using a monoclonal antibody to Helicobacter

pylori catalase． J Gastroenterol Hepatol and
Hepatology 2012;27（suppl3）:23-8
小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 村山一宏， 石川貴巳，
楊鴻生． 大腿骨転子部骨折術後に起こった骨頭下骨折の

奥田真珠美， 坊岡美奈， 辻知見， 西岡隆文， 前川講平，

1例． 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2012;55:601-2

髙木信明， 福田能啓． Helicobacter pylori 感染症の診断

小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 村山一宏， 三木祐豪，

兵庫医大業績録（2012）
楊鴻生． 大腿骨非定型骨折（atypical fracture）の2例.
中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2012;55:1349-50
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Ueda J， Okuda M， Osaki T， Yagyu K， Lin Y,
Maekawa K， Yonezawa H， Kamiya S， Fukuda Y,

Y o h K， H a m a y a E， U r u s h i h a r a H， I i k u n i N ,

Kikuchi S． Prevalence of Helicobacter pylori infection

Yamamoto T， Taketsuna M， Miyauchi A， Sowa

in children in Sasayama city． XXVth International

H， Tanaka K． Quality of life in raloxifene-treated

Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in

Japanese woman with postmenopausal osteoporosis：a

Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer

prospective， postmarketing observational study.

2012.9 Ljubljana

Curr Med Res Opin 2012;28:1757-66

Okuda M， Kikuchi S， Ueda J， Osaki T， Maekawa K,

田中清， 桑原晶子， 楊鴻生． 身長低下を伴った骨粗鬆症患

Kamiya S， Fukuda Y． Intrafamilial transmission of

者における体重／膝高2の新規体格指数としての有用性に関

Helicobacter pylori infection in a rural area of Japan.

する研究． Osteoporosis Japan 2012;20:454-7

4th World Congress of Pediatric Gastroenterology,

楊鴻生， 小倉宏之， 髙原啓嗣， 岡山明洙． 非定型大腿
骨骨折の硬組織学的所見． Osteoporosis Japan 2012;20:
314-6

Hepatology and Nutrition（WCPGHAN 2012）2012.11
Taipei
Kikuchi S， Okuda M， Ueda J， Osaki T， Yagyu K,

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之,

Lin Y， Kamiya S． Prevalence and incidence of

松下和弘， 和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓,

Helicobacter pylori infection in Japanese children.

道免和久． 慢性閉塞性肺疾患患者と間質性肺炎患者にお

4th World Congress of Pediatric Gastroenterology,

ける安静時・運動時呼気Flow-Volume曲線の形状． 理学

H e p a t o l o g y a n d N u t r i t i o n（W C P G H A N 2 0 1 2 ）

療法科学 2012;27:379-83
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． バイトブ
ロックによる下顎位の違いが舌背挙上時の最大舌圧と舌骨上
筋群筋活動に及ぼす影響． 嚥下医学 2012;1:77-83
［症例報告］

2012.11 Taipei
Lee-Kawabata M． The current management of acute
decompensated heart failure in Japan．（Symposium）
Wuhan Geriatrics Annual Symposium 2012.9 Wuhan
Sawada H， Naito Y， Hirotani S， Akahori H， Iwasaku
T， Okuhara Y， Miki K， Eguchi A， Mitsuno M，

大崎慶子， 前川講平， 西岡隆文， 井上賢治， 西村実果，

Miyamoto Y， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Masuyama

澤木潤子， 髙橋千晶， 田中靖彦， 前寛， 奥田真珠美，

T． Interleukin-33 and soluble ST2 are expressed in

服部益治， 谷澤隆邦． セフトリアキソンによる急性腎障害

human nonrheumatic aortic valve stenosis.

の1例．日本小児腎不全学会雑誌 2012;32:38-40

American Heart Association Scientific Sessions

■学会発表■
［国際学会］
Satake M， Eibl G， Hamada T， Babaya A， Nishii M,
Go VL， Yamamoto N， Ishikawa H， Fujimoto J,

2012.11 Los Angeles
Yoh K． Osteoporosis treatment in Japan． The Second
JBMR CN Editorial Board Meeting 2012.12 Kunshan
［国内学会］

F u k u d a Y， T s u j i m u r a T． T h e r o l e o f s i g n a l

福田能啓．クローン病の栄養療法ルネサンス～消化吸収障害と

transduction system， stem cell factor and c-kit

して考えてみる～．（ランチョンセミナー）第27回日本静脈経

receptor tyrosine kinase， in pancreatic acinar cells
transdifferentiation． 46th Annual Meeting of the
Pancreas Club（DDW2012）2012.5 San Diego

腸栄養学会 2012.2 神戸
福田能啓． 栄養でコントロールする腸管免疫．（ランチョンセミ
ナー）第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸

Kikuchi S， Okuda M， Ueda J， Osaki T， Yagyu K,

小倉由美子， 横井要， 波々伯部公美， 尾上由美子， 黒田

Lin Y， Kamiya S， Fukuda S． Prevention of gastric

裕子， 津田薫， 西川翠， 羽田孝司， 中川登， 寺嶋真

cancer obstructing H． pylori infection to children.

理子， 肥塚浩昌， 福田能啓． 臀部， 大腿部の広範囲な

The 9th Korea-Japan Joint Symposium on

褥瘡， 創傷治癒促進にアバンドを用いた効果１例． 第27

Helicobacter Infection 2012.6 Okayama
Okuda M， Kikuchi S， Ueda J， Osaki T， Yagyu K,

回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
津田薫， 西川翠， 大北直美， 小倉由美子， 三野幸治，

Lin Y， Maekawa K， Yonezawa H， Kamiya S,

肥塚浩昌， 木村健， 福田能啓． 震災による医薬品の供給

Fukuda Y． Incidence of Helicobacter pylori infection

停止に伴い経腸栄養剤を医薬品から食品に変更した症例.

in children during a one-year follow-up and the
infection status in families in a rural area of Japan.

第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
廣瀬愛， 肥塚浩昌， 黒田裕子， 安井富美子， 津田薫，

（Workshop）European Helicobacter Study Group

西川翠， 小倉由美子， 三野幸治， 福田能啓． NST介入

XXVth International Workshop on Helicobacter and

により順調な経過をたどった嚥下・呼吸障害患者の症例.

Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation
and Gastric Cancer 2012.9 Ljubljana

第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
肥塚浩昌， 小倉由美子， 黒田裕子， 廣瀬愛， 安井富美
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子， 津田薫， 西川翠， 波々伯部公美， 横井要， 尾上
由美子， 三野幸治， 小西尚美， 奥田真珠美， 福田能
啓． クローン病の栄養管理を通して在宅栄養を実践する.
第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
福田修久， 小竹淳一朗， 橋本学， 西井真， 山本憲康，
奥田真珠美， 福田能啓． 中心静脈留置にエコーガイドが
有 用であった１症 例． 第27回日本 静 脈 経 腸 栄 養 学 会
2012.2 神戸
小竹淳一朗， 福田修久， 橋本学， 西井真， 山本憲康，

blocker therapy induced left ventricular reverse
remodeling． 第 76 回日本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
（JCS2012）2012.3 福岡
奥 田 真 珠 美， 菊 地 正 悟， 福 田 能 啓． 小 児・若 年 者の

Helicobacter pylori 感染率と感染経路：胃癌予防にむけ
て． 第98回日本消化器病学会総会 2012.4 東京
Masaki M， Goda A， Hirotani S， Yoshida C， Otsuka M,
Kawabata M， Koshiba M， Masuyama T． The role of
plasma aldosterone concentration in hypertensive

奥田真珠美， 吉永和正， 福田能啓． 胃亜全摘例に対す

patients．第23回日本心エコー図学会学術集会（JSE2012）

るCTガイド下胃瘻造設術の有用性の検討． 第27回日本静

2012.4 大阪

脈経腸栄養学会 2012.2 神戸

小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 村山一宏， 三木祐豪，

三野幸治， 福田能啓， 辻陽子， 川合由美， 折野芳香，

楊鴻生． 大腿骨非定型骨折（atypical fracture）の2例.

伊勢久代， 黒田裕子， 廣瀬愛， 安井富美子， 森不二

第118回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会

子， 肥塚浩昌． 代償期慢性膵炎患者に無脂肪・消化態

2012.4 大阪

栄養流動食を併用する事で体重減少が改善した1症例． 第
27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
黒田裕子， 肥塚浩昌， 川合由美， 西川翠， 小倉由美子，
山田太平， 福田能啓． 周術期栄養管理におけるNSTから
のアプローチ． 第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神戸

井上賢治， 前川講平， 西岡隆文， 大崎慶子， 奥田真珠
美， 服部益治， 谷澤隆邦． 新生児期発症の百日咳に対し
て早期γグロブリン投与が著効した１例． 第115回日本小児
科学会学術集会 2012.4 福岡
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之，

野口敬康， 青木南都子， 下山克， 奥田真珠美， 高橋良

和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.

樹， 福田能啓． デキストラン硫酸Na（DSS）惹起マウス大

安静呼吸中のFlow-Volume Loop形状から慢性閉塞性肺

腸炎の免疫系サイトカインに及ぼすProbiotics麹の影響．（ミ

疾患患者の重症度把握は可能か ? ． 第52回日本呼吸器学

ニワークショップ）第27回日本静脈経腸栄養学会 2012.2 神
戸
小倉由美子， 石川かおり， 肥塚浩昌， 石橋亜耶， 網井

会学術講演会 2012.4 神戸
正木充， 合田亜希子， 廣谷信一， 吉田千佳子， 大塚美
里， 中坊亜由美， 川端正明， 戌角幸治， 小柴賢洋，

仁， 市川保宏， 井上晴行， 福田能啓． クローン病患者

増山理． 高血圧症患者における左室拡張能改善とアルドス

へ相談会とともに栄養管理を支援して ～過去10年間と今

テロン濃度の関係：左房径を用いた検討．日本超音波医学

後 ～．（シンポジウム）第27回日本 静 脈 経 腸 栄 養 学 会
2012.2 神戸

会第85回学術集会（JSUM2012）2012.5 東京
北風浩平， 川口浩太郎， 山田哲， 日高正巳， 和田智弘，

三野幸治， 肥塚浩昌， 濱田真実， 奥田真珠美， 福田能

島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 外側広筋の硬さが腸

啓． 水溶性食物繊維摂取及びビフィズス菌等併用摂取に

脛靭帯の硬さならびに下腿内旋可動域に及ぼす影響． 第

よる腸内細菌叢の変化．（シンポジウム）第27回日本静脈経

47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸

腸栄養学会 2012.2 神戸

村上茂史， 間瀬教史， 木原一晃， 荻野智之， 松浦尊麿，

野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 石井真知

眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 呼吸介助法

子， 福岡達之， 和田智弘， 島田憲二， 福田能啓， 道

施行時の腹腔内圧変化の特徴． 第47回日本理学療法学術

免和久． 健常人における咀嚼運動中のchest wall体積変
化． 第35回日本 嚥 下 医 学 会 総 会ならびに学 術 講 演 会
2012.2 高知

大会 2012.5 神戸
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

福岡達之， 野﨑園子， 吉川直子， 新宮正美， 川阪尚子,

久． 安静呼吸中のFlow-Volume Loop形状から呼気流量

杉田由美， 島田憲二， 福田能啓， 小野高裕， 道免和

制限の評価は可能か ? ． 第47回日本理学療法学術大会

久． 随意嚥下手技の舌圧発現様相について−Effortful
swallow， Mendelsohn maneuverの比較−． 第35回日
本嚥下医学会総会ならびに学術講演会 2012.2 高知
Matsumoto M， Hamaoka M， Masuyama T， Lee-Kawabata
M． Effects of Tolvaptan in patients with acute
decompensated heart failure． 第76回日本循環器学会
学術集会（JCS2012）2012.3 福岡
Yoshida C， Hirotani S， Goda A， Masaki M， Otsuka M,
Eguchi A， Lee-Kawabata M， Tsujino T， Masuyama
T． Inhibition of collagen degradation with beta

2012.5 神戸
奥田真珠美， 菊地正悟， 大崎敬子， 上田純子， 米澤英
雄， 林櫻松， 柳生聖子， 北条史， 神谷茂， 福田能啓.
小児のH.pylori 感染状況と追跡調査−篠山スタディ第２報.
第18回日本ヘリコバクター学会学術集会 2012.6 岡山
菊地正悟， 奥田真珠美， 上田純子， 大崎敬子， 柳生聖
子， 林櫻松， 神谷茂， 福田能啓． 小児へのH.pylori 感
染防止による胃がん予防．（シンポジウム）第18回日本ヘリコ
バクター学会学術集会 2012.6 岡山
赤田純子， 奥田真珠美， 内田智久， 福田能啓， 中澤晶
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子， 中村和行．ピロリ菌感染小児血清中の抗ピロリ菌抗体
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子， 新井秀宜， 和田智弘， 島田憲二， 福田能啓， 道

群の解析．（シンポジウム）第18回日本ヘリコバクター学会学

免和久． 当院における維持期心臓リハビリテーションの現状

術集会 2012.6 岡山

と効果． 第18回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

澤木潤子， 西村実果， 前川講平， 髙木信明， 髙橋千晶，

（JACR）2012.7 さいたま

前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 小児IgA腎症に対する扁

川端正明． 変貌する心不全治療～水利尿薬をどのタイミングで

桃摘出術後ステロイドパルス療法の有効性についての検討.

投入すべきか～．（ランチョンセミナー）第60回日本心臓病学

第47回日本小児腎臓病学会学術集会 2012.6 東京

会学術集会 2012.9 金沢

前川講平， 西岡隆文， 井上賢治， 前寛， 奥田真珠美，
服部益治， 谷澤隆邦． 腹部腫瘤で発見された間欠性水腎
症の1例． 第47回日本小児腎臓病学会学術集会 2012.6 東
京
西村実果， 藤野哲朗， 前川講平， 髙木信明， 澤木潤子，

松本実佳， 濱岡守， 増山理， 川端正明． 心不全患者にお
ける，トルバプタンの治療効果に影響を与える因子につい
て． 第60回日本心臓病学会学術集会 2012.9 金沢
原愛美， 佐々木尚子， 竹内志織， 石田拓巳， 前田有貴，
岡田侑磨， 大柳光正， 松本実佳， 川端正明， 増山理，

髙橋千晶， 前寛， 服部益治， 楊東益， 兼松明弘， 野

辻野健． 少量のサイアザイド系利尿薬投与後の腎機能低下

島道生， 山本新吾， 谷澤隆邦． 嘔吐を契機に発見された

は血清尿酸値上昇と関連している． 第60回日本心臓病学会

Senior-Loken症候群の1例． 第47回日本小児腎臓病学会

学術集会 2012.9 金沢

学術集会 2012.6 東京
前寛， 西村実果， 前川講平， 髙木信明， 澤木潤子， 髙

田村悠理， 佐々木尚子， 竹内志織， 石田拓巳， 前田有
貴， 岡田侑磨， 大柳光正， 松本実佳， 川端正明， 増

橋千晶， 服部益治， 谷澤隆邦． 小児期IgA腎症に対す

山理， 辻野健． 少量のサイアザイド系利尿薬投与後の血

る扁摘パルス療法前後の腎組織像の検討． 第55回日本腎

清尿酸値上昇は糸球体濾過量の低下と関連している． 第

臓学会学術総会 2012.6 横浜

35回日本高血圧学会総会 2012.9 名古屋

Yamamoto N， Komasawa N， Kawabata M， Kuroda T,

楊鴻生． 骨粗鬆症に伴う慢性疼痛に対する治療戦略．（ラン

Hayashi T， Yoshinaga K， Fukuda Y． Prospective

チョンセミナー）第14回日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科

study of skill acquirement and retention comparison

会 2012.9 新潟

of JAAM-ICLS and AHA-BLS/ACLS course． 第5回日
本蘇生科学シンポジウム 2012.6 神戸
佐竹真， 浜田哲宏， 馬場谷彰仁， 小澤りえ， 西井真，

楊鴻生． 超音波測定機器による骨密度測定のポイントとその
評価．（教育研修講演）第14回日本骨粗鬆症学会骨ドッ
ク・健診分科会 2012.9 新潟

Eibl G， 石川英明， Go VL， 福田能啓， 辻村亨． 広範

岡山明洙， 小倉宏之， 髙原啓嗣， 三木祐豪， 楊鴻生.

囲 膵 壊 死 後 の 膵 腺 胞 細 胞 の 再 生 におけるSCF/KIT

軸椎歯突起骨折に対するテリパラチドの短期使用経験． 第

systemの生物学的活性の検討． 第43回日本膵臓学会大
会 2012.6 山形
福田能啓， 前川講平， 澤木潤子， 奥田真珠美． 生活習慣

14回日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科会 2012.9 新潟
楊鴻生， 浜谷越郎， 竹綱正典， 漆原尚巳， 田中清．日本
骨代謝学会骨粗鬆症患者QOL評価質問表の反応性の検

病としてクローン病の栄養管理．（シンポジウム）第39回日本

討−ラロキシフェンのQOLに対する影響の検討を目的に実施

小児栄養消化器肝臓学会 2012.7 大阪

した特定使用成績調査成績を用いて−． 第14回日本骨粗

藤谷朝実， 西本裕紀子， 十河剛， 奥田真珠美， 前川講

鬆症学会骨ドック・健診分科会 2012.9 新潟

平， 大塚宜一， 福田能啓， 位田忍． 小児の便性と食生

楊鴻生， 坂田敏郎． 東播整形外科医会 多施設共同調査 ビ

活の検討．（シンポジウム）第39回日本小児栄養消化器肝

ビアント錠の安全性有効性調査． 第14回日本骨粗鬆症学会

臓学会 2012.7 大阪

骨ドック・健診分科会 2012.9 新潟

奥田真珠美， 十河剛， 藤谷朝実， 前川講平， 西本裕紀

小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 三木祐豪， 楊鴻生． テ

子， 大塚宜一， 位田忍， 福田能啓． 幼児・学童におけ

リパラチド投与中に生じた非定型大腿骨骨幹部骨折の1例.

る便秘の疫学：篠山市のアンケート調査から．（ミニシンポジウ
ム）第39回日本小児栄養消化器肝臓学会 2012.7 大阪

第14回日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科会 2012.9 新潟
田中靖彦， 西村実果， 前川講平， 澤木潤子， 高橋潤子，

前川講平， 西岡隆文， 井上賢治， 大崎慶子， 前寛， 村

前寛， 服部益治， 谷澤隆邦． 腎移植後にニューモシス

尾吉規， 奥田真珠美， 服部益治， 谷澤隆邦． カルバマ

チス肺炎を発症した1例． 第34回日本小児腎不全学会学術

ゼピンによる薬剤過敏症症候群に無顆粒球症を合併した

集会 2012.9 淡路

1例． 第36回日本小児皮膚科学会学術大会 2012.7 前橋

佐竹真， Eibl G， 橋本学， 西井真， 山本憲康， 石川英

福島飛鳥， 荻野智之， 加治佐望， 森沢知之， 和田智弘，

明， 下村壯治， Go VL， 福田能啓． 膵癌の新たな補助

相良亜希子， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和

療 法 開 発に向けて：EP受 容 体 拮 抗 薬PGE2作用抑 制と

久． 慢性心不全患者の日常生活活動における生活指導の

CXCL産生阻害についての検討． 第54回日本消化器病学

再考−3軸加速度計を用いた評価より−． 第18回日本心臓

会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

リハビリテーション学会学術集会（JACR）2012.7 さいたま
加治佐望， 荻野智之， 福島飛鳥， 森沢知之， 相良亜希

小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 三木祐豪， 楊鴻生.
膝蓋骨骨折に対する小皮切での鋼線締結法の治療経験.
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第119回 中 部日本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会・学 術 集 会
2012.10 福井
野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 髙山雄介,
和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和
久． 脊柱後彎姿勢におけるchest wall形状･運動の特徴.
第30回日本私立医科大学理学療法学会 2012.10 神戸
奥田真珠美， 菊地正悟， 福田能啓． 篠山市における小児
のHelicobacter pylori 感染率と感染経路の検討：胃癌予防
に向けた試み． 第44回日本小児感染症学会総会・学術集
会 2012.11 北九州
松尾充子， 田中恵介， 岡田成弘， 上谷幸子， 山本憲康，
福田能啓． 医療安全意識向上の試み MATSUO塾． 第7
回医療の質・安全学会学術集会 2012.11 さいたま
田中恵介， 松尾充子， 岡田成弘， 山本憲康， 上谷幸子，
福田能啓． Stop and GO！ポスターによる医療安全意識向
上への取り組み． 第7回医療の質・安全学会学術集会
2012.11 さいたま
田中恵介， 石田由美， 河本幸子， 髙木優子， 藤原有里，
岩崎恵理， 小竹淳一朗， 松尾充子， 山本憲康， 福田能

を予測できるか−． 篠山市医師会学術講演会 2012.7 篠山
小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 三木祐豪， 楊鴻生.
膝蓋骨骨折に対する小皮切での鋼線締結法の治療経験.
第13回丹波整形外科医会学術講演会 2012.7 篠山
下村壯治． B型慢性肝炎の診断と最新治療． 丹波市医師会
学術講演会 2012.7 丹波
下村壯治． B型肝炎の現状−肝がん疼痛対策も含めて−.
第15回緑奈会学術講演会 2012.7 大阪
小倉宏之， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 三木祐豪， 楊鴻生.
活性型ビタミンD製剤投与中に生じた非定型大腿骨骨幹部
骨折の1例． 第17回兵庫県骨・カルシウムを語る会 2012.11
神戸
■その他■
福田能啓． 序に変えて Helicobacter pyloriを生活習慣是正
のきっかけに． Helicobacter Research 2012;16:11-5
楊鴻生． X線画像診断教室（第32回）応用編 症例呈示と
Q&A（5）
． 骨粗鬆症治療 2012;11:133-6
楊鴻生， 小倉宏之． X線画像診断教室（第33回）応用編
症例呈示とQ&A（6）
． 骨粗鬆症治療 2012;11:213-6

啓． MAC（Monitor alarm control）teamの導入効果に

奥田真珠美． 小児期のヘリコバクター・ピロリ感染症の診断と

ついての検 討． 第7回 医 療の 質・安 全 学 会 学 術 集 会

治療〜胃癌予防のために小児科医ができること． 第25回兵

2012.11 さいたま
［地方会等］
西岡隆文， 前川講平， 井上賢治， 前寛， 奥田真珠美，

庫医大小児科臨床カンファレンス 2012.5 西宮
楊鴻生． 骨粗鬆症とQOL． 第14回倉敷骨粗鬆症談話会
2012.6 倉敷

服部益治， 谷澤隆邦． 腹部腫瘤で発見された間欠性水腎

Kawabata M． Various cases of tolvaptan in Japan.

症の１例． 第255回日本小児科学会兵庫県地方会 2012.2

Samsca Optimal Patient ceses ABM in Korea 2012.7

西宮
［科学研究費等班会議］
奥田真珠美， 檜皮谷朋子， 青柳憲幸， 一瀬雅夫， 菊地正
悟， 福田能啓． 小児・青年期のH.pylori 感染と血清ペプシ
ノゲン・ガストリン値の検討． 平成23年度厚生労働省科学研
究費補助金がん臨床研究事業「ピロリ菌除菌による胃癌予
防の経済評価に関する研究」第2回班会議 2012.2 札幌
奥田真珠美， 菊地正悟， 上田純子， 大崎敬子， 神谷茂，

Seoul
楊鴻生． 中高年の骨折を防ごう． 第18回「骨と関節の日」
市民公開講座 2012.10 神戸
楊鴻生． ロコモティブシンドロームの要因としての骨折の予防と
治療． 滋賀県「整形外科」イベント 2012.10 草津
奥田真珠美． 小児のヘリコバクター・ピロリ感染症の診断と
治療〜胃癌予防も考慮して． 西宮市小児科医会学術講演
会 2012.11 西宮

福田能啓． 小児のH.pylori 感染状況と追跡調査−篠山スタ
ディ． 平成24年度厚生労働省科学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予防の経済評価に関す
る研究」第1回班会議 2012.7 札幌

地域救急医療学

Emergency and Community Medicine

［研究会・講演会等］
小倉宏之， 楊鴻生， 岡山明洙， 髙原啓嗣， 村山一宏． 引
き下げTHA後， ライナ摩耗に伴う股関節脱臼の一例． 第
16回兵庫股関節研究会 2012.2 神戸
井上賢治， 西岡隆文， 大崎慶子， 西村実果， 前川講平，
前寛， 服部益治． 谷澤隆邦． 尿所見消失後５年でIgA
沈着が消失した小児IgA腎症の一例． 第57回兵庫県腎臓
研究会 2012.3 神戸

■学術論文■
［総説］
吉永和正．トリアージとは？． 災害復興研究 2012;4:97-101
長崎靖， 吉永和正． 検死に関する問題． 内科 2012;110:
1102-6
久保山一敏， 石井昇， 小澤修一， 小谷譲治， 中尾博之，
中山伸一， 村上典子， 吉永和正． 平成23年度地域にお

西岡隆文， 前川講平， 井上賢治， 前寛， 奥田真珠美，

ける疾病並びに医療等に関する研究調査−大災害時死亡

兼松明弘， 服部益治， 谷澤隆邦． 腹部腫瘤で発見され

者の家族に対する支援システムの構築−． 神戸大学医学部

た間欠性水腎症の一例． 第44回近畿小児腎臓病研究会

神緑会学術誌 2012;28:11-6

2012.3 大阪
下村壯治． B型肝炎の現況−ウイルスマーカーは患者の将来

吉永和正． 毒キノコ・有毒植物による中毒． 小児科臨床
2012;65（増刊）:1391-7
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村上典子，吉永和正．災害遺族へのこころのケア：DMORT.
月刊レジデント 2012;5:98-105
■学会発表■
［国内学会］
小竹淳一朗， 福田修久， 橋本学， 西井真， 山本憲康，
奥田真珠美， 吉永和正， 福田能啓． 胃亜全摘例に対す

2012.10 神戸
吉永和正． 法的脳死判定についての概論． 平成24年度滋賀
県臓器提供連絡会「法的脳死判定と臓器提供時の脳波測
定」 2012.11 栗東
吉永和正． D M O R Tの 役 割・黒タッグの 課 題． 第10回
D M O R T 養成研修会 2012.12 東京

るCTガイド下胃瘻造設術の有用性の検討． 第27回日本静
脈経腸栄養学会 2012.2 神戸

機能再生医療学

吉永和正， 村上典子． DMORT（災害死亡者家族支援

Functional Restorative Medicine

チーム）の役割．（コメディカルセッション）第76回日本循環
器学会学術集会（JCS2012）2012.3 福岡
吉永和正， 村上典子． DMORT ～災害死亡者家族支援
チームの役割．（シンポジウム）第34回日本手術医学会総会
2012.10 東京
村上典子， 吉永和正， 久保山一敏． 災害医療における終
末期−DMORT養成研修会による遺族支援トレーニング−.
第40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11 京都
吉永和正， 鵜飼卓， 中山伸一． 災害トリアージの法的課題

■著書■
西井真， 山本憲康， 奥田真珠美． 高齢者のクローン病． 福
田能啓， 奥田真珠美 編． クローン病ってこんな病気． 新
版． 東京：診断と治療社 2012:147-9
■学術論文■
［総説］
駒澤伸泰， 植木隆介， 山本憲康， 安宅一晃， 中川雅史，

の検討． 第40回日本救急医学会総会・学術集会 2012.11

上農喜朗． 新しい気道管理デバイスの二次救命処置時の

京都

気道確保における有用性と気道確保トレーニングのためのシ

■その他■
吉永和正， 伊藤裕成． 災害における国際救助機関としての
使命～災害救助犬の視点より～． 経済人 2012;66:20-1
吉永和正． 最近の救急医療 Ⅳ 医学教育の新しい流れ． 兵
庫県安全赤十字奉仕団平成24年度定例総 会・第13回
2012.5 神戸
吉永和正． 三田学園心肺蘇生講習会． 平成24年度総合的
な学習 健康・福祉体験学習 2012.6 三田
吉永和正． D M O R Tの 役 割・ 黒タッグ の 課 題． 第 7 回
D M O R T 養成研修会 2012.7 神戸
吉永和正． 脳的脳死判定についての概論． 法的脳死判定・
脳波測定実践セミナー 2012.7 京都

ミュレーション教育の意義． 日本臨床麻酔学会誌 2012;32:
821-9
福田能啓， 奥田真珠美， 山本憲康． 吸収不良症候群． 内
科 2012;109:1205-8
［原著］
Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Atagi K， Nishi
S， Kaminoh Y， Tashiro C． Comparison of air-Q ®
and Soft Seal® laryngeal mask for airway management
by novice doctors during infant chest compression：a
manikin study． Resuscitation 2012;83:365-8
Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Sato H， Nishi S，
Kaminoh Y． Comparison of the depth of continuous

吉永和正． 終末期プロセスを経ない危機的状況における死と

and 30：2 ratio chest compressions performed by

看取り． 日本看護協会研修会「看取りのケア」 2012.8 神

young doctors according to the 2010 Guidelines for

戸

Resuscitation：a manikin study． Anesthesia and

吉永和正． 脳死と臓器提供：世界と日本の潮流． 第1回
TPM受講者による臓器提供ミニワークショップ in KOBE
2012.8 神戸
吉永和正． D M O R Tの 役 割・ 黒タッグ の 課 題． 第 8 回
D M O R T 養成研修会 2012.8 静岡
吉永和正． 災害における国際援助機関としての使命． 関西
経済連合会評議員会 2012.9 大阪
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 2012.9 芦屋
吉永和正． 海外での災害派遣活動の経験および災害時に家
庭でできる応急処置について． たつの市・太子町市町民公
開講座 2012.10 たつの
吉永和正． D M O R Tの 役 割・黒タッグ の 課 題． 第 9 回
D M O R T 養成研修会 2012.10 神戸
吉永和正． 救急医の立場からみる臓器提供． 平成24年度
いのちの勉強会「LIVING WILL」～臓器提供を考える～

Resuscitation 2012;48:41-3
Okuda M， Yamamoto N， Fukuda N， Maekawa K,
Kusaka T， Hashimoto M， Kotake J， Koizuka H,
Fukuda Y． Effect of ecabet sodium treatment on
urea breath test and stool antigen tests in volunteers
with Helicobacter pylori infection． J Gastroenterol
Hepatol 2012;3:100-2
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 山本憲康，
上農喜朗． 初期研修医を対象とした鎮静に関する意識調査
−侵襲的処置に対する鎮静トレーニングコースの意義−．日
本臨床麻酔学会誌 2012;32:582-7
Nozoe M， Mase K， Takashima S， Matsushita K， Ishii
M， Fukuoka T， Wada T， Shimada K， Yamamoto N,
Fukuda Y， Domen K． Chest wall volume changes
during mastication in normal men． Deglutition
2012;2:421-6
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■学会発表■
［国際学会］

maneuverにおける舌口蓋接触の特徴． 第17回・18回共催
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2012.8 札幌

Satake M， Eibl G， Hamada T， Babaya A， Nishii M,

佐竹真， Eibl G, 橋本学， 西井真， 石川英明， 山本憲

Go VL， Yamamoto N， Ishikawa H， Fujimoto J,

康， 下村壯治， Go VL, 福田能啓． 膵癌の新たな補助

F u k u d a Y， T s u j i m u r a T． T h e R o l e o f S i g n a l

療 法 開 発に向けて：EP受 容 体 拮 抗 薬PGE2作用抑 制と

Transduction System， stem cell factor and c-kit

CXCL産生阻害についての検討． 第54回日本消化器病学

receptor tyrosine kinase， in pancreas Acinar Cells

会大会（JDDW2012）2012.10 神戸

Transdifferentiation． 46th Annual Meeting of the
Pancreas Club（DDW2012）2012.5 San Diego
［国内学会］
駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 山本憲康，

松 下 和 弘, 野 添 匡 史, 炭 野 実 千, 赤 井 英 和， 岡 田 誠，
村岸亜伊子， 和田智弘, 山本憲康， 福田能啓． 老健施
設における呼吸リハビリテーションへの取り組み． 第23回全
国介護老人保健施設大会 2012.10 那覇

上農喜朗． 非麻酔科医を含めた侵襲的処置に対するセデー

杉岡伸悟， 讃岐拓郎， 駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃，

ショントレーニングコースの開発−米国麻酔科学会鎮静・鎮痛

植木隆介， 山本憲康， 上農喜朗， 小谷順一郎． 非歯科

ガイドラインをもとに−． 第7回日本医学シミュレーション学会総

麻酔科医に対する鎮静コースの開発と展開−米国麻酔科学

会 2012.1 田辺

会鎮静・鎮痛ガイドラインをもとにしたシミュレーションコース−.

佐藤創， 駒澤伸泰， 植木隆介， 藤井あかり， 山本憲康，
小濱華子， 西信一， 上農喜朗． 手術室ベッド上での胸骨

第40回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 2012.10 福岡
荻野智之， 玉木彰， 解良武士， 金子教宏， 和田智弘，

圧迫に背板は有効か？？−マネキンを用いたシミュレーション解

島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久． 上肢支持

析−． 第7回日本医学シミュレーション学会総会 2012.1 田辺

が呼吸運動に及ぼす影響． 第22回日本呼吸ケア・リハビリ

山本憲康， 駒澤伸泰， 小竹淳一朗， 福田修久， 橋本学，
黒田達実， 林孝俊， 吉永和正， 福田能啓． ためらわず

テーション学会学術集会 2012.11 福井
髙山雄介， 野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 和田智弘，

に心肺蘇生法が実施できますか？−2010年版ガイドライン普

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

及のためのAHA BLSコースの意義． 第7回日本医学シミュ

背臥位および側臥位における呼気中のchest wall運動につ

レーション学会総会 2012.1 田辺

いて． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集

福田修久， 小竹淳一朗， 橋本学， 西井真， 山本憲康，
奥田真珠美， 福田能啓． 中心静脈留置にエコーガイド

会 2012.11 福井
野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 和田智弘，

が有用であった１症例． 第27回日本静脈経腸栄養学会

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

2012.2 神戸

健常男性における各種ADL動作中の呼吸パターンの特徴に

小竹淳一朗， 福田修久， 橋本学， 西井真， 山本憲康，
奥田真珠美， 吉永和正， 福田能啓． 胃亜全摘例に対す
るCTガイド下胃瘻造設術の有用性の検討． 第27回日本静
脈経腸栄養学会 2012.2 神戸
岡前暁生， 池添冬芽， 岡田誠， 松下和弘， 和田智弘，

ついて． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術
集会 2012.11 福井
松本匠平， 玉木彰， 解良武士， 金子教宏， 本間生夫，
和田智弘， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和
久． 呼吸筋シクソトロピー理論に基づくマシンエクササイズが

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

胸郭運動に及ぼす即時的効果． 第22回日本呼吸ケア・リハ

狭小スペースで実施可能なStep TUG Testの信頼性と妥当

ビリテーション学会学術集会 2012.11 福井

性について． 第47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸

松下和弘， 野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 和田智弘，

Yamamoto N， Komasawa N， Kawabata M， Kuroda T,

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

Hayashi T， Yoshinaga K， Fukuda Y． Prospective

CPAP併用運動中のchest wall 体積変化について． 第22

study of skill acquirement and retention comparison

回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2012.11

of JAAM-ICLS and AHA-BLS/ACLS course． 第5回日
本蘇生科学シンポジウム 2012.6 神戸
Komasawa N， Ueki R， Yamamoto N， Nishi S， Kaminoh

福井
［地方会等］
松下和弘， 野添匡史， 炭野実千， 赤井英和， 岡田誠，

Y， Tashiro C． Comparison of Pentax-AWS

村岸亜伊子， 和田智弘， 山本憲康， 福田能啓． 老健施

Airwayscope®， Airtraq® and Miller laryngoscope for

設における呼吸リハビリテーションへの取り組み． 第23回全

tracheal intubation by novice doctors during infant

国介護老人保健施設大会 2012.10 那覇

cardiopulmonary resuscitation；A randomized

駒澤伸泰， 中川雅史， 安宅一晃， 植木隆介， 讃岐拓郎，

crossover trial． 第5回日本蘇生科学シンポジウム 2012.6

杉岡伸吾， 山本憲康， 上農喜朗． 侵襲的処置に対する

神戸

セデーショントレーニングコースの開発−米国麻酔科学会鎮

福岡達之， 小野高裕， 堀一浩， 田峰謙一， 荻野直子，
新宮正美， 川阪尚子， 島田憲二， 山本憲康， 福田能
啓， 道免和久． Effortful swallowならびにMendelsohn

静・鎮痛ガイドラインをもとに−． 第7回医療の質・安全学会
学術集会 2012.11 さいたま
駒澤伸泰， 安宅一晃， 中川雅史， 植木隆介， 山本憲康，
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角谷智子， 上農喜朗． 初期臨床研修医を対象とした鎮静
時の危機管理に関する意識調査． 第7回医療の質・安全学
会学術集会 2012.11 さいたま
松尾充子， 田中恵介， 岡田成弘， 上谷幸子， 山本憲康，
福田能啓． 医療安全意識向上の試み−MATSUO塾−.
第7回医療の質・安全学会学術集会 2012.11 さいたま
田中恵介， 松尾充子， 岡田成弘， 山本憲康， 上谷幸子，
福田能啓． Stop and GO！ポスターによる医療安全意識向
上への取り組み． 第7回医療の質・安全学会学術集会
2012.11 さいたま
田中恵介， 石田由美， 河本幸子， 髙木優子， 藤原有里，
岩崎恵理， 小竹淳一朗， 松尾充子， 山本憲康， 福田能
啓． MAC（Monitor alarm control）teamの導 入 効 果
についての検討． 第7回医療の質・安全学会学術集会
2012.11 さいたま
能勢いづみ， 五十川純， 難波真理， 實勝志， 上田宇伸，
髙橋俊子， 仲井佐代子， 田中恵介， 松尾充子， 山本憲
康．タイムアウト導入により， 安全意識の向上を図る． 第7
回医療の質・安全学会学術集会 2012.11 さいたま

大阪うめだトレーニングラボ 2012.7 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.8 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫県立姫路循環器病センター 2012.9 姫路
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫医科大学病院 2012.9 兵庫
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Course.
大阪うめだトレーニングラボ 2012.10 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫医科大学病院 2012.10 西宮
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫医科大学病院 2012.11 西宮
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.11 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.12 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫医科大学病院 2012.12 西宮

■その他■
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Course.

医療技術部門

兵庫医科大学ささやま医療センター 2012.1 篠山

Medical Technology Division

山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.2 大阪

（リハビリテーション室）

山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support

Rehabilitation Room

Course． 製鉄記念広畑病院 2012.3 姫路
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.3 大阪
山本憲康． Basic Life Support Course． 亀田総 合 病 院
2012.3 鴨川
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Course.
大阪うめだトレーニングラボ 2012.3 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.3 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.4 大阪
山本憲康． Basic Life Support Course． 兵庫医科大学ささ
やま医療センター 2012.4 篠山

■学術論文■
［総説］
山下妙子． 呼吸器疾患における福祉用具の活用． 作業療法
ジャーナル 2012;46:917-21
［原著］
野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之,
松下和弘， 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・運動時呼気Flow-Volume曲線の形状． 理学
療法科学 2012;27:379-83
高嶋幸恵， 野添匡史， 松下和弘， 石井真知子， 笹沼里

山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support

味， 間瀬教史． 健常男性における歯磨き動作中の肺気量

Course． 兵庫医科大学ささやま医療センター 2012.4 篠山

位・呼吸様式の変化． 日本呼吸ケア・リハビリテーション学

山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.5 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫県立姫路循環器病センター 2012.5 姫路
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Course.
兵庫医科大学病院 2012.6 西宮
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 大阪うめだトレーニングラボ 2012.7 大阪
山本憲康． Advance Cardiovascular Life Support
Course． 兵庫医科大学病院 2012.7 西宮
山本憲康． Pediatric Advanced Life Support Course.

会誌 2012;22:115-9
Nozoe M， Mase K， Takashima S， Matsushita K， Ishii
M， Fukuoka T， Wada T， Shimada K， Yamamoto N,
Fukuda Y， Domen K． Chest wall volume changes
during mastication in normal men． Enge Igaku
（Deglutition）2012;2:421-6
N o z a k i S， M a t s u i T， U m a k i Y， Y o s h i k a w a H ,
Kaneto T， Sugishita S， Imai T， Fukuoka T， Oguro
D， Inokawa M， Domen K， Daimon T． Rhythm
therapy with a metronome to treat dysphagia in
patients with Parkinson’s disease． Enge Igaku
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（Deglutition）2012;2:400-8
福岡達之， 吉川直子， 新宮正美， 川阪尚子， 杉田由美,

集会 2012.11 福井
松本匠平， 玉木彰， 解良武士， 金子教宏， 本間生夫，

野﨑園子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． バイトブ

和田智弘， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和

ロックによる下顎位の違いが舌背挙上時の最大舌圧と舌骨上

久． 呼吸筋シクソトロピー理論に基づくマシンエクササイズが

筋群筋活動に及ぼす影響． 嚥下医学 2012;1:77-83
■学会発表■
［国内学会］

胸郭運動に及ぼす即時的効果． 第22回日本呼吸ケア・リハ
ビリテーション学会学術集会 2012.11 福井
松下和弘， 野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 和田智弘，

福島飛鳥， 木原一晃， 野添匡史， 和田智弘， 島田憲二,

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

福田能啓， 山本憲康， 道免和久． 積極的な運動療法に

CPAP併用運動中のchest wall体積変化について． 第22回

より運 動 耐 容 能･ADL･QOLが改 善したCOPD合 併 肺 癌

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2012.11 福

患者． 第47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸

井

北風浩平， 川口浩太郎， 山田哲， 日髙正巳， 和田智弘,

野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 石井真知

島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 外側広筋の硬さが腸

子， 福岡達之， 和田智弘， 島田憲二， 福田能啓， 道

脛靭帯ならびに下腿内旋可動域に及ぼす影響． 第47回日

免和久． 健常人における咀嚼運動中のchest wall体積変

本理学療法学術大会 2012.5 神戸

化． 第35回日本 嚥 下 医 学 会 総 会ならびに学 術 講 演 会

村上茂史， 間瀬教史， 木原一晃， 荻野智之， 松浦尊麿，
眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 呼吸介助法

2012.2 高知
福岡達之， 野﨑園子， 吉川直子， 新宮正美， 川阪尚子,

施行時の腹腔内圧変化の特徴． 第47回日本理学療法学術

杉田由美， 島田憲二， 福田能啓， 小野高裕， 道免和

大会 2012.5 神戸

久． 随意嚥下手技の舌圧発現様相について−Effortful

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.

swallow，Mendelsohn maneuverの比較−． 第35回日本
嚥下医学会総会ならびに学術講演会 2012.2 高知

安静呼吸中のFlow-Volume Loop形状から呼気流量制限

野添匡史， 間瀬教史， 村上茂史， 岡田誠， 荻野智之,

の評価は可能か ? ． 第47回日本理学療法学術大会 2012.5

和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.

神戸

安静呼吸中のFlow-Volume Loop形状から慢性閉塞性肺

岡前暁生， 池添冬芽， 岡田誠， 松下和弘， 和田智弘,
眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.
狭小スペースで実施可能なStep TUG Testの信頼性と妥当

疾患患者の重症度把握は可能か ? ． 第52回日本呼吸器学
会学術講演会 2012.4 神戸
野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 髙山雄介，

性について． 第47回日本理学療法学術大会 2012.5 神戸

和田智弘， 眞渕敏， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久.

福島飛鳥， 荻野智之， 加治佐望， 森沢知之， 和田智弘,

脊柱後彎姿勢におけるchest wall形状･運動の特徴． 第

相良亜希子， 島田憲二， 福田能啓， 道免和久． 慢性心
不全患者の日常生活活動における生活指導の再考−3軸加

30回日本私立医科大学理学療法学会 2012.10 神戸
福岡達之， 小野高裕， 堀一浩， 田峰謙一， 荻野直子,

速度計を用いた評価より−． 第18回日本心臓リハビリテーショ

新宮正美， 川阪尚子， 島田憲二， 山本憲康， 福田能

ン学会学術集会（JACR）2012.7 さいたま

啓， 道免和久． Effortful swallowならびにMendelsohn

加治佐望， 荻野智之， 福島飛鳥， 森沢知之， 相良亜希

maneuverにおける舌口蓋接触の特徴． 第17回・18回共催

子， 新井秀宜， 和田智弘， 島田憲二， 福田能啓， 道

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2012.8 札幌

免和久． 当院における維持期心臓リハビリテーションの現状
と効果． 第18回日本心臓リハビリテーション学会学術集会
（JACR）2012.7 さいたま
荻野智之， 玉木彰， 解良武士， 金子教宏， 和田智弘,
島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久． 上肢支持
が呼吸運動に及ぼす影響． 第22回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会 2012.11 福井
髙山雄介， 野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 和田智弘,

［地方会等］
北風浩平， 荻野智之， 和田智弘． 誤嚥による無気肺を呈し
た症例に対し， 積極的な理学療法介入が効果的であった
一症例． 兵庫県理学療法士会平成23年度北播磨・丹波
ブロック新人発表会 2012.1 西脇
佃英明． 脊髄小脳変性症患者の在宅生活に向けての検討～
役割のある生活を目指して～． 第21回兵庫県作業療法学会
2012.9 明石

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

松下和弘， 野添匡史， 炭野実千， 赤井英和， 岡田誠，

背臥位および側臥位における呼気中のchest wall運動につ

村岸亜伊子， 和田智弘， 山本憲康， 福田能啓． 老健施

いて． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集

設における呼吸リハビリテーションへの取り組み． 第23回全

会 2012.11 福井

国介護老人保健施設大会 2012.10 那覇

野添匡史， 間瀬教史， 高嶋幸恵， 松下和弘， 和田智弘,

［研究会・講演会等］

眞渕敏， 島田憲二， 山本憲康， 福田能啓， 道免和久.

野添匡史， 村上茂史． フィジカルアセスメントを用いた呼吸の

健常男性における各種ADL動作中の呼吸パターンの特徴に

診かた． 平成24年度第1回兵庫県言語聴覚士会研修会

ついて． 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術

2012.9 神戸

兵庫医大業績録（2012）
福岡達之． 歯科衛生士のための摂食・嚥下障害の評価とリ
ハビリテーション． 兵庫県歯科衛生士会丹波ブロック研修
会 2012.1 篠山
福岡達之． 嚥下障害と呼吸・運動療法． 和歌山クリニカル
リハビリテーション研究会 2012.9 和歌山
福岡達之． 摂食嚥下リハビリテーションの実践． 第38回Think
About of Future（TAF）講習会 2012.10 姫路
■その他■
野添匡史． ベッドサイドにおける呼吸の診方． 平成24年度第
二回卒後教育部研修会 2012.12 姫路

（臨床栄養室）

Clinical Nutrition Office
■学会発表■
［研究会・講演会等］
倉橋彩， 荒木一恵， 吉良紅， 後藤直美， 山本憲康， 福
田能啓． 老健施設での便秘改善の取り組み． 第23回全国
介護老人保健施設大会 2012.10 那覇
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146 ／ 197

Geriatrics & Gerontology 31 ／ 47
Clinical Neurology 9 ／ 193
Orthopedics 33 ／ 65
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Surgery 10 ／ 199
Virology 24 ／ 34
Hematology 5 ／ 67
Peripheral Vascular Disease 4 ／ 68
Orthopedics 5 ／ 65
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Biochemistry & Molecular Biology 181 ／ 290
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Oncology

Oncology 101 ／ 197
Pathology 17 ／ 77
Gastroenterology & Hepatology 7 ／ 74
Urology & Nephrology 5 ／ 73
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Neuroimaging 4 ／ 14
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Medical Laboratory Technology 12 ／ 32
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Oncology 51 ／ 197
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Otorhinolaryngology 24 ／ 44
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小児科

数学，内科（リウマチ膠原病），内科（腎透析）

整形外科，感染制御

病院病理

外科（上部消化管）
病原微生物

整形外科

生理（生体情報），病理（機能病理），
内科（呼吸器 RCU），外科（上部消化管），
外科（下部消化管），整形外科，呼吸器外科，
病院病理，IBD，先端研（細胞遺伝子）
数学，環境予防
遺伝

心臓血管外科

病理（機能病理），内科（肝胆膵）
内科（血液内科），内科（呼吸器 RCU）
病理（分子病理），内科（呼吸器 RCU），
外科（上部消化管），呼吸器外科，胸部腫瘍

内科（腎透析）

内科（上部消化管）

放射線医療セ

先端研（アレルギー）
内科（呼吸器 RCU）
臨床検査
内科（上部消化管）
内科（腎透析）
産科婦人科
内科（腎透析）

内科（上部消化管），内視鏡セ
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雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

28 ／ 197

69 ／ 197

49 ／ 197

Oncology 12 ／ 197
Immunology 52 ／ 137
Urology & Nephrology 56 ／ 73

Cardiac & Cardiovascular Systems

32 ／ 122

Neurosciences 24 ／ 252
Biochemistry & Molecular Biology 26 ／ 290
Cell Biology 26 ／ 185
Cell Biology 35 ／ 185-35
Cell Biology 84 ／ 185
Physiology 21 ／ 80
Chemistry, Medicinal 38 ／ 59
Chemistry, Multidisciplinary 67 ／ 152
Pharmacology & Pharmacy 175 ／ 261
Cardiac & Cardiovascular Systems 1 ／ 124
Peripheral Vascular Disease 1 ／ 68

Oncology

Oncology

Oncology

Hematology 19 ／ 67
Immunology 36 ／ 137
Transplantation 6 ／ 26
Cell Biology 141 ／ 185
Hematology 3 ／ 67
Peripheral Vascular Disease 49 ／ 68
Oncology 73 ／ 197
Gastroenterology & Hepatology 42 ／ 74
Respiratory System 19 ／ 50
Endocrinology & Metabolism 40 ／ 122
Hematology 21 ／ 67
Immunology 47 ／ 137
Oncology 66 ／ 197
Transplantation 8 ／ 26
Oncology 35 ／ 197
Hematology 11 ／ 67
Clinical Neurology 120 ／ 193
Neurosciences 126 ／ 252

数学，内科（循環器），内科（冠疾患），
先進血管
外科（上部消化管）
環境予防
内科（腎透析）
眼科

数学，環境予防

公衆衛生

先端研（細胞遺伝子）
生理（生体情報），内科（呼吸器 RCU），
先端研（細胞遺伝子）

生物，眼科，先端研（神経再生）

外科（上部消化管），外科（下部消化管）
小児科，先端研（細胞移植）
小児科
薬理
生理（生体情報），乳腺・内分泌外科，
先端研（細胞遺伝子）
遺伝，病理（分子病理），内科（呼吸器 RCU），
外科（下部消化管），脳神経外科，呼吸器外科
遺伝，輸血，がんセ，先端研（細胞移植）
外科（下部消化管），感染制御，IBD
情報学
解剖（神経科学）

内科（血液内科）

生化学
輸血
環境予防
病理（分子病理），外科（下部消化管）
内科（上部消化管）
公衆衛生
内科（腎透析）

内科（血液内科）

掲載論文著者所属

1
1
4
2

3

3

1

15

1

1

1
1
1
1

3

1

2
3
1
3

5

1
1
1
2
2
1
1

2

論文数

4.458
2.263
NE
3.230
NE
NE
2.518

3.055
NE
1.938
3.868
7.735
2.741
2.260
2.260
1.610
1.940
3.336
3.173
3.365
3.753
0.181
2.592
2.512
NE
5.257
0.344
2.049

Curr Med Res Opin

Curr Protoc Immunol
Curr Psyciatry Rep
Current Research in Cancer
Current Research in Gastroenterology & Hepatology

Cytokine

Cytotherapy

Deglutition
Dysphagia
Dev Biol
Diabetes Care
Diabetes Res Clin Pract

Diagn Microbiol Infect Dis

Dig Dis Sci

Dig Endosc

Digestion

Dis Colon Rectum

Eurointervention

Eur J Clin Invest

Eur J Neurosci

Eur J Orthop Surg Traumatol

Eur J Pharmacol
Eur J Radiol
Europhys Lett

Environ Sci Technol

Exp Ther Med
FEMS Microbiol Lett

インパクトファクター

CNS Neurosci Ther

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

43 ／ 135

Engineering, Environmental 2 ／ 42
Environmental Sciences 7 ／ 210
Medicine, Research & Experimental 109 ／ 121
Microbiology 71 ／ 116

Gastroenterology & Hepatology 21 ／ 74
Surgery 18 ／ 199
Cardiac & Cardiovascular Systems 40 ／ 124
Medicine, General & Internal 24 ／ 155
Medicine, Research & Experimental 38 ／ 121
Neurosciences 79 ／ 252
Orthopedics 62 ／ 65
Surgery 188 ／ 199
Pharmacology & Pharmacy 105 ／ 261
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging

46 ／ 74

56 ／ 74

Gastroenterology & Hepatology
Surgery 80 ／ 199
Gastroenterology&Hepatology

36 ／ 74

Gastroenterology & Hepatology

Otorhinolaryngology 8 ／ 44
Developmental Biology 11 ／ 41
Endocrinology & Metabolism 7 ／ 122
Endocrinology & Metabolism 58 ／ 122
Infectious Diseases 45 ／ 70
Microbiology 62 ／ 116

Biochemistry & Molecular Biology 171 ／ 290
Cell Biology 115 ／ 185
Immunology 86 ／ 137
Biotechnology & Applied Microbiology 45 ／ 160
Cell & Tissue Engineering 10 ／ 17
Cell Biology 97 ／ 185
Hematology 26 ／ 67
Medicine, Research & Experimental 42 ／ 121

Psychiatry

Neurosciences 55 ／ 252
Pharmacology & Pharmacy 33 ／ 261
Medicine, General & Internal 36 ／ 155
Medicine, Research & Experimental 61 ／ 121

41 ／ 120

胸部腫瘍
化学

公衆衛生

生物，麻酔科学，歯科口腔外科，腫瘍免疫
超音波セ
物理

整形外科

解剖（神経科学）

環境予防

内科（循環器），内科（冠疾患），先進血管

1
1

1

2
1
1

1

1

1

1

1

4
外科（下部消化管）

1
内科（上部消化管），内科（下部消化管），
外科（下部消化管），感染制御，IBD

2

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）

1

1
1
1
1
1
感染制御

機能再生
健康，生理（生体機能）
生物
数学，環境予防
内科（内分泌代謝）

1

2

生理（生体機能），病理（機能病理），
歯科口腔外科
内科（血液内科），先端研（神経再生）

1
1
1
1

1

1

論文数

免疫医動物
精神科
内科（肝胆膵）
内科（肝胆膵）

地域総合医療

生理（生体情報）

掲載論文著者所属

5.271
3.286
NE
NE
5.210
NE
1.690
12.444
2.676
5.066
3.929
1.314
3.170
3.551
0.774
12.003
2.072
2.857
2.791
2.393
NE
2.682
5.119
NE
2.097
2.417
6.198
1.727
1.200

Front Biosci

Front Microbiol
Fluids Barriers CNS

Gastrointest Endosc

Gen Thorac Cardiovasc Surg
Gend Med

Genes Dev

Gerontology
Glia

Gynecol Oncol

Gut Liver
Haemophilia

Helicobacter

Hepatogastroenterology

Hepatology
Hepatol Res

Histopathology

Hypertens Res
Immunotherapy
Indian J Plast Surg

Innate Immun

Inflamm Bowel Dis

Infusystem Asia
Int Arch Occup Environ Health

Int Immunopharmacol

Int J Cancer

Int J Clin Oncol

Int J Clin Pharmacol Ther

インパクトファクター

Free Radic Biol Med

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

10 ／ 74

110 ／ 290

11 ／ 74

144 ／ 197

Pharmacology & Pharmacy

Oncology

199 ／ 261

Public, Environmental & Occupational Health
Immunology 88 ／ 137
Pharmacology & Pharmacy 113 ／ 261
Oncology 23 ／ 197

Gastroenterology & Hepatology

Biochemistry & Molecular Biology 159 ／ 290
Immunology 78 ／ 137
Medicine, Research & Experimental 52 ／ 121
Microbiology 51 ／ 116

Medicine, General & Internal 56 ／ 155
Cell Biology 11 ／ 185
Developmental Biology 3 ／ 41
Genetics & Heredity 6 ／ 161
Geriatrics & Gerontology 21 ／ 47
Neurosciences 43 ／ 252
Obstetrics & Gynecology 5 ／ 78
Oncology 57 ／ 197
Gastroenterology & Hepatology 62 ／ 74
Hematology 24 ／ 67
Gastroenterology & Hepatology 19 ／ 74
Microbiology 33 ／ 116
Gastroenterology & Hepatology 67 ／ 74
Surgery 149 ／ 199
Gastroenterology & Hepatology 2 ／ 74
Gastroenterology & Hepatology 44 ／ 74
Cell Biology 101 ／ 185
Pathology 18 ／ 77
Peripheral Vascular Disease 28 ／ 68
Immunology 89 ／ 137

Gastroenterology & Hepatology

Medicine, Legal 112 ／ 290
Biochemistry & Molecular Biology
Cell Biology 88 ／ 185

主題分野および分野別順位

54 ／ 161

内科（上部消化管），外科（下部消化管）
病理（分子病理），内科（呼吸器 RCU），
呼吸器外科，胸部腫瘍
内科（内分泌代謝）

病原微生物

内科（上部消化管），内科（下部消化管），
腸管病態
内科（糖尿病），先進糖尿病
公衆衛生

病理（機能病理）

内科（腎透析）
病原微生物，免疫医動物
形成外科

内科（血液内科）

内科（肝胆膵），外科（下部消化管），感染制御，
内視鏡セ，超音波セ，IBD
内科（肝胆膵）
内科（肝胆膵），内視鏡セ，超音波セ

地域総合医療

内科（上部消化管），内科（下部消化管）
内科（血液内科）

産科婦人科

環境予防
解剖（神経科学）

病理（分子病理）

法医
リハビリ
数学，内科（上部消化管），内科（下部消化管），
腸管病態，臨床検査，内視鏡セ
心臓血管外科
環境予防

先端研（細胞遺伝子）

生化学

掲載論文著者所属

1

2

2

1

2
1

2

1

1
1
1

1

1
5

2

1

2
1

1

1
2

1

1
1

1

1
1

1

1

論文数

3.062
4.218
2.475
2.487
6.430
1.253
0.686
1.765
3.520
1.770

J Cell Biochem

J Cell Physiol

J Chem Neuroanat

J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci

J Clin Endocrinol Metab

J Clin Neurosci

J
J
J
J
13.214
0.875

J Exp Med

J Exp Neurosci

Craniofac Surg
Dermatol
Dermatol Sci
Diabetes Invest

2.933
2.298

J Atheroscler Thromb
J Cardiol

NE

Intern Med

1.414

NE
0.305

International Journal of PIXE
Int Surg

J Artif Organs

2.657

Int J Oncol

14.086
NE
0.867

1.681

Int J Hematol

J Am Coll Cardiol
J Am Heart Assoc
J Anesth

1.941

Int J Gynecol Cancer

12.047

1.364

Int J Comput Assist Radiol Surg

J Allergy Clin Immunol

2.238

インパクトファクター

Int J Colorectal Dis

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

181 ／ 199

95 ／ 197

3 ／ 124

Endocrinology & Metabolism 13 ／ 122
Clinical Neurology 145 ／ 193
Neurosciences 209 ／ 252
Surgery 156 ／ 199
Dermatology 24 ／ 59
Dermatology 7 ／ 59
Endocrinology & Metabolism 89 ／ 122
Immunology 5 ／ 137
Medicine, Research & Experimental 3 ／ 121
Chemistry,Multidisciplinary 1015 ／ 152
Materials Science 155 ／ 241
Nanoscince & Nanotechnology 60 ／ 69
Physics,Aplied 91 ／ 128

Biochemical Research Methods 35 ／ 75
Chemistry, Analytical 29 ／ 75

Anesthesiology 23 ／ 30
Engineering, Biomedical 47 ／ 79
Transplantation 21 ／ 26
Peripheral Vascular Disease 19 ／ 68
Cardiac & Cardiovascular Systems 61 ／ 124
Biochemistry & Molecular Biology 125 ／ 290
Cell Biology 96 ／ 185
Cell Biology 63 ／ 185
Physiology 13 ／ 80
Biochemistry & Molecular Biology 174 ／ 290
Neurosciences 150 ／ 252

Allergy 1 ／ 23
Immunology 7 ／ 137
Cardiac & Cardiovascular Systems

Surgery

Oncology

Gastroenterology & Hepatology 37 ／ 74
Surgery 51 ／ 199
Engineering, Biomedical 49 ／ 79
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Surgery 104 ／ 199
Obstetrics & Gynecology 31 ／ 78
Oncology 132 ／ 197
Hematology 47 ／ 67
76 ／ 120

薬理

病理（分子病理），IBD

形成外科
皮膚科
皮膚科
内科（糖尿病），先進糖尿病

内科（神経脳卒中）

1

2

1
2
1
2

1

1

1
公衆衛生
解剖（神経科学）

2

1

1

2
1

1

1
1
1

1

3

1
2

3

1

1

1

1

論文数

解剖（細胞生物），解剖（神経科学）

生理（生体情報）

生理（生体情報），先端研（細胞遺伝子）

環境予防，内科（内分泌代謝）
内科（循環器），内科（冠疾患）

心臓血管外科

臨床検査
数学
麻酔科学，手術セ

免疫医動物，先端研（アレルギー）

内科（血液内科），放射線
病理（機能病理），整形外科，呼吸器外科，
腫瘍免疫
公衆衛生
外科（下部消化管），感染制御，IBD
内科（リウマチ膠原病），内科（総合診療），
病院病理，先端研（細胞移植）

放射線，産科婦人科

放射線

内科（上部消化管）

掲載論文著者所属

3.325
5.112
9.858
2.148
2.255
3.806

J Gastroenterol Hepatol

J Heart Lung Transplant

J
J
J
J

1.554
4.568
2.297
NE
2.243
6.908
0.960
3.891
2.033

J Infect Chemother

J Leukoc Biol

J Med Microbiol
J Neurogastroenterol Motil

J Neurol Sci

J
J
J
J
4.380
NE
0.078
1.439
1.447
1.750
2.342
1.984
1.676
4.473

J Physiol

J Phys Conf Ser

J Plast Surg Hand Surg

J Plast Reconstr Aesthet Surg

J Radiat Res

J Ren Nutr

J Reprod Immunol

J Stroke Cerebrovasc Dis

J Stud Alcohl Drugs

J Thorac Oncol

Neurosci
Orthop Sci
Pharmacol Exp Ther
Pharm Pharmacol

2.225

J Immunol Methods

Hepatol
Hepatobiliary Pancreat Sci
Histochem Cytochem
Hypertens

3.788

インパクトファクター

J Gastroenterol

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

22 ／ 74

17 ／ 74

Orthopedics 63 ／ 65
Surgery 196 ／ 199
Surgery 99 ／ 199
Radiology 43 ／ 83
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Nutrition & Dietetics 47 ／ 76
Urology & Nephrology 34 ／ 73
Immunology 92 ／ 137
Reproductive Biology 15 ／ 28
Neurosciences 180 ／ 252
Peripheral Vascular Disease 40 ／ 68
Psychology 46 ／ 75
Substance Abuse 11 ／ 16
Oncology 42 ／ 196
Respiratory System 6 ／ 50

Clinical Neurology 89 ／ 193
Neurosciences 162 ／ 252
Neurosciences 22 ／ 252
Orthopedics 42 ／ 65
Pharmacology & Pharmacy 46 ／ 261
Pharmacology & Pharmacy 148 ／ 261
Neurosciences 58 ／ 252
Physiology 11 ／ 80

Cardiac & Cardiovascular Systems 19 ／ 122
Respiratory System 5 ／ 50
Transplantation 2 ／ 26
Gastroenterology & Hepatology 5 ／ 74
Gastroenterology & Hepatology 41 ／ 74
Cell Biology 131 ／ 185
Peripheral Vascular Disease 13 ／ 68
Biochemical Research Methods 41 ／ 75
Immunology 96 ／ 137
Infectious Diseases 56 ／ 70
Pharmacology & Pharmacy 177 ／ 261
Cell Biology 55 ／ 185
Hematology 14 ／ 67
Microbiology 61 ／ 116

Gastroenterology & Hepatology

Gastroenterology & Hepatology

主題分野および分野別順位

68 ／ 120

掲載論文著者所属

数学，呼吸器外科

環境予防

リハビリ

産科婦人科，動物実験

内科（内分泌代謝），内科（腎透析）

病理（分子病理），放射線，放射線技術

形成外科

形成外科

物理

生物，生理（生体機能）

生理（生体情報）
整形外科
内科（上部消化管）
環境予防

内科（神経脳卒中），放射線

感染制御
内科（上部消化管）

先端研（細胞移植）

泌尿器科，感染制御，臨床検査

病原微生物，公衆衛生，皮膚科

内科（肝胆膵），内視鏡セ
外科（肝胆膵）
環境予防
環境予防，内科（循環器），内科（冠疾患）

数学

内科（上部消化管），内科（下部消化管），
腸管病態，臨床検査，内視鏡セ
内科（上部消化管），内科（下部消化管），
臨床検査，内視鏡セ，臨床栄養，
地域総合医療，機能再生

2

1

2

1

2

2

1

2

3

2

1
1
1
1

1

1
1

1

6

1

1
1
1
2

1

7

3

論文数

2.557
NE
2.062
3.392
NE
1.171
1.716
4.353
3.774
10.015
15.031
2.147
2.215
2.935
3.371

Lipids

Liver Physiol
Lung

Lung Cancer

Mayo Clin Proc
Med Mol Morphol
Mod Rheumatol

Mol Cancer Res

Mol Pain
Nat Commun
Nat Rev Clin Oncol
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol

Neurochem Res

Neurogastroenterol Motil

Nephrol Dial Transplant

1.583

2.555

Life Sci

Obes Facts

2.764

Leuk Res

0.493

10.164

Leukemia

15.766
2.958
NE
2.026
3.122

3.961

Lab Invest

Neuron
Neurourol Urodyn
Nephron Extra
Neurosci Lett
Neuroscience

1.898
0.730

Jpn J Clin Oncol
Jpn J Radiol

Neurol Med Chir

3.082

インパクトファクター

J Viral Hepat

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位

Neurosciences 177 ／ 252
Neurosciences 112 ／ 252
Endocrinology & Metabolism 96 ／ 122
Nutrition & Dietetics 52 ／ 76

Pathology 61 ／ 77
Rheumatology 20 ／ 29
Cell Biology 59 ／ 185
Oncology 46 ／ 197
Neurosciences 77 ／ 252
Multidisciplinary Sciences 3 ／ 56
Oncology 6 ／ 197
Pharmacology & Pharmacy 135 ／ 261
Biochemistry & Molecular Biology 199 ／ 290
Neurosciences 169 ／ 252]
Clinical Neurology 63 ／ 193
Neurogastroenterology And Motility 29 ／ 74
Neurosciences 120 ／ 252
Transplantation 9 ／ 26
Urology & Nephrology 14 ／ 73
Clinical Neurology 177 ／ 193
Surgery 167 ／ 199
Neurosciences 5 ／ 252
Urology & Nephrology 17 ／ 73

Respiratory System 32 ／ 50
Oncology 72 ／ 197
Respiratory System 12 ／ 50

Gastroenterology & Hepatology 26 ／ 74
Infectious Diseases 21 ／ 70
Virology 12 ／ 34
Oncology 135 ／ 196
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Medicine, Research & Experimental 30 ／ 121
Pathology 14 ／ 77
Hematology 2 ／ 67
Oncology 8 ／ 197
Hematology 31 ／ 67
Oncology 90 ／ 197
Medicine, Research & Experimental 55 ／ 121
Pharmacology & Pharmacy 107 ／ 261
Biochemistry & Molecular Biology 169 ／ 290
Nutrition & Dietetics 28 ／ 76

環境予防

内科（神経脳卒中）
泌尿器科
小児科
解剖（神経科学）
生物

リハビリ

内科（内分泌代謝），内科（腎透析）

内科（上部消化管）

生化学

解剖（神経科学）
病原微生物，泌尿器科
外科（上部消化管）
環境予防

遺伝

臨床検査
病理（機能病理）
生物，整形外科，腫瘍免疫

内科（呼吸器 RCU）

内科（上部消化管）
遺伝，輸血，がんセ

生理（生体情報）

環境予防

先端研（細胞移植）

輸血

数学，外科（上部消化管），病院病理
103 ／ 120 放射線
内科（上部消化管），内科（下部消化管），
外科（肝胆膵），病院病理

病原微生物，内科（肝胆膵），内視鏡セ

掲載論文著者所属

1

1
1
1
1
1

1

3

1

1

1
2
1
1

1

1
1
1

1

1
1

2

1

1

1

3

3
1

1

論文数

7.357
0.237
2.297
1.000
1.495
2.014
5.644
9.178
1.722
1.213
2.353
1.603
3.767
3.730
NE
9.737
1.044
4.104
2.214
2.927
NE
NE
2.044

4.670
6.158

Oncol Lett

Oncol Rep

Onkologie
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod

Otol Neurotol

Pain

Part Fibre Toxicol
Pathol Int
Pathol Res Pract

Pediatr Blood Cancer

Pharmacology
Phys Rev B

PloS One

Plum Med
Proc Natl Acad Sci USA
Polycycl Aromat Compd

Resuscitation

Rheumatol Int
Sci Rep
Soud Lek
Southeast Asian J Trop Med Public Health

Stat Med

Stem Cells Dev

Stroke

インパクトファクター

Oncogene

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

111 ／ 197

7 ／ 56

Mathematical & Computational Biology 17 ／ 47
Medical Informatics 8 ／ 23
Medicine, Research & Experimental 71 ／ 121
Public, Environmental & Occupational Health 58 ／ 158
Statistics & Probability 11 ／ 117
Cell & Tissue Engineering 3 ／ 17
Hematology 12 ／ 67
Medicine, Research & Experimental 20 ／ 121
Transplantation 3 ／ 26
Clinical Neurology 11 ／ 193
Peripheral Vascular Disease 5 ／ 68

Multidisciplinary Sciences 4 ／ 56
Chemistry, Organic 42 ／ 57
Critical Care Medicine 7 ／ 27
Emergency Medicine 2 ／ 25
Rheumatology 16 ／ 29
Multidisciplinary Sciences 8 ／ 56

Multidisciplinary Sciences

Oncology 174 ／ 197
Dentistry, Oral Surgery & Medicine 33 ／ 83
Clinical Neurology 95 ／ 191
Otorhinolaryngology 6 ／ 43
Anesthesiology 1 ／ 30
Clinical Neurology 13 ／ 193
Neurosciences 31 ／ 252
Toxicology 2 ／ 85
Pathology 47 ／ 77
Pathology 59 ／ 77
Hematology 36 ／ 67
Oncology 109 ／ 197
Pediatrics 27 ／ 122
Pharmacology & Pharmacy 171 ／ 261
Physics,Condensed Matter 15 ／ 68

Oncology

31 ／ 290

主題分野および分野別順位
Biochemistry & Molecular Biology
Cell Biology 30 ／ 185
Genetics & Heredity 15 ／ 161
Oncology 19 ／ 197
Oncology 194 ／ 197

先端研（神経再生）

先端研（神経再生）

数学

生理（生体情報），整形外科
泌尿器科
法医
内科（肝胆膵）

麻酔科学，手術セ，機能再生

生理（生体情報），先端研（細胞遺伝子）
物理
解剖（神経科学），生化学，内科（内分泌代謝），
内科（神経脳卒中）
内科（呼吸器 RCU）
病原微生物，免疫医動物，先端研（アレルギー）
公衆衛生

小児科

公衆衛生
病院病理
泌尿器科，病院病理

解剖（神経科学）

数学，耳鼻咽喉科

外科（下部消化管），病院病理，IBD
病理（機能病理），外科（下部消化管），
整形外科，腫瘍免疫，IBD
内科（循環器），呼吸器外科，先端研（細胞移植）
歯科口腔外科

泌尿器科

掲載論文著者所属

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1
3

4

1
1

1

1
2
1

1

1

1
2

3

1

1

論文数

1.520
2.206
2.847
2.547
NE
NE
1.092

Transpl Immunol

Trials
Vox Sang
World J Gastroenterol
World J Hepatology
World J Oncol

World J Surg Oncol

3.133
3.526

2.649

Support Care Cancer

Transfusion

0.963

Surg Today

Thromb Res

1.222

インパクトファクター

Surg Oncol Clin N Am

雑誌名（Index Medicus 略誌名）

主題分野および分野別順位
129 ／ 199

Oncology 171 ／ 197
Surgery 122 ／ 199

Health Care Sciences & Services 14 ／ 82
Oncology 96 ／ 196
Rehabilitation 6 ／ 63
Hematology 25 ／ 67
Peripheral Vascular Disease 18 ／ 68
Hematology 22 ／ 67
Immunology 117 ／ 137
Transplantation 18 ／ 26
Medicine, Research & Experimental 63 ／ 121
Hematology 29 ／ 67
Gastroenterology & Hepatology 34 ／ 74

Surgery

Oncology 165 ／ 197
Surgery 115 ／ 199

1

1
1
1
1
1

1

1

1

合計
354
Impact Factor は Journal Citation Reports 2012 を使用したものです．

外科（下部消化管），病院病理，IBD

公衆衛生
内科（肝胆膵）
地域総合医療
内科（肝胆膵），内視鏡セ，超音波セ
病理（分子病理），放射線技術

内科（血液内科）

内科（血液内科），小児科，輸血

環境予防

3

2

外科（下部消化管），心臓血管外科，感染制御，
IBD
数学，内科（血液内科），リハビリ

1

論文数

外科（上部消化管）

掲載論文著者所属

賛助会員名簿
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アステラス製薬株式会社
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
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
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