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教　養　部　門
Liberal Arts Division

社会福祉学
Social Work

■ 学会発表 ■
［一般講演］
鳥巣佳子, 橘　尚美, 木村亜紀子, 橘高通泰（2007）福祉系

大学生への医療機関における現場体験提供への試み－現
場から教育機関との連携を考える－. 日本医療社会福祉
学会第17回大会, 9.29-30, 神奈川.（日本医療社会福祉学
会第17回大会抄録集, 44-45, 2007.）

渡邉宣子, 橘高通泰（2007）障害者自立支援法施行と地域と
の連携－委託相談支援事業所の立ち上げを通して－.日本
医療社会福祉学会第17回大会, 9.29-30, 神奈川.（日本医
療社会福祉学会第17回大会抄録集, 22-23, 2007.）

行動学
Behavior Science

■ 学術論文 ■
［症例報告］
磯　博行（2006）パソコンによるストレスチェックの試み. 行

動科学, 45, 41-42.
■ 学会発表 ■

［指定講演］
磯　博行（2007）心理学実験実習の IT 化－帝塚山学院大

学におけるこの 10 年間の試み－.（招待講演）日本行動科
学学会第 23 回ウインターカンファレンス , 3.25-26, 東京 . 

化学
Chemistry

■ 学術論文 ■
［原著］
磯部孝彦, 土江松美, 森本芳樹, 長田久美子, 増岡典芳, 大崎

愛弓（2007）2種のブラジル産シソ科植物成分の生物活性
作用について. 薬学雑誌, 127, 389-395.

生物学
Biology 

■ 学術論文 ■
［原著］
Tsukamoto, Y., Morig iwa, K., Ishii, M., Takao, M., 

Iwatsuki, K., Nakanishi, S. and Fukuda, Y.（2007）A 

novel connection between rods and ON cone bipolar 
cells revealed by ectopic metabotropic glutamate 
receptor 7（mGluR7）in mGluR6-deficient mouse 
retinas. J. Neurosci., 27, 6261-6267.

Midorikawa, M., Tsukamoto, Y., Berglund, K., Ishii, M. 
and Tachibana, M.（2007）Different roles of ribbon-
associated and ribbon-free active zones in retinal 
bipolar cells. Nat. Neurosci., 10, 1268-1276.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
Tachibana, M., Midorikawa, M. and Tsukamoto, Y.（2007）

Functional significance of dual vesicle fusion sites 
in retinal bipolar cell terminals.（Symposium）84th 
Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, 
3.20-22, Osaka.（J. Physiol. Sci., 57（Suppl.）, S10, 
2007.）

［一般講演］
山口博史, 時下進一, 山形秀夫, 石原通雄, 東浦康友（2007）

マイマイガLymantria disparにおけるdoublesex相同遺伝
子の解析. 第30回日本分子生物学会, 12.11-15, 横浜.

医系物理化学
Medical Physicochemistry

■ 学術論文 ■
［原著］
Jiang, M.H. and Hada, J.（2007）Early and sharp nitric 

oxide production and anoxic depolarization in the rat 
hippocampus during transient forebrain ischemia. Eur. 
J. Pharmacol., 567, 83-88.

健康スポーツ科学
Health and Sports Sciences

■ 学会発表 ■
［指定講演］
辻田純三（2007）生体環境と理学療法.（特別講演）第23回

東海北陸理学療法学術大会, 10.27-28, 名古屋.（東海北
陸理学療法学術大会誌, 23回, 32-33, 2007.）

［シンポジウム等］
辻田純三（2007）高齢者, 障害者, 低体力者のからだとここ

ろと運動.（オーガナイズドセッション）日本体育学会第58
回大会, 9.5-7, 神戸. 

辻田純三（2007）スポーツが育む人・都市・夢.（シンポジウ
ム）日本体育学会第58回大会, 9.5-7, 神戸. 

［一般講演］
古田高征, 辻田純三（2007）頻回の鍼刺激が運動に及ぼす

影響. 第56回（社）全日本鍼灸学会学術大会, 6.8-10, 岡
山.（全日本鍼灸学会雑誌, 57, 395, 2007.）
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桑原理恵, 古田高征, 辻田純三（2007）健康アンケートによ
る健康管理の試みについて. 第56回（社）全日本鍼灸学
会学術大会, 6.8-10, 岡山.（全日本鍼灸学会雑誌, 57, 414, 
2007.）

辻田純三, 賀屋光晴, 石垣　享, 田中信雄（2007）医療従事
者に求められる資質（1）医科大学, 医療大学における教
養課程保健体育科目の必要性について. 日本体育学会第
58回大会, 9.5-7, 神戸. 

賀屋光晴, 辻田純三, 石垣　享, 田中信雄（2007）医療従事
者に求められる資質（2）特に体力面に関して. 日本体育学
会第58回大会, 9.5-7, 神戸. 

福岡達之, 辻田純三, 間瀬教史, 武村政徳, 奥野太嗣, 越久
仁敬 , 道免和久（2007）嚥下の反射惹起に対する干渉波
電気刺激の効果. 第13回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会, 9.14-15, 大宮.（第13回日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集, 218, 
2007.）

大谷秀憲, 賀屋光晴, 大田尾浩, 辻田純三 ,  堀　清記
（2007）暑熱環境下の中等度強度運動時における水分補
給と尿濃縮との関係. 第62回日本体力医学会大会, 9.14-
16, 秋田. 

石垣　享, 小山勝弘, 辻田純三, 賀屋光晴（2007）身体組成
および形態と体型の意識および満足度との関係. 第62回
日本体力医学会大会, 9.14-16, 秋田. 

賀屋光晴, 石垣　享, 山下陽一郎, 武田ひとみ, 小山勝弘, 
辻田純三（2007）医療従事者に求められる資質－特に体
力面を中心に－. 第62回日本体力医学会大会, 9.14-16, 秋
田.

■ その他 ■
辻田純三（2007）加齢を考える. 兵庫県いなみの学園高齢

者大学講座, 2.16, 加古川.
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〔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 ■
［原著］
Kuwahara, S., Maeda, S., Tanaka, K., Hayakawa, T. and 

Seki, M.（2007）Expression of aquapor in water 
channels in the rat pituitary gland. J. Vet. Med. Sci., 
69, 1175-1178.

Nishijima, K., Kuwahara, S., Ohno, T., Miyaishi, O., Ito, 
Y., Sumi, Y. and Tanaka, S.（2007）Occlusal tooth 
wear in female F344/N rats with aging. Arch. Oral 
Biol., 52, 844-849.

Sone, K., Yamamoto-Sawamura, T., Kuwahara, S., 
Nishijima, K., Ohno, T., Aoyama, H. and Tanaka, 
S.（2007）Changes of estrous cycles with aging in 
female F344/N rats. Exp. Anim., 56, 139-148.

Hayakawa, T., Kuwahara, S., Maeda, S., Tanaka, K. and 
Seki, M.（2007）Morphology and ultrastructure of 
the sympathetic celiac ganglion neurons projecting 
to the cardia and pylorus of the rat stomach. Auton. 
Neurosci., 134, 8-17.

Nakamura, A., Hayakawa, T., Kuwahara, S., Maeda, 
S., Tanaka, K., Seki, M. and Mimura, O.（2007）
Mor ph o l o g i c a l  a n d i m mu noh i s t o c h em i c a l 
characterization of the trigeminal ganglion neurons 
innervating the cornea and upper eyelid of the rat. J. 
Chem. Neuroanat., 34, 95-101.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
早川　徹（2007）上部消化管の神経支配.（特別講演）第5回

Acid Related Syndrome研究会, 7.14, 東京.
［シンポジウム等］
桒原佐知, 田中　愼, 関　　真（2007）加齢の解剖学　神

経系－視床下部ホルモン放出ニューロンの加齢.（シンポジ
ウム）第112回日本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 
大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 104, 2007.）

［一般講演］
Hayakawa, T., Kuwahara, S., Maeda, S., Tanaka, K. and 

Seki, M.（2007）Ultrastructure of the myenteric 
ganglion of the subdiaphragmatic esophagus and 
its vagal efferent terminals from the dorsal motor 

nucleus of the vagus（DMV）of the rat. 30th Annual 
Meeting of the Japan Neuroscience Society, 9.10-12, 
Yokohama.（Neurosci. Res., 58（Suppl.1）, S162, 2007.）

前田誠司, 桒原佐知, 田中宏一, 早川　徹, 関　　真（2007）
マウス下垂体濾胞星状細胞におけるaquaporin 4およびジ
ストロフィン複合体の発現. 第112回日本解剖学会総会・
全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 
252, 2007.）

早川　徹, 桒原佐知, 前田誠司, 田中宏一, 関　　真（2007）
ラットの胃の噴門と幽門に投射する腹腔神経節ニューロン
の微細構造. 第112回日本解剖学会総会・全国学術集会, 
3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌,82（Suppl.）, 227, 2007.）

前田誠司, 桒原佐知 , 伊東久男, 田中宏一, 早川　徹 , 関
真（2007）スンクス腎ネフロンにおけるアクアポリンサブタ
イプの発現および局在. 第143回日本獣医学会学術集会, 
4.3-5, つくば.（日本獣医学会学術集会講演要旨集, AP1-1, 
2007.）

前田誠司, 桒原佐知, 伊東久男, 全　 坤, 田中宏一, 早川
徹, 関　　真（2007）スンクス腎集合管におけるAQP2お
よびAQP5の局在. 第144回日本獣医学会学術集会, 9.2-4, 
江別.（日本獣医学会学術集会講演要旨集, A-56, 2007.）

桒原佐知, 前田誠司, 田中宏一, 早川　徹, 関　　真（2007）
ラット下垂体における水チャネル, アクアポリン4の局在に
ついて. 第112回日本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-
29, 大阪.（ 解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 252, 2007.）

神経科学部門
   Division of Neuroscience

■ 著書 ■
小畑浩一, 野口光一（2007）痛みのメカニズム. 運動器の痛

み診療ハンドブック,（山下敏彦　編）, 南江堂, 東京, 2-17.
Obata, K., Dai, Y. and Noguchi, K.（2007）Regulation 

of ERK in sensory neurons during inf lammation. 
In:Encyclopedic Reference of Pain, 1st ed,（Schmidt, 
R.F. and Wi l l is , W.D.　eds.）, Spr inger-Verlag, 
Heidelberg.

■ 学術論文 ■
［総説］
小畑浩一（2007）痛みの基礎的研究－解剖学的立場から. 

臨床整形外科, 42,531-537.
小畑浩一, 野口光一（2007）内臓痛発生メカニズムの基礎 

侵害受容ニューロンにおけるERKの活性化と急性内臓痛. 
医学のあゆみ, 222, 515-520.

小畑浩一, 野口光一（2007）非傷害一次知覚ニューロンに
おける遺伝子発現変化と神経因性疼痛. 慢性疼痛, 26, 
33-40.

小畑浩一 ,  野口光一（2007）痛みの伝達におけるMAP 
kinaseの役割. 医学のあゆみ, 223, 668-673.

［原著］

専　門　部　門
Specialty Division
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Dai, Y., Wang, S., Tominaga, M., Yamamoto, S., Fukuoka, 
T., Higashi, T., Kobayashi, K., Obata, K., Yamanaka, H. 
and Noguchi, K.（2007）Sensitization of TRPA1 by 
PAR2 contributes to the sensation of inflammatory 
pain. J. Clin. Invest., 117, 1979-1987.

Miyoshi, K., Narita, M., Takatsu, M. and Suzuki, 
T.（2007）mGlu5 receptor and protein k inase C 
impl icated in the development and induct ion 
of neuropathic pa in fol lowing chronic ethanol 
consumption. Eur. J. Pharmacol., 562, 208-211.

Narita, M., Miyoshi, K., Narita, M. and Suzuki, T.（2007）
Changes in function of NMDA receptor NR2B subunit 
in spinal cord of rats with neuropathy following 
chronic ethanol consumption. Life Sci., 80, 852-859.

Narita, M., Nakajima, M., Miyoshi, K., Narita, M., 
Nagumo, Y., Miyatake, M., Yajima, Y., Yanagida, K., 
Yamazaki, M. and Suzuki, T.（2007）Role of spinal 
voltage-dependent calcium channel alpha 2 delta-1 
subunit in the expression of a neuropathic pain-like 
state in mice. Life Sci., 80, 2015-2024.

Yamanaka, H., Obata, K., Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, 
T. and Noguchi, K.（2007）Activation of fibroblast 
growth factor receptor by axotomy, through 
downstream p38 in dorsal root ganglion, contributes 
to neuropathic pain. Neuroscience, 150, 202-211.

Fukui, T., Dai, Y., Iwata, K., Kamo, H., Yamanaka, H., 
Obata, K., Kobayashi, K., Wang, S., Cui, X., Yoshiya, 
S. and Noguchi, K.（2007）Frequency-dependent 
ERK phosphorylation in spinal neurons by electric 
stimulation of the sciatic nerve and the role in 
electrophysiological activity. Mol. Pain, 3,18.

Katsura, H., Obata, K., Mizushima, T., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T., 
Sakagami, M. and Noguchi, K.（2007）Activation of 
extracellular signal-regulated protein kinases 5 in 
primary afferent neurons contributes to heat and cold 
hyperalgesia after inflammation. J. Neurochem., 102, 
1614-1624.

Obata, K., Katsura, H., Mizushima, T., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T. 
and Noguchi, K.（2007）Roles of extracellular signal-
regulated protein kinases 5 in spinal microglia and 
primary sensory neurons for neuropathic pain. J. 
Neurochem., 102, 1569-1584.

Mizushima, T., Obata, K., Katsura, H., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T., 
Mash imo, T. and Noguchi, K.（2007）Intensity-
dependent activation of extracellular signal-regulated 
protein kinases 5 in sensory neurons contributes to 
pain hypersensitivity. J. Pharmacol. Exp. Ther., 321, 
28-34.

Kozai, T., Yamanaka, H., Dai, Y., Obata, K., Kobayashi, 
K., Mashimo, T. and Noguchi, K.（2007）Tissue type 
plasminogen activator induced in rat dorsal horn 
astrocytes contributes to mechanical hypersensitivity 
following dorsal root injury. Glia, 55, 595-603.

Yamanaka, H., Obata, K., Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, 
T. and Noguchi, K.（2007）Alternation of the cell 
adhesion molecule L1 expression in a speci f ic 
subset of primary afferent neurons contributes to 
neuropathic pain. Eur. J. Neurosci., 25, 1097-1111.

Ogura, H., Tachibana, T., Yamanaka, H., Kobayashi, K., 
Obata, K., Dai, Y., Yoshiya, S. and Noguchi, K.（2007）
Axotomy increases plasma membrane Ca2+ pump 
isoform4 in primary afferent neurons. Neuroreport, 18, 
17-22.

Shiokawa, M., Yamaguchi, T., Narita, M., Okutsu, D., 
Nagumo, Y., Miyoshi, K., Suzuki, M., Inoue, T. and 
Suzuki, T.（2007）Effects of fasudil on neuropathic 
pa in-l ike state in mice. Nihon Shinkei Seishin 
Yakurigaku Zasshi（Jpn. J. Psychopharmacol.）, 27,  
153-159.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
野口光一（2007）TRP channel family and cutaneous 

sensation.（指定講演）第17回国際痒みシンポジウム, 9.15, 
大阪.

野口光一（2007）分子と痛み（1）：シグナルと痛み－MAPK
を中心として.（特別講演）第2回痛み研究者の集い, 10.6-7, 
京都.

野口光一（2007）疼痛伝達の分子メカニズムの解明.（指定
講演）次世代の神経科学研究, 第313回大阪大学神経科
学懇話会, 12.22, 大阪.

［シンポジウム等］
Noguchi, K.（2007）Roles of extracel lu lar s igna l-

regulated protein kinase（ERK）5 in spinal microglia 
and primary sensory neurons for neuropathic pain.
（Workshop）Second Internat ional Congress on 
Neuropathic Pain, 6.7-10, Berlin, Germany.

Noguchi, K.（2007）Roles of ERK5 in spinal microglia 
and primary sensory neurons for neuropathic pain.

（Sympos ium）7th I BRO　World Cong res s o f 
Neuroscience, 7.12-17, Melbourne, Australia.

小畑浩一（2007）非傷害一次知覚ニューロンにおける遺伝
子発現変化と神経因性疼痛.（シンポジウム）第36回日本
慢性疼痛学会, 2.24-25, 京都.

小畑浩一（2007）痛みのターゲットは末梢か中枢か？慢性痛
はどこを治療したらいいか？.（ディベート）第5回整形外科
痛みを語る会, 6.30-7.1, 東京.

野口光一（2007）侵害刺激センサーTRPA1とその調節機
構.（シンポジウム）特定領域研究「細胞感覚」夏のシンポ
ジウム2007, 8.11, 東京.
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野口光一（2007）神経因性疼痛における細胞間接着因子
L1-CAMの役割.（班会議）特定領域研究「神経回路機
能」夏の班会議, 8.23, 札幌.

戴　　毅（2007）G P C RによるT R PA1の活性調節機
構.（ワークショップ）第9回ORIGIN神経科学研究会夏の
ワークショップ, 9.1-2, 浜松.

野口光一（2007）ニューロパチックペインモデルのDRG及び
脊髄における分子変化.（シンポジウム）第30回日本神経
科学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経
回路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

［一般講演］
Dai, Y., Wang, S., Fukuoka, T., Tominaga, M. and 

Noguchi, K.（2007）Sensit izat ion of TRPA1 by 
PAR-2 through PLC/PIP2-dependent mechanisms 
contributes to inf lammatory pain. 37th Annual 
Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San Diego, 
U.S.A.（Abstract CD-ROM, 400, 17/PP2）

Obata, K., Katsura, H., Miyoshi, K. and Noguchi, 
K.（2007）Activation of Toll-like receptor 3 in spinal 
microglia is required for tactile allodynia after nerve 
injury. 37th Annual Meeting Society for Neuroscience, 
11.3-7, San Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 721, 19/
JJ17）

Yamanaka, H., Okubo, M. and Noguchi, K.（2007）
Alterat ion of the cel l adhesion molecule CHL1 
expression in a specific subset of primary afferent 
neurons and dorsal horn following nerve injury. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 185, 18/QQ16）

Kobayashi, K., Fukuoka, T., Yamanaka, H. and Noguchi, 
K.（2007）P2Y12 receptor expressed in spina l 
microglia contributes to neuropathic pain. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 186, 6/RR19）

Miyoshi, K., Nar ita, M., Nar ita, M., Takatsu, M., 
Kasakura, A., Obata, K., Noguchi, K. and Suzuki, 
T.（2007）Changes in functions of glutamate receptor 
and its modulators in the spinal cord obtained from 
ethanol-dependent rats with painful neuropathy. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 186, 6/RR6）

Wang, S., Tominaga, M., Dai, Y. and Noguchi, K.（2007）
Potentiation of TRPA1 activity by bradykinin through 
both PLC- and PKA- dependent mechanisms. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 400, 18/PP3）

Katsura, H., Obata, K., Sakagami, M. and Noguchi, 
K.（2007）TAK1 upregulation in spinal astrocytes 
contributes to tactile allodynia after nerve injury. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 182, 2/NN18）

Miwa, H., Oshima, T., Tomita, T., Sakurai, J., Matsumoto, 
T. and Koseki, J.（2007）Decreased rat voluntary 
movement as a measure of chronic viscreal pain-a 
study using the rat chronic acid reflux esophagitis 
model. Digestive Disease Week and the 108th Annual 
Meeting of the AGA Institute, 5.19-24, Washington 
D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132（Suppl.2）, A155, 
2007.）

小畑浩一, 野口光一（2007）ERK5の活性化と神経因性疼
痛. 第112回日本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 
大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 226, 2007.）

山中博樹, 野口光一（2007）末梢神経損傷後の接着因子
L1-CAMの発現変化と神経因性疼痛への関与. 第112回日
本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学
雑誌, 82（Suppl.）, 229, 2007.）

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2007）ラット
後根神経節・脊髄におけるAdenosine受容体mRNAの発
現と坐骨神経切断後の変化. 第112回日本解剖学会総会・
全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 
229, 2007.）

水島敏行, 小畑浩一, 真下　節, 野口光一（2007）DRG
ニューロンにおけるERK5の活性化と急性痛. 第112回日
本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学
雑誌, 82（Suppl.）, 226, 2007.）

桂　弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2007）ラット炎
症モデルにおけるERK5の活性化と痛み. 第112回日本解
剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 
82（Suppl.）, 228, 2007.）

櫻井　淳, 小畑浩一, 三輪洋人, 野口光一（2007）ラット胃
の伸展刺激によるERK1/2の活性化. 第112回日本解剖
学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 82

（Suppl.）, 216, 2007.）
戴　　毅, 王　勝蘭, 野口光一（2007）桂皮の薬理作用にお

けるTRPA1受容体の関与. 第58回日本東洋医学会学術総
会, 6.15-17, 広島.

小倉宏之, 橘　俊哉, 野口光一（2007）脊髄と後根神経節に
おけるカルシウムポンプの発現とその役割. 第5回整形外
科痛みを語る会, 6.30-7.1, 東京.

小畑浩一, 野口光一（2007）脊髄マイクログリアにおける
TLR3の活性化とアロディニア. 第29回日本疼痛学会, 7.7, 
横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 62, 2007.）

戴　　毅, 王　勝蘭, 福岡哲男, 富永真琴, 野口光一（2007）
Protease-activated receptor2によるTRPA1活性の増強. 
第29回日本疼痛学会, 7.7, 横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 
73, 2007.）

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2007）神経
因性疼痛における脊髄マイクログリアに発現するP2Y12
受容体の関与. 第29回日本疼痛学会, 7.7, 横浜.（PAIN 
RESEARCH, 22, 91, 2007.）

王　勝蘭, 戴　　毅, 福岡哲男, 富永真琴, 野口光一（2007）
BradykininによるTRPA1活性の増強. 第29回日本疼痛学
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会, 7.7, 横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 74, 2007.）
桂　弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2007）脊髄アス

トロサイトにおけるTAK1の発現上昇とアロディニア. 第29
回日本疼痛学会, 7.7, 横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 93, 
2007.）

戴　　毅（2007）Protease-activated receptor2による
TRPA1活性の増強. 特定領域研究「細胞感覚」夏の班会
議, 8.12, 湘南.

戴　　毅, 王　勝蘭（2007）炎症関連因子によるTRPA1受
容体の活性調節機構. 第24回和漢医薬学会大会, 9.8-9, 
富山.

戴　　毅, 王　勝蘭, 富永真琴, 野口光一（2007）Protease-
activated receptor2によるTRPA1活性の増強. 第30回日
本神経科学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日
本神経回路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 
横浜.

王　勝蘭 ,  戴　　毅 ,  富永真 琴,  野口光 一（2 0 0 7）
BradykininによるTRPA1活性の増強. 第30回日本神経科
学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回
路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2007）神経
因性疼痛における脊髄マイクログリアに発現するP2Y12
受容体の関与. 第30回日本神経科学大会・第50回日本
神経化学会大会・第17回日本神経回路学会大会合同学会

（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.
小畑浩一, 野口光一（2007）脊髄マイクログリアにおける

TLR3の活性化と神経因性疼痛. 第30回日本神経科学大
会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回路学
会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

桂　弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2007）脊髄アス
トロサイトにおけるTAK1の発現上昇とアロディニア. 第30
回日本神経科学大会・第50回日本神経化学会大会・第17
回日本神経回路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-
12, 横浜.

山中博樹, 大久保正道, 野口光一（2007）末梢神経損傷後
の後根神経節および脊髄後角における細胞間接着因子
CHL1の発現変化. 第30回日本神経科学大会・第50回日
本神経化学会大会・第17回日本神経回路学会大会合同学
会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

櫻井　淳，小畑浩一，野口光一，三輪洋人（2007）ラット胃
の伸展刺激による脊髄神経系の解剖. 第49回日本消化器
病学会大会（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化器
病学会雑誌, 104（臨時増刊）, A610, 2007.）

櫻井　淳，小畑浩一，近 藤　隆，野口光一，三輪洋人
（2007）ラット胃の伸展刺激によるERK1/2の活性化. 第
6回日本Neurogastroenterology（神経消化器病）学会, 
11.3, 大阪.（プログラム抄録集, 26, 2007.）

三輪洋人，大島忠之，富田寿彦，松本譽之，櫻井　淳，小瀬
木順一（2007）ラットにおける自発運動の低下はディスペ
プシア症状の指標となるか？－ラット慢性酸型逆流性食道
炎モデルを用いた検討－. GERD研究会第12回学術集会, 

11.17, 東京.
王　勝蘭（2007）Potentiation of TRPA1 activity by 

Bradykinin through both PLC and PKA-dependent 
mechanis. 特定領域研究「細胞感覚」冬の班会議, 12.27-
28, 岡崎.

■ その他 ■
戴　　毅 , 野口光一（2007）センサー役たんぱく質痛み増

幅, がん・リウマチ, 兵庫医大解明. 讀賣新聞夕刊, 6.20.

生理学
Physiology

生体機能部門
Division of Physiome

■ 著書 ■
山本みどり, 佐々木公子, 瓦家千代子, 高橋　徹, 武田

ひとみ, 久木久美子, 藤井わか子, 森美奈子（2007）頻
出問題を解いて覚える管理栄養士国家試験合格レシピ, 

（山本みどり, 佐々木公子　編）, メディカ出版, 大阪, 27, 
33-38, 40.

■ 学術論文 ■
［総説］
岡田泰昌, 桑名俊一, 越久仁敬（2007）脳幹部呼吸調節神

経機構の局在と機能．日本神経精神薬理学雑誌, 27, 207-
214.

［原著］
Achilles, K., Okabe, A., Ikeda, M., Shimizu-Okabe, C., 

Yamada, J., Fukuda, A., Luhmann, H.J. and Kilb, 
W.（2007）Kinetic properties of Cl- uptake mediated 
by Na+-dependent K+-2Cl- cotransport in immature 
rat neocortical neurons. J. Neurosci., 27, 8616-8627.

Okada, Y., Masumiya, H., Tamura, Y. and Oku, Y.（2007）
Respiratory and metabolic acidosis differentially 
affect the respiratory neuronal network in the ventral 
medulla of neonatal rats. Eur. J. Neurosci., 26, 2834-
2843.

Oku, Y., Masumiya, H. and Okada, Y.（2007）Postnatal 
developmental changes in activation profiles of the 
respiratory neuronal network in the rat ventral 
medulla. J. Physiol., 585, 175-186. 

Sh imizu-Okabe, C., Okabe, A., K i lb, W., Sato, K., 
Luhmann, H.J. and Fukuda, A.（2007）Changes in 
the expression of cation-Cl- cotransporters, NKCC1 
and KCC2, during cortical malformation induced by 
neonatal freeze-lesion. Neurosci. Res., 59, 288-295.

Weisleder, N., Ferrante, C., Hirata, Y., Collet, C., Chu, Y., 
Cheng, H., Takeshima, H. and Ma, J.（2007）Systemic 
ablation of RyR3 alters Ca2+ spark signaling in adult 
skeletal muscle. Cell Calcium, 42, 548-555.

■ 学会発表 ■
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［指定講演］
越久仁敬（2007）呼吸調節の基礎と病態生理.（特別講演）

第47回日本呼吸器学会学術講演会, 5.10-12, 東京.（日本
呼吸器学会雑誌, 45（増刊）, 81, 2007.）

［一般講演］
越久仁敬（2007）呼吸困難の病態と治療. 南あわじ市医師

会臨床談話会, 1.24, 南あわじ.
Weisleder, N., Ferrante, C., Hirata, Y., Collet, C., Chu, Y., 

Cheng, H., Takeshima, H. and Ma, J.（2007）Systemic 
ablation of RyR3 alters the osmotic-stress induced 
Ca sparks in adult mammalian skeletal muscle. 
Biophysical Society 51th Annual Meeting, 3.3-7, 
Baltimore, Maryland, U.S.A.

Weisleder, N., Ferrante, C., Hirata, Y., Col let, C., 
Csernoch, L., Cheng, H., Takeshima, H. and Ma, 
J.（2007）Inhibition of osmotic stress-induced Ca 
sparks in skeletal muscle by bromoenol lactone, an 
inhibitor of calcium-independent phospholipase A2
（iPLA2）. Biophysical Society 51th Annual Meeting, 
3.3-7, Baltimore, Maryland, U.S.A.

増宮晴子, 岡田泰昌, 越久仁敬（2007）幼若ラット洞房結節
領域の興奮伝播イメージング. 第84回日本生理学会大会, 
3.20-22, 大阪.

岡田泰昌, 増宮晴子, 越久仁敬（2007）呼吸性および代謝性
アシドーシスが腹側延髄呼吸ニューロン活動に及ぼす影
響の差異についての膜電位イメージング解析. 第84回日本
生理学会大会, 3.20-22, 大阪.

魏　　兵, 古川智範, 熊田竜郎, 岡部明仁, 大野浩司, 佐藤
康二, 福田敦夫（2007）下眼窩神経損傷による痛覚過敏
モデルにおける三叉神経脊髄路核のクロライド恒常性関
連遺伝子発現変化. 第84回日本生理学会大会, 3.20-22, 
大阪.

Okada, Y., Masumiya, H. and Oku, Y.（2007）Dynamic 
voltage-imaging analysis of the effects of acidosis on 
the respiratory neuronal network in the rat ventral 
medulla. 第47回日本呼吸器学会学術講演会, 5.10-12, 東
京. 

玉木　彰, 越久仁敬, 岡田泰昌（2007）呼吸不全患者のため
の歩行補助電動カートの開発　健常人における登坂時の
酸素消費量減少効果. 第47回日本呼吸器学会学術講演
会, 5.10-12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45（増刊）, 139, 
2007.）

越久仁敬（2007）医学におけるデータマイニングの実際. 第
15回神戸・透析と情報懇話会, 5.19, 神戸.

Ohshima, Y., Tamaki, A., Hasegawa, H., Tsujita, J. 
and Oku, Y.（2007）Locomotor respiratory coupling 
during arm cranking. World Confederation of Physical 
Therapy 16th General Meeting, 6.2-6, Vancouver, 
Canada.

越久仁敬（2007）摘出脳幹脊髄標本の呼吸性活動の膜電位
イメージング解析法. 平成19年度東京慈恵会医科大学学

外共同研究・第2回研究会議「呼吸中枢の進化のプロセス
－脊椎動物呼吸リズム形成機構の解析－」, 8.27, 東京.

越久仁敬, 木村直史, 増宮晴子, 岡田泰昌（2007）カエル脳
幹部呼吸神経活動の可視化. 第30回日本神経科学大会・
第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回路学会大
会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

魏　　兵, 古川智範, 熊田竜郎, 岡部明仁, 大野浩司, 佐藤
康二, 福田敦夫（2007）入力損傷のある三叉神経核におけ
るクロライド恒常性変化関連遺伝子. 第30回日本神経科
学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回
路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

福岡達之, 辻田純三, 間瀬教史, 武村政徳, 奥野太嗣, 越久
仁敬 , 道免和久（2007）嚥下の反射惹起に対する干渉波
電気刺激の効果. 第13回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会, 9.14-15, 大宮.（第13回日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集, 218, 
2007.）

越久仁敬（2007）呼吸困難感の成因と治療. 厚生労働省精
神・神経疾患研究委託費「筋ジストロフィー治療のエビデ
ンス構築に関する臨床研究斑」平成19年度ワークショッ
プ, 9.22, 大宮.

Oku, Y., Masumiya, H. and Okada, Y.（2007）Homology 
of respiratory neuronal networks between frogs 
and rats: The brain adapts itself to the mode of 
ventilation. 5th Congress of the International Society 
for Autonomic Neuroscience（ISAN）, 10.5-8, Kyoto.   

Okada, Y., Masumiya, H. and Oku, Y.（2007）Differential 
effects of respiratory and metabolic acidosis on the 
respiratory neuron network analyzed by voltage-
imaging. 5th Congress of the International Society for 
Autonomic Neuroscience（ISAN）, 10.5-8, Kyoto.

■ その他 ■
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　呼吸器

系の全体構造とその役割. 呼吸器ケア, 5, 31. 
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　呼吸筋

と換気の仕組み. 呼吸器ケア, 5, 127.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　上気道・

鼻腔の構造と嚥下運動. 呼吸器ケア, 5, 223.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　肺区域

図. 呼吸器ケア, 5, 319.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　胸膜・縦

隔の構造と機能. 呼吸器ケア, 5, 415.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　肺循環

系と肺小葉の機能と構造. 呼吸器ケア, 5, 511.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　細気管

支・肺胞の構造と機能. 呼吸器ケア, 5, 607.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　酸素の

運搬. 呼吸器ケア, 5, 703.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　気管・気

管支の構造と機能. 呼吸器ケア, 5, 803.
越久仁敬（2007）Illustration 呼吸器の解剖生理　換気と



8 兵庫医大業績録（2007）

血流の関係. 呼吸器ケア, 5, 899.

生体情報部門
Division of Bioinformation

■ 学術論文 ■
［原著］
Sakamoto, T., Ebisu, Y., Ikeda, A., Nakaya, M. and 

Nishizaki, T.（2007）Hippocampal size may contribute 
to prospective diagnosis of age-related dementia. 
Psychogeriatrics, 7, 76-80.

Yang, D., Yaguchi, T., Yamamoto, H. and Nishizaki, 
T.（2007）Intracel lu larly transported adenosine 
induces apoptosis in HuH-7 human hepatoma cells 
by downregulat ing c-FLIP expression causing 
caspase-3/-8 activation. Biochem. Pharmacol., 73, 
1665-1675.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
Yaguchi, T. and Nishizaki, T.（2007）The linoleic acid 

derivat ive DCP-LA amel iorates impairment of 
learning and memory.（Oral）The 7th Korea-Japan 
Joint Symposium of Brain Sciences, and Cardiac and 
Smooth Muscles, 12.8-10, Sendai.

［一般講演］
Yaguchi, T., Yamamoto, H., Fujikawa, H., Nagata, T., 

Yamamoto, S. and Nishizaki, T.（2007）The linoleic 
acid derivative DCP-LA ameliorates impairment of 
learning and memory. 第80回日本薬理学会, 3.14-16, 愛
知.

Yaguchi, T., Kanno, T., Yamamoto, H., Fujikawa, H., Nagata, 
T. and Nishizaki, T.（2007）The linoleic acid derivative 
DCP-LA ameliorates impairment of learning and 
memory. 日本薬学会第127年会, 3.28-30, 富山.

Nishizaki, T. and Yaguchi, T.（2007）認知機能改善薬として
の新規リノール酸誘導体DCP-LAの有効性. 第6回国際バ
イオフォーラム, 6.20-22, 東京.

Yaguchi, T., Yang, D., Ishizawa, Y., Lim, C. R. and 
Nishizaki, T.（2007）アデノシン受容体を介したHepG2肝
癌細胞アポトーシス誘導経路. 第16回日本アポトーシス研
究会学術集会, 8.3-4, 千葉.

楊　冬琴, 矢口貴博, 山本英幸, 石澤洋平, 林　俊仁, 西崎
知之（2007）アデノシンによって誘導されるHuH-7肝癌細
胞アポトーシス誘導経路. 第16回日本アポトーシス研究会
学術集会, 8.3-4, 千葉.

Yaguchi, T., Yamamoto, H., Fujikawa, H., Nagata, T., 
Yamamoto, S. and Nishizaki, T.（2007）リノール酸誘導体
DCP-LAは学習・記憶障害を改善する. 第30回日本神経科
学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回

路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.
矢口貴博, 楊　冬琴, 山本英幸, Lim, C.R., 石澤洋平, 西崎

知之（2007）アデノシンはカスパーゼ3/8/9の活性化な
らびにp53の発現誘導によりHepG2細胞アポトーシスを
誘導する（Extracellular adenosine induces apoptosis 
in HepG2 cells by activating caspase-3/-8/-9 and 
increasing p53 expression）. 第66回日本癌学会学術
総会, 10.3 -5, 横浜.（日本癌学会総会記事, 66回, 126, 
2007.）

楊　冬琴, 矢口貴博, 山本英幸, Lim, C.R., 石澤洋平, 西崎知
之（2007）アデノシンはc-FLIP発現低下に起因するカス
パーゼ3/8の活性化を通してHuH-7細胞アポトーシスを誘
導する（Adenosine induce apoptosis in HuH-7 human 
hepatoma cells by tuning expression of multiple death 
regulatory molecules relevant to caspase activation）. 
第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総
会記事, 66回, 498, 2007.）

Kanno, T., Yaguchi, T., Yamamoto, H. and Nishizaki, 
T.（2007）Noradrenaline stimulates ATP release from 
DRG neurons. Society for Neuroscience 37th Annual 
Meeting, 11.3-7, San Diego, U.S.A.

Yamamoto, H., Jin, G., Yaguchi, T. and Nishizaki, T.（2007）
Identification of a mouse IL-18 receptor alpha isoform 
that fulfill its function as a membrane-type decoy 
receptor. Society for Neuroscience 37th Annual 
Meeting, 11.3-7, San Diego, U.S.A.

Nishizaki, T., Yaguchi, T. and Yosh ida, S.（2007）
Adenosine stimulates vesicular glutamate release 
from hippocampal astrocytes via A2a adenosine 
receptor/PKA pathway. 第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大会（BMB2007）, 
12.11-15, 横浜.

Yaguchi, T., Yang, D., Yamamoto, H., Ishizawa, Y., Lim, 
C. R. and Nishizaki, T.（2007）Adenosine induces 
apoptosis of human HepG2 hepatoma cells partially 
by increasing p53 expression. 第30回日本分子生物学会
年会・第80回日本生化学会大会合同大会（BMB2007）, 
12.11-15, 横浜.

楊　冬琴, 矢口貴博, 山本英幸, 西崎知之（2007）アデノシ
ンはミトコンドリア障害／DIABLO発現増大／IAP発現
抑制／カスパーゼー3活性化の経路によりヒトHuH-7肝癌
細胞アポトーシスを誘導する. 第30回日本分子生物学会
年会・第80回日本生化学会大会合同大会（BMB2007）, 
12.11-15, 横浜.

生化学
Biochemistry

■ 著書 ■
鈴木敬一郎（2007）酸化ストレスとは. 酸化ストレスと心血
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管病,（横山光宏, 藤田敏郎　編）, 日本医学出版, 東京, 
1-4. 

鈴木敬一郎（2007）活性酸素種とは. 酸化ストレスと心血管
病,（横山光宏, 藤田敏郎　編）, 日本医学出版, 東京, 5-8. 

S u z u k i , K .（ 2 0 0 7 ）G l y c a t i o n  a n d  d i s e a s e . 
In:Comprehensive Glycoscience : From Chemistry to 
Systems Biology,（Kamerling, J.P., Boons, G.J., Lee, 
Y.C., Suzuki, A. and Taniguchi, N.　eds.）, Vol.4, 
Elsevier, Oxford, 515-532.

■ 学術論文 ■
［原著］
Fujiwara, N., Nakano, M., Kato, S., Yoshihara, D., 

Ookawara, T., Eguchi, H., Taniguchi, N. and Suzuki, 
K.（2007）Oxidative modification to cysteine sulfonic 
acid of Cys111 in human copper-zinc superoxide 
dismutase. J. Biol. Chem., 282, 35933-35944.

鈴木敬一郎 ,  成瀬　均（2007）兵庫医科大学における
Advanced　OSCE実施体験－1学年・1日・11課題の試み
－．医学教育, 38, 103-110.

鈴木敬一郎, 谷口直之（2007）日本生化学会　医科生化学・
分子生物学教育協議会「基礎医学教育・研究の危機」ア
ンケート結果について．生化学, 79,98-104.

［研究報告］
谷口直之, 藤原範子, 松本紋子, 中 三弥子, 鈴木敬一郎
（2007）ヒトCu/Zn-SODのCys111の酸化に関する研究. 
厚生労働科学研究費補助金「難治性疾患克服研究事業 
筋萎縮性側索硬化症の画期的診断・治療法に関する研究
班（課題番号H17-難治-44）」平成18年度総括・分担研究
報告書, 54-56.

■ 学会発表 ■
［一般講演］
Fujiwara, N., Nakano, M., Yoshihara, D., Ookawara, 

T., Eguchi, H., Taniguchi,N. and Suzuki,K.（2007）
Role of Cys111 in an oxidative damage of human Cu/
Zn-superoxide dismutase. 第30回日本神経科学大会・第
50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回路学会大
会合同大会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.（神経化学, 46, 
488, 2007.）

Yoshihara, D., Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, 
J., Eguchi, H., Ookawara, T., Ozawa, K., Shimoda, S., 
Takemura, M. and Suzuki, K.（2007）Effects of copper 
metabolism on neurological functions in Wistar and 
LEC rats. 第30回日本神経科学大会・第50回日本神
経化学会大会・第17回日本神経回路学会大会合同大
会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.（神経化学,46, 498, 
2007.）

Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Yoshihara, 
D., Ookawara, T. and Suzuki, K.（2007）Effects of 
copper metabolism on behavioral functions and 
brain monoamine contents in Wistar and Wilson’
s disease model rats. International Society for 

Trace Element Research in Humans/Hellenic Trace 
Element Society/Nordic Trace Element Society Joint 
Conference 2007, 10.21-26, Crete, Greece.

Yokoe, S., Asahi, M., Suzuki, K., Taniguchi, N. and 
Miyoshi, E.（2007）O-GlcNAcylation of phospholamban 
induces cardiac dysfunction. Annual Conference 
of the Society for Glycobiology, 11.11-14, Boston, 
U.S.A.（Abstracts, 218, 2007.）

大河原知水, 藤原範子, 吉原大作, 横江俊一, 是金敦子, 鈴
木敬一郎（2007）マウスEC-SODの翻訳調節機構．第30
回日本分子生物学会大会・第80回日本生化学会大会合
同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.（講演要旨集, 723, 
2007.）

Fujiwara, N., Nakano, M., Yoshihara,D., Ookawara, T., 
Taniguchi, N. and Suzuki, K.（2007）Role of Cys111 
in an oxidative damage and generation of charge 
isomers of human Cu/Zn-superoxide dismutase. 第30
回日本分子生物学会大会・第80回日本生化学会大会合
同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.（講演要旨集, 838, 
2007.）

横江俊一 , 朝日通雄, 鈴木敬一郎 , 谷口直之, 三善英知
（2007）O-GlcNAcylation of phospholamban induces 
cardiac dysfunction. 第30回日本分子生物学会大会・第
80回日本生化学会大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 
横浜.（講演要旨集, 563, 2007.）

Yoshihara, D., Fujiwara, N., Ookawara, T., Yokoe, S. and 
Suzuki, K.（2007）Complementary role of GSTA4-4 in 
young Sod1 KO mice kidney. 第30回日本分子生物学会
大会・第80回日本生化学会大会合同大会（BMB2007）, 
12.11-15, 横浜.（講演要旨集, 776, 2007.）

Hori, K., Otani, H. and Hori, S.（2007）Comparison of 
energy metabolism in obese Zucker rats and OLETF 
rats under cold acclimation and deacclimation. 第30
回日本分子生物学会大会・第80回日本生化学会大会合
同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.（講演要旨集, 531, 
2007.）

藤原範子, 磯　博行, 北中順惠, 北中純一, 大河原知水, 吉
原大作, 尾崎敬一郎, 下田重朗, 竹村基彦, 鈴木敬一郎

（2007）LECラットおよびWistarラットの脳機能に及ぼす
銅代謝変化の影響. 第17回 LEC ラット研究会大会, 5. 22, 
東京.（抄録集, 13, 2007.）

森　信明, 鈴木敬一郎, 成瀬　均, 森すみれ（2007）兵庫医
大型Tutorial教育における学生満足感の「質」に関する研
究. 第39回日本医学教育学会大会, 7. 27-28, 盛岡.（医学
教育, 38（Suppl.）, 71, 2007.）

中野法彦, 宮澤伸子, 櫻井拓也, 木崎節子, 石橋義永, 和光 
直子, 鈴木健二, 大河原知水, 石田　均, 大野秀樹（2007）
脂肪細胞の増殖・分化に対するグリクラジドの効果の解
析．第77回日本衛生学会総会, 3.25-28, 大阪.（日本衛生学
雑誌, 62, 676, 2007.）

Hori, K., Kaya, M., Tsujita, J. and Hori, S.（2007）
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Characteristics of energy balance in OLETF rats 
during cold acclimation and deacclimation. 第84回
日本生理学会大会, 3.20-22, 大阪.（J. Physiol. Sci., 57

（Suppl.）,S194, 2007.）
Otani, H., Kaya, M., Ishii, Y., Tsujita, J., Hori, K. and 

Hori, S.（2007）Effects of initial hydration status 
and core temperature on endurance capacity during 
heavy exercise in untrained individuals. 第84回日本生
理学会大会, 3.20-22, 大阪.（J. Physiol. Sci., 57（Suppl.）, 
S189, 2007.）

■ その他 ■
藤原範子, 松本紋子, 中 三弥子, 鈴木敬一郎, 谷口直之
（2007）ヒトCu/Zn-SODのCys111の酸化について. 厚生
科学研究費補助金「難治性疾患克服事業　筋萎縮性側
索硬化症の画期的診断, 治療法に関する研究班（課題番
号H17-難治-44）」平成18年度班会議, 1.19, 東京.（抄録, 
8, 2007.）

鈴木敬一郎（2007）皇太子殿下を招いてのお茶会　The 
Party with His Imperial Highness The Crown Prince. 
第20回国際生化学・分子生物学会議, 6.18-23, 京都.（記
録集, 22, 2007.）

鈴木敬一郎（2007）バンケット　Banquet. 第20回国際
生化学・分子生物学会議, 6.18-23, 京都.（記録集, 128, 
2007.）

鈴木敬一郎（2007）閉会式　Closing Ceremony. 第20回国
際生化学・分子生物学会議, 6.18-23, 京都.（記録集, 156, 
2007.）

鈴木敬一郎（2007）高校生と医学会の初の交流・直接対話
－明日の医療現場が求める若者像とは？－. 第27回日本医

学会総会, 4.4, 大阪.

薬理学
Pharmacology

■ 学術論文 ■
［原著］
Kitanaka, J., Kitanaka, N., Tatsuta, T., Morita, Y. and 

Takemura, M.（2007）Blockade of brain histamine 
metabol ism a lters methamphetamine-induced 
expression pattern of stereotypy in mice v ia 
histamine H1 receptors. Neuroscience, 147, 765-777.

Tatsuta, T., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Morita, Y. and 
Takemura, M.（2007）Lack of effect of anticonvulsant 
topiramate on methamphetamine-induced stereotypy 
and rewarding property in mice. Pharmacol. Biochem. 
Behav., 87, 48-55.

任　几凭, 木村信也, 竹村基彦（2007）ヒスタミンN-メチル
基転移酵素の発現とシグナル伝達, 分化およびアポトーシ
ス誘導への作用. 兵庫医科大学医学会雑誌, 32, 67-75. 

■ 学会発表 ■

［シンポジウム等］
Kitanaka, N., Kitanaka, J., Tatsuta, T., Morita, Y. 

a nd Takemura, M.（2007）Clorg yl i ne opposes 
methamphetamine-induced hyperlocomotion through 
alteration of the serotonin turnover in the striatum.

（Symposium）5th Internat iona l Symposium on 
Receptor Mechanisms, Signal Transduction and Drug 
Effects, 5.10-11, Shizuoka.（Program & Abstracts, 90, 
2007.）

Kitanaka, J., Kitanaka, N., Tatsuta, T., Morita, Y. and 
Takemura, M.（2007）HMT inh ibitors regu late 
methamphetamine-induced stereotyped behavior in 
mice via H1 receptor-mediated histamine signaling.

（Symposium）5th Internat iona l Symposium on 
Receptor Mechanisms, Signal Transduction and Drug 
Effects, 5.10-11, Shizuoka.（Program & Abstracts, 90, 
2007.）

［一般講演］
北中順惠, 北中純一, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2007）

覚せい剤誘発異常行動および報酬効果に対するA型モ
ノアミン酸化酵素阻害薬クロルジリンの効果. 第80回日
本薬理学会年会, 3.14-16, 名古屋.（J. Pharmacol. Sci., 103

（Suppl.I）, 132, 2007.）
北中純一, 北中順惠, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2007）

ヒスタミンN-メチル基転移酵素阻害薬による覚せい剤
誘発常同行動パターン変化. 第80回日本薬理学会年会, 
3.14-16, 名古屋.（J. Pharmacol. Sci., 103（Suppl.I）, 132, 
2007.）

立田知大, 北中順惠, 北中純一, 守田嘉男, 竹村基彦（2007）
マウスにおける覚せい剤誘発常同行動および報酬効果
に対する抗けいれん薬トピラメートの作用. 第80回日本
薬理学会年会, 3.14-16, 名古屋.（J. Pharmacol. Sci., 103

（Suppl.I）, 132, 2007.）
木村信也 , 任　几凭 , 長野貴之 , 竹村基彦（2007）バル

ビツール酸誘導体によるPC-12細胞のアポトーシス抑
制機構. 第80回日本薬理学会年会, 3.14-16, 名古屋.（J. 
Pharmacol. Sci., 103（Suppl.I）, 212, 2007.）

長野貴之, 木村信也, 高井英里, 竹村基彦（2007）培養ラッ
トミクログリアの細胞内ATP量に対するリポポリサッカ
ライドの影響. 第80回日本薬理学会年会, 3.14-16, 名古
屋.（J. Pharmacol. Sci., 103（Suppl.I）, 177, 2007.）

藤原範子, 磯　博行, 北中順惠, 北中純一, 大河原知水, 吉
原大作, 尾澤敬一郎, 下田重朗, 竹村基彦, 鈴木敬一郎

（2007）LECラットおよびWistarラットの脳機能に及ぼす
銅代謝変化の影響. 第17回LECラット研究会大会, 5.22, 
東京.（抄録集, 13, 2007.）

北中純一, 北中順惠, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2007）
ロベリア草アルカロイドの毒性と中枢モノアミン神経機能
障害との関連. 第29回日本中毒学会総会・学術集会, 7.27-
28, 東京.（中毒研究, 20, 435-436, 2007.）

Yoshihara, D., Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, 
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J., Eguchi, H., Ookawara, T., Ozawa, K., Shimoda, S., 
Takemura, M. and Suzuki, K.（2007）Effects of copper 
metabolism on neurological functions in Wistar and 
LEC rats. 第30回日本神経科学大会・第50回日本神
経化学会大会・第17回日本神経回路学会大会合同学
会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.（神経化学, 46, 498, 
2007.）

Fujiwara, N., Iso, H., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Yoshihara, 
D., Ookawara, T. and Suzuki, K.（2007）Effects of 
copper metabolism on behavioral functions and 
brain monoamine contents in Wistar and Wilson’
s disease model rats. International Society for 
Trace Element Research in Humans/Hellenic Trace 
Element Society/Nordic Trace Element Society Joint 
Conference 2007, 10.21-26, Crete, Greece.

長野貴之, 木村信也, 竹村基彦（2007）Prostaglandin E2の
細胞外ATPによるミクログリア遊走亢進に対する効果. 第
12回グリア研究会, 11.17, 名古屋.（第12回グリア研究会プ
ログラム, 14, 2007.）

北中純一, 北中順惠, 立田知大, 守田嘉男, 竹村基彦（2007）
ヒスタミン代謝酵素阻害薬による覚せい剤誘発常同行動
のパターン変化. 第11回日本ヒスタミン学会, 12.14-15, 富
山.（学会プログラム抄録集, 21, 2007.）

病原微生物学
Microbiology

■ 著書 ■
筒井ひろ子, 中西憲司（2007）宿主と病原体の攻防. 免疫

学コア講義, 改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優毅
編）, 南山堂, 東京, 149-166.

■ 学術論文 ■
［総説］
筒井ひろ子（2007）アレルギー関連因子としてのIL-18. 臨床

免疫・アレルギー科, 48, 535-541.
［原著］
Sawaki, J., Tsutsui, H., Hayashi, N., Yasuda, K., Akira, 

S., Tanizawa, T. and Nakanishi, K.（2007）Type 1 
cytokine/chemokine production by mouse NK cells 
following activation of their TLR/MyD88-mediated 
pathways. Int. Immunol., 19, 311-320.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4＋ Vα24+ 
Vβ11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
245.

Iimuro, Y., Seki, E., Son, G., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and 
Fujimoto, J.（2007）Role of innate immune response 
in liver regeneration. J. Gasteroenterol. Hepatol., 22

（Suppl.1）, S57-S58.
Zou, P., Kawada, J., Pesnicak, L. and Cohen, JI.（2007）

Bortezomib induces apoptosis of Epstein-Barr virus
（EBV）-transformed B cells and prolongs survival 
of mice inoculated with EBV-transformed B cells. J. 
Virol., 81, 10029-10036.  

Otani, N. and Okuno, T.（2007）Human herpesvirus 6 
infection of CD4+ T-cell subsets. Microbiol. Immunol., 
51, 993-1001. 

Hashimoto, M., Furuyashiki, M., Kaseya, R., Fukuda, 
Y., Akimaru, M., Aoyama, K., Okuno, T., Tamura, 
T., Kirikae, T., Kirikae, F., Eiraku, N., Morioka, H., 
Fujimoto, Y., Fukase, K., Takashige, K., Moriya, 
Y., Kusumoto, S. and Suda, Y.（2007）Evidence of 
immunostimulating lipoprotein existing in the natural 
lipoteichoic acid fraction. Infect. Immun., 75, 1926-
1932.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
今村美智子, 安田好文, 審良静男, 筒井ひろ子, 藤元治朗, 中

西憲司（2007）Lipopolysaccharide（LPS）刺激による
Toll-like receptor（TLR）を介したIL-18/1βの分泌.（シ
ンポジウム）第72回日本インターフェロン・サイトカイン学
会学術集会, 7.5-6, 京都.（抄録集, 77, 2007.）

［一般講演］
筒井ひろ子, 今村美智子, 中西憲司（2007）Requirement of 

TRAM for caspase-1-dependent IL-18secretion after 
stimulation with LPS. 第80回日本細菌学会総会, 3.26-
28, 大阪.（日本細菌学雑誌, 62, 164, 2007.）

今村美智子, 安田好文 , 筒井ひろ子, 中西憲司, 藤元治朗
（2007）lipopolysaccharide刺激によるToll-like receptor
を介したIL-18の産生. 第43回日本肝臓学会総会, 5.31-6.1, 
東京.（肝臓, 48（Suppl.1）, A134, 2007.）

Otani, N., Song, X,. Shao, H. and Okuno, T.（2007）
Ant iv i ra l act iv it y of Dande l ion（Taraxacum 
Officinale）extract against herpes simplex virus
（HSV）. 32nd International Herpesvirus Workshop, 
7.7-12, Asheville, U.S.A.

Kawada, J., Zou, P., Pesnicak, L. and Cohen, JI.（2007）
Bortezomib induces apoptosis of Epstein-Barr virus

（EBV）-transformed B cells and prolongs survival of 
mice inoculated with EBV-transformed B cells. 32nd 
International Herpesvirus Workshop, 7.7-12, Asheville, 
U.S.A.

Nagata, K. and Inatsu, S.（2007）Idebenone acts on 
Helicobacter pylori growth by inhibiting its respiration. 
14th International Workshop on Campylobacter, 
He l icobacter a nd Re lated Orga n i sms, 9. 2 -5 , 
Rotterdam, Netherlands.（Zoonoses Pubric Health, 54 

（Suppl.1）,108, 2007.）
Tsutsui, H., Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S. and 
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Nakanishi, K.（2007）Contr ibutoin of TR IF to 
secretion of mature IL-1βand IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activition during extracellular 
bacterial infection in mice. 第20回内藤コンファレンス
「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録
集, 86, 2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S., Fujimoto, J., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Requirement of TRIF for 
caspase-1-dependent secretion of IL-18/IL-1βupon 
TLR3 engagement in mice. 第20回内藤コンファレンス 

「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録
集, 121, 2007.）

今村美智子, 藤元治朗, 安田好文, 中西憲司, 審良静男, 筒
井ひろ子（2007）Lipopolysaccharide（LPS）刺激による
Tool-like receptor（TLR）を介したIL-18/1βの分泌. 第
13回日本エンドトキシン研究会, 10.19-20, 鹿児島.（講演抄
録集, 23, 2007.）

大谷成人, 馬場宏一, 奥野壽臣（2007）水痘帯状疱疹ウイル
スに対する細胞性免疫の評価. 第55回日本ウイルス学会
学術集会, 10.21-23, 札幌.（抄録集, 342, 2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Fujimoto, J., Akira, S., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Contribution of TRIF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 58th Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases

（AASLD）, 11.2-6, Boston, U.S.A.（Hepatology, 46
（Suppl.1）, 692A, 2007.）

筒井ひろ子（2007）Contribution of Trif to secretion 
of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-mediated 
caspase-1 activation during extracellular bacterial 
infection in mice. 第60回日本細菌学会関西支部総会・
学術講演会, 11.10, 大阪.

Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S., Fujimoto, J., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Contribution of TRIF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 acitivtion during extracellular 
bacterial infection in mice. 第37回日本免疫学会総会・
学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会
記録, 37, 226, 2007.）

Kawashima, T., Yamaguchi,K., Kaneda, D., Tsutsui, H., 
Uematsu, S., Nishimura, I. and Tsuji, N. M.（2007）
RNA f rom a probiot ic st ra in Teragenococcus 
halophilius Th221 induces IL-12 production in immune 
cells by a cooperative route of MyD88- and TRIF-
dependent pathway. 第37回日本免疫学会総会・学術集
会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 
37, 227, 2007.）

安田好文, 善本知広, 今村美智子, 筒井ひろ子, 杉村和久, 中
西憲司（2007）IL-18を標的としたアレルギー性炎症の制
御.「免疫難病・感染症等の先進医療技術」第4回公開シン

ポジウム, 12.14, 東京.

免疫学・医動物学
Immunology and Medical Zoology

■ 著書 ■
中西憲司（2007）サイトカイン, ケモカイン. 免疫学コア講義, 

改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優毅　編）, 南山
堂, 東京, 102-114. 

善本知広, 中西憲司（2007）自己免疫疾患とアレルギー. 免
疫学コア講義, 改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優
毅　編）, 南山堂, 東京, 127-135. 

筒井ひろ子, 中西憲司（2007）宿主と病原体の攻防. 免疫
学コア講義, 改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優毅 
編）, 南山堂, 東京, 149-166.

■ 学術論文 ■
［総説］
善本知広, 中西憲司（2007）IL-18と気管支喘息. 喘息, 20, 

44-50.
善本知広（2007）IL-18による免疫制御-IL-18とSuper Th1

細胞. 医学のあゆみ, 220, 198-199.
善本知広（2007）Th1細胞とアレルギー性炎症-IL-18と

Super Th1細胞. 医学のあゆみ, 220, 944-948.
Arizono, N., Nakanishi, K., Hori i, T. and Tanabe, 

K.（2007）Progress in the molecular biology of 
malaria and the immunology of nematode infections. 
Trends Parasitol., 23, 175-181.

善本知広（2007）蠕虫感染防御とマスト細胞. 臨床免疫・ア
レルギー科, 47, 217-225.

中西憲司（2007）IL-18による自然型アレルギー性炎症. 
Medical Science Digest, 33, 918-922.

善本知広（2007）IL-18によるTh1型喘息の発症機序. The 
14th Symposium of Asthma in Tokyo, 26-32.

今井康友, 中西憲司（2007）IL-18とアトピー性皮膚炎. 実験
医学, 25, 3277-3283.

林　伸樹, 中西憲司（2007）成人の喘息は免疫細胞が悪玉
化しておこる. Medical Bio, 4, 12-13.

中西憲司（2007）インターロイキン18とアレルギー性炎症. 綜
合臨牀, 56, 1827-1833.

［原著］
Sawaki, J., Tsutsui, H., Hayashi, N., Yasuda, K., Akira, 

S., Tanizawa, T. and Nakanishi, K.（2007）Type 1 
cytokine/chemokine production by mouse NK cells 
following activation of their TLR/MyD88-mediated 
pathways. Int. Immunol., 19, 311-320.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4+ Vα24+V
β11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
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245. 
Nakahira, M., Tanaka, T., Robson, B.E., Mizgerd, J.P. and 

Grusby, M.J.（2007）Regulation of signal transducer 
and activator of transcription signaling by the 
tyrosine phosphatase PTP-BL. Immunity, 26, 163-176.

Iimuro, Y., Seki, E., Son, G., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and 
Fujimoto, J.（2007）Role of innate immune response 
in liver regeneration. J. Gastroenterol. Hepatol., 22

（Suppl.1）, S57-S58.
Hayashi, N., Yoshimoto, T., Izuhara, K., Matsui, K., 

Tanaka, T. and Nakanishi, K.（2007）T helper 1 cells 
stimulated with ovalbumin and IL-18 induce airway 
hyperresponsiveness and lung fibrosis by IFN-γ and 
IL-13 production. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 104, 
14765-14770.

Yoshimoto, T., Yoshimoto, T., Yasuda, K., Mizuguchi, J. 
and Nakanishi, K.（2007）IL-27 suppresses Th2 cell 
development and Th2 cytokines production from 
polarized Th2 cells: a novel therapeutic way for Th2-
mediated allergic inf lammation. J. Immunol., 179, 
4415-4423.

Uematsu, S., Kaisho, T., Tanaka, T., Matsumoto, M., 
Yamakami, M., Omori, H., Yamamoto, M., Yoshimori, 
T. and Akira, S.（2007）The C/EBP beta isoform 
34-kDa LAP is responsible for NF-IL-6-mediated 
gene induction in activated macrophages, but is not 
essential for intracellular bacteria killing. J. Immunol., 
179, 5378-5386.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
中西憲司（2007）IL-18を標的とした炎症の制御.（特別講

演）第8回日本分子脳神経外科学会, 8.31-9.1, 兵庫.
中西憲司（2007）Induction of Th2/IgE-independent 

allergic inflammation by IL-18.（招待講演）第20回内藤
コンファレンス「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 
神奈川.（抄録集, 53, 2007.）

中西憲司（2007）アトピー性皮膚炎と気管支喘息において
super Th1が果たす役割.（特別講演）第57回日本アレル
ギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 
910, 2007.）

［シンポジウム等］
中西憲司（2007）寄生虫感染と宿主応答.（シンポジウム）特

定領域研究「感染現象のマトリックス」第一回シンポジウ
ム, 1.7-8, 東京.

中西憲司（2007）アレルギーの発症と感染－自然免疫から
－.（シンポジウム）第19回日本アレルギー学会春季臨床大
会, 6.10-12, 横浜.（アレルギー, 56, 257, 2007.）

善本知広（2007）IL-18を標的としたTh1型アレルギー性
炎症の治療.（シンポジウム）第72回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.5-6, 京都.（抄録集, 40, 
2007.）

中平雅清, 田中貴志, Robson, B.E., Mizgerd, J.P., 中西憲
司, Grusby, M.J.（2007）チロシン脱リン酸化酵素PTP-BL
によるSTATシグナル伝達経路の制御.（シンポジウム）
第72回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 
7.5-6, 京都.（抄録集, 29, 2007.）

今村美智子, 安田好文, 審良静男, 筒井ひろ子, 藤元治朗, 中
西憲司（2007）Lipopolysaccharide（LPS）刺激による
Toll-like receptor（TLR）を介したIL-18/1βの分泌.（シ
ンポジウム）第72回日本インターフェロン・サイトカイン学
会学術集会, 7.5-6, 京都.（抄録集, 77, 2007.）

中西憲司（2007）IL-18中和による感染増悪型アレルギー性
炎症の制御.（シンポジウム）第28回日本炎症・再生医学会, 
8.2-3, 東京.（炎症・再生, 27, 296, 2007.）

Nakanishi, K.（2007）Regu lat ion of host defense 
against helminthes and protozoa by IL-18 and IL-27.

（Symposium）The 7th Awaji International forum on 
infection and immunity, 9.1-5, Hyogo.

中西憲司（2007）IL-18中和による感染増悪型気管支喘息
の制御.（シンポジウム）第35回日本臨床免疫学会総会, 
10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 264, 2007.）

善本知広 , 善本隆之, 安田好文 , 水口純一郎, 中西憲司
（2007）IL-27 suppresses Th2 cell development as well 
as Th2 cytokines production from polarized Th2 cells; 
a novel therapeutic way for Th2-mediated allergic 
inf lammation.（ワークショップ）第35回日本臨床免疫学
会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 286, 
2007.）

今井康友, 安田好文, 林　伸樹, 松本真琴, 善本知広, 水谷 
仁, 中西憲司（2007）ナイーブマウスに移入された 抗原と
AlumでパルスされたDCは Th2細胞をCaspase-1非依存
性に誘導する.（ワークショップ）第35回日本臨床免疫学
会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 280, 
2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西
憲司（2007）アレルギー性結膜炎に対するIL-33の病因的
役割の基礎的解析.（ワークショップ）第35回日本臨床免
疫学会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 
287, 2007.）

小坂　久, 善本知広, 藤元治朗, 中西憲司（2007）NKT細
胞由来のIFN-γを中心とした術後癒着形成に関わる免疫
学的要因の解析.（ワークショップ）第35回日本臨床免疫
学会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 
284, 2007.）

善本知広, 中西憲司（2007）IL-18を標的としたTh1型アレル
ギー性炎症の治療的戦略.（シンポジウム）第57回日本アレ
ルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 
967, 2007.）

林　伸樹, 黒田麻衣, 田中英久, 中西憲司（2007）Th1型気
管支喘息の病態と発症メカニズムの解析.（ミニシンポジウ
ム）第57回日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横
浜.（アレルギー, 56, 1067, 2007.）
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Yoshimoto, T., Yoshimoto, T., Yasuda, K., Mizoguchi, J. 
and Nakanishi, K.（2007）IL-27 suppresses Th2 cell 
development as well as Th2 cytokines production 
from polarized Th2 cells; a novel therapeutic way for 
Th2-mediated allergic inflammation.（ワークショップ）
第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日
本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 33, 2007.）

Nakahira, M., Tanaka, T., Robson, B.E., Mizgerd, J.P., 
Nakanishi, K. and  Grusby, M.J.（2007）Regulation of 
STAT signaling by the tyrosine phosphatase PTP-BL.

（ワークショップ）第37回日本免疫学会総会・学術集会, 
11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 
28, 2007.）

安田好文 ,  佐々木由紀 ,  松本真琴 ,  善本知広 ,  中西憲
司（2 0 0 7）I L - 3 3は正常マウスに杯細胞を誘 導し, 
Nippostrongylus brasiliensis排虫作用を誘導できる.（ワー
クショップ）第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-
22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 278, 
2007.）

Uematsu, S., Kaisho, T., Tanaka, T., Matsumoto, M., 
Yamamoto, M. and Akira, S.（2007）C/EBPβ isoform, 
34 kDa LAP is responsible for NF-IL6-mediated gene 
induction in activated macrophages but not essential 
for intracellular bacteria killing.（ワークショップ）第37
回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免
疫学会総会・学術集会記録, 37, 165, 2007.）

［一般講演］
Yoshimoto, T.（2007）Lipopolysaccharide induction of IgE 

by innate type 2 basophils. 2007 Keystone Symposia 
Conference, 1.20-24, Colorad, U.S.A.

Sasaki, Y., Yoshimoto, T. and Nakanishi, K.（2007）
IL-18 with IL-2 protects against Strongyloides 
venezuelensis infection by activating both IL-18-
dependent and Th2 cell-dependent mastcytosis. 日米
医学協力研究会・寄生虫疾患部会 日米合同会議・国内会
議, 2.2-3, 東京.

筒井ひろ子, 今村美智子, 中西憲司（2007）Requirement of 
TRAM for caspase-1-dependent IL-18secretion after 
stimulation with LPS. 第80回日本細菌学会総会, 3.26-
28, 大阪.（日本細菌学雑誌, 62, 164, 2007.）

Yoshimoto, T.（2007）IL-27 inhibits Th2 responses 
i n v it ro a nd i n v ivo by suppress i ng GATA-
3; demonstrat ion of its protect ive role against 
Leishmaniasis. 第76回日本寄生虫学会大会, 3.29-30, 大
阪. 

中西憲司（2007）寄生虫感染と宿主応答. 特定領域研究
「感染現象のマトリックス」第3回全体班会議, 5.12, 東京.

小坂　久, 善本知広, 中西憲司, 藤元治朗（2007）新しいマ
ウス腹腔内癒着モデルの確立と癒着形成に関わる免疫
学的要因の解析. 第107回日本外科学会定期学術集会, 
4.11-13, 大阪.（日本外科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 708, 

2007.）
Kosaka, H., Yoshimoto, T., Nakanishi, K. and Fujimoto, 

J.（2007）Establishment of experimental surgical 
adhesion model and analysis of immunologica l 
mechanism underlying organ adhesion. 42nd Congress 
of the European Society for Surgical Research
（ESSR）, 5.23-26, Rotterdam, The Netherlands.
（European Surgical Research, 39（Suppl.1）, 79, 
2007.）

今村美智子, 安田好文 , 筒井ひろ子, 中西憲司, 藤元治朗
（2007）lipopolysaccharide刺激によるToll-like receptor
を介したIL-18の産生. 第43回日本肝臓学会総会, 5.31-6.1, 
東京.（肝臓, 48（Suppl.1）, A134, 2007.）

小坂　久, 善本知広, 藤元治朗, 中西憲司（2007）マウス腹
腔癒着モデルの確立とIFN-γを中心とした癒着形成に
関わる免疫学的要因の解析. 第72回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.5-6, 京都.（抄録集, 62, 
2007.）

Tsutsui, H., Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S. and 
Nakanishi, K.（2007）Contr ibut ion of TR IF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 第20回内藤コンファレンス
「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録
集, 86, 2007.）

Imai, Y., Yasuda, K., Hayashi, N., Matsumoto, M., 
Yoshimoto, T., Mizutani, H. and Nakanishi, K.（2007）
DC cultured with Alum and OVA principally induce 
Th2 cells in vivo. 第20回内藤コンファレンス「自然免
疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録集, 118, 
2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S., Fujimoto, J., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Requierment of TRIF for 
caspase-1-dependent secretion of IL-18/IL-1βupon 
TLR3 engagement in mice. 第20回内藤コンファレンス
「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録
集, 121, 2007.）

安田好文 , 佐々木由紀 , 松本真琴, 善本知広 , 中西憲司
（2007）IL-33のマウス生体内投与はNb排虫作用を有する
杯細胞を誘導する. 第63回日本寄生虫学会西日本支部大
会, 10.6-7, 高知.

今村美智子, 藤元治朗, 安田好文, 中西憲司, 審良静男, 筒
井ひろ子（2007）Lipopolysaccharide（LPS）刺激による
Toll-like receptor（TLR）を介したIL-18/1βの分泌. 第13
回日本エンドトキシン研究会, 10.19-20, 鹿児島.（講演抄
録集, 23, 2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西
憲司（2007）アレルギー性結膜炎に対するIL-33の病因的
役割の基礎的解析. 第57回日本アレルギー学会秋季学術
大会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 1125, 2007.）

今井康友, 安田好文, 林　伸樹, 松本真琴, 善本知広, 水谷
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仁, 中西憲司（2007）マウスに移入された抗原とAlumで
パルスされたDCはTh2細胞をCaspase-1非依存性に誘導
する. 第57回日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横
浜.（アレルギー, 56, 1170, 2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Fujimoto, J., Akira, S., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Contribution of TRIF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 58th Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases

（AASLD）, 11.2-6, Boston, U.S.A.（Hepatology, 46
（Suppl.1）, 692A, 2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西
憲司（2007）花粉で惹起される実験的アレルギー性結膜
炎はIL-33で増悪する. 第37回日本免疫学会総会・学術集
会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 
37, 98, 2007.）

山田　潤, 羽室敦爾, 中西憲司, 安田好文, 樗木俊聡, 木下
茂（2007）IL-12/IL-18非依存性の全層角膜移植拒絶反
応の検討. 第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-
22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 116, 
2007.）

Imai, Y., Yasuda, K., Hayashi, N., Matsumoto, M., 
Yoshimoto, T., Mizutani, H. and Nakanishi, K.（2007）
Transferred Ant igen（Ag）/Alum-DCs induce 
Ag-specific Th2 cells in a naïve mouse without help 
from caspase-1-activated cytokines. 第37回日本免疫学
会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・
学術集会記録, 37, 131, 2007.）

Kosaka, H., Yoshimoto, T., Fujimoto, J. and Nakanishi, 
K.（2007）NKT cell-driven IFN-γ plays an important 
role in postoperative adhesion formation. 第37回日本免
疫学会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総
会・学術集会記録, 37, 157, 2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S., Fujimoto, J., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Contribution of TRIF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 第37回日本免疫学会総会・
学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会
記録, 37, 226, 2007.）

善本知広, 中西憲司（2007）術後腸管癒着形成の発症機序
の解明とその制御法の確立.「免疫難病・感染症等の先進
医療技術」第4回公開シンポジウム, 12.14, 東京.

安田好文, 善本知広, 今村美智子, 筒井ひろ子, 杉村和久, 中
西憲司（2007）IL-18を標的としたアレルギー性炎症の制
御.「免疫難病・感染症等の先進医療技術」第4回公開シン
ポジウム, 12.14, 東京.

■ 特許 ■
善本知弘 , 藤元治朗, 中西憲司（2007）実験動物の腸管癒

着を形成する方法, 腸管癒着実験動物の製造方法, 腸管

癒着抑制剤のスクリーニング方法及び腸管癒着抑制剤. 
出願日：2月14日　出願番号：特願2007-033904

公衆衛生学
Public Health

■ 著書 ■
Shima, M. and Tsunetoshi, Y.（2007）Air pol lut ion 

and biological markers: serum C-reactive protein 
concentrations and respiratory symptoms in children 
living in Japanese communities with different air 
pollution levels. In: Progress in air pollution research,

（Sergio, P. B. ed.）, Nova Science Publishers, New 
York, 25-42.

島　正之（2007）粒子状物質. 産業医学実践講座, 改訂第2
版,（日本産業衛生学会近畿地方会　編）, 南江堂, 東京, 
335.

■ 学術論文 ■
［原著］ 
Shima, M.（2007）Air pollution and serum C-reactive 

protein concentration in children. J. Epidemiol., 17, 
169-176.

Ando, M. and Shima, M.（2007）Serum interleukins 12 
and 18 and immunoglobulin E concentrations and 
allergic symptoms in Japanese schoolchildren. J. 
Investig. Allergol. Clin. Immunol., 17, 14-19.

Nozaki, J., Yamamoto, R., Ma, L. and Shima, M.（2007）
Trial to evaluate effects of ambient particulate matter 
on health: a preliminary study using two-Dimensional 
gel electrophoresis. Environ. Health Prev. Med., 12, 
138-142.

Mizobuchi, N., Hoseki, J., Kubota, H., Toyokuni, S., 
Nozaki, J., Naitoh, M., Koizumi, A. and Nagata, 
K.（2007）ARMET is a soluble ER protein induced by 
the unfolded protein response via ERSE-II element. 
Cell Struct. Funct., 32, 41-50.

島　正之, 前　　寛, 小田嶋博, 竹内　透, 宮城慎平, 向山
徳子（2007）2歳未満の小児を対象とした気管支喘息質問
票の妥当性に関する検討. 日本小児アレルギー学会誌, 21, 
311-318.

［研究報告］ 
島　正之（2007）平成18年度環境省請負業務報告書「学童

コホート調査の阪神地区における同意確保調査」. 
■ 学会発表 ■

［一般講演］
田中茂美 , 島　正之（2007）睡眠時無呼吸症候群のスク

リーニングの評価. 第80回日本産業衛生学会, 4.25-27, 大
阪.（第80回日本産業衛生学会プログラム・CD-ROM版講
演集, 2007.）

田中茂美（2007）大阪市交通局における睡眠時無呼吸症



16 兵庫医大業績録（2007）

候群（SAS）対策の取り組み. 第80回日本産業衛生学
会, 4.25-27, 大阪.（第80回日本産業衛生学会プログラム・
CD-ROM版講演集, 2007.）

島　正之 , 大原利眞, 小野雅司, 新田裕史（2007）局地的
大気汚染の健康影響に関する疫学調査（そらプロジェク
ト）：幼児症例対照調査の計画と実施状況. 第48回大気
環境学会年会, 9.5-7, 岡山.（大気環境学会年会講演要旨
集, 604, 2007.）

新田裕史, 大原利眞, 小野雅司, 佐藤俊哉, 島　正之, 中館
俊夫（2007）局地的大気汚染の健康影響に関する疫学
調査（そらプロジェクト）：学童コホート調査のベースライ
ン調査結果と進捗状況. 第48回大気環境学会年会, 9.5-7, 
岡山.（大気環境学会年会講演要旨集, 605, 2007.）

新田裕史, 大原利眞, 小野雅司, 佐藤俊哉, 島　正之, 中館
俊夫（2007）局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調
査（そらプロジェクト）：曝露評価の手法. 第48回大気環
境学会年会, 9.5-7, 岡山.（大気環境学会年会講演要旨集, 
606, 2007.）

馬　　露, 余田佳子, 山本紘乃, 中井里史, 田村憲治, 島
正之（2007）屋内外における粒子状物質濃度と喘息児の
ピークフロー値との関連. 第48回大気環境学会年会, 9.5-
7, 岡山.（大気環境学会年会講演要旨集, 603, 2007.）

島　正之 , 小野雅司, 佐藤俊哉, 新田裕史（2007）局地的
大気汚染の健康影響に関する疫学調査（そらプロジェク
ト）：幼児症例対照調査. 第66回日本公衆衛生学会総会, 
10.24-26, 愛媛.（日本公衆衛生雑誌, 54, 648-649, 2007.）

山本良二, 野崎潤一, 島　正之, 幡山文一（2007）大気中ガ
ス状成分の健康影響（2）. 第66回日本公衆衛生学会総会, 
10.24-26, 愛媛.（日本公衆衛生雑誌, 54, 648, 2007.）

■ その他 ■
島　正之（2007）環境保健における疫学の役割と課題. 第

15回倫理創成研究会, 5.21, 神戸. 
島　正之（2007）環境政策における疫学研究の役割. 第13

回社会医学サマーセミナー, 8.25, 奈良.

環境予防医学
Environmental and Preventive Medicine  

■ 著書 ■
髙橋裕二（2007）これだけは知っておこう～泌尿器疾患～. 

介護福祉のための医学, 1版,（遠藤英俊, 田中志子　編）, 
弘文堂, 東京, 113-127.

髙橋裕二, 若林一郎（2007）糖尿病合併症としての動脈硬化
におけるiNOSおよびCOX-2経路の関与. エンドトキシン研
究10, 1版,（日本エンドトキシン研究会　編）, 医学図書出
版, 東京, 139-144.

■ 学術論文 ■
［総説］
若林一郎（2007）血管壁細胞および血小板における細胞

内アルカリ化と情報伝達. 兵庫医科大学医学会雑誌, 32, 

53-57.
髙橋裕二, 若林一郎（2007）COX-2と循環器疾患. 循環制

御, 28, 115-119.
若林一郎（2007）飲酒と加齢による脈圧の変化. 血圧, 14, 

866-867.
阪本尚正（2007）クローン病診療の新展開　クローン病の

疫学. Modern Physician, 27, 905-910.
［原著］
Wakabayashi, I.（2007）Age-dependent association of 

alcohol drinking with pulse pressure. J. Hypertens., 
25, 971-975.

Matsusaka, S., Yamasaki, H., Fukushima, M. and 
Wakabayashi, I.（2007）Upregulat ion of enzymes 
metabolizing 5-f luorouracil in colorectal cancer. 
Chemotherapy, 53, 36-41.

Wakabayashi, I. and Masuda, H.（2007）Association of 
pulse pressure with fibrinolysis in patients with type 
2 diabetes. Thromb. Res., 121, 95-102.

Wakabayashi, I. and Masuda, H.（2007）Association of 
pulse pressure with carotid atherosclerosis in patients 
with type 2 diabetes mellitus. Blood Press., 16, 56-62.

Wakabayashi, I.（2007）Blood HDL cholesterol levels 
influence association of alcohol intake with blood 
pressure in young men but not in middle-aged men. 
Alcohol. Clin. Exp. Res., 31, 1552-1557.

Okamoto, K., Kihira, T., Kondo, T., Kobashi, G., Washio, 
M., Sasaki, S., Yokoyama, T., Miyake, Y., Sakamoto, 
N., Inaba, Y. and Nagai, M.（2007）Nutritional status 
and risk of amyotrophic lateral sclerosis in Japan.
Amyotroph. Lateral Scler., 8, 300-304.

Goto, K., Hozumi, Y., Nakano, T., Saino, S.S. and Kondo, 
H.（2007）Cell biology and pathophysiology of the 
diacylglycerol kinase family: morphological aspects in 
tissues and organs. Int. Rev. Cytol., 264, 25-63.

藤井　聡, 杉原敏道, 佐々木寛, 須藤俊亮, 若林一郎（2007）
山形県内の介護作業職場における腰痛の実態とそのリス
ク要因. 日本衛生学雑誌, 62, 911-919.

若林一郎, 増田浩史（2007）飲酒と脈圧との関連性. アル
コールと医学生物学, 27, 105-107.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
若林一郎（2007）飲酒習慣と動脈硬化.（特別講演）第3回西

日本血管・機能研究会, 8.11, 福岡.
［シンポジウム等］
Nakano, T., Hozumi, Y. and Goto, K.（2007）Heterogenous 

response of nuclear DGKzeta in the process of 
cerebral infarction.（Workshop）Gordon Research 
Conference Signal transduction within the nucleus, 
3.25-30, Ventura, CA, U.S.A.

［一般講演］
若林一郎, 増田浩史（2007）飲酒と脈圧との関連性. 第27
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回アルコール医学生物学研究会学術集会, 2.15 -16, 高
知.（抄録集, 2007.）

Wakabayashi, I., Marumo, M., Graziani, A., Poteser, 
M. and Groschner, K.（2007）TRPC4-expression 
determines sensitivity of the platelet-type capacitative 
Ca+2 entry channel to intracellular alkalosis. Die 48. 
Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für 
Experimentelle und Klinische Pharmakologie und 
Toxikoligie（DGPT）, 3.13-15, Mainz, Germany.

丸茂幹雄, 若林一郎（2007）血小板のカルシウム流入機構
におよぼすアルコールの作用. 第77回日本衛生学会総会, 
3.25-28, 大阪.（日本衛生学雑誌, 62,  508, 2007.）

中野知之, 若林一郎, 後藤　薫（2007）核内におけるジアシ
ルグリセロールキナーゼ発現に関する研究. 第112回日本
解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑
誌, 82（Suppl.）, 237, 2007.）

末廣　謙, 丸茂幹雄, 若林一郎, 末廣美津子, 難波光義, 垣
下榮三（2007）自主的な生活改善目標設定による体重コ
ントロールの有用性. 第104回日本内科学会総会, 4.3-5, 大
阪.（日本内科学会雑誌, 96（Suppl.）, 195, 2007.）

増田浩史, 若林一郎（2007）高齢2型糖尿病患者における
lipoprotein（a）と動脈硬化度との関連性. 第50回日本
糖尿病学会年次学術集会, 5.24-26, 仙台.（糖尿病, 50 

（Suppl.）, S-230, 2007.）
末廣　謙, 若林一郎, 末廣美津子, 垣下榮三（2007）加齢に

よるメタボリックシンドローム発症に関する縦断的検討. 
第49回日本老年医学会学術集会, 6.20-22, 札幌.（日本老
年医学会雑誌, 44（Suppl.）, 99，2007.）

西村泰光, 和田安彦, 西池珠子, 井口　弘, 若林一郎, 三浦
由恵, 大槻剛巳, 細川友秀（2007）老化促進モデルマウ
スSAMP8脾細胞における胸腺外分化CD8+T細胞の増
加およびIFN-γの過剰産生. 第30回日本基礎老化学会, 
6.20-22, 札幌.（基礎老化研究, 31, 42, 2007.）

Wakabayashi, I., Saito, F., Matsusaka, S., Takahashi, Y., 
Poteser, M. and Groschner, K.（2007）Diverse effects 
of docetaxel on inducible nitric oxide production in 
alveolar macrophages. 55th International Congress & 
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant 
Research, 9.2-6, Graz, Austria.

髙橋裕二, 若林一郎（2007）2型糖尿病モデルラット摘出血
管におけるLPS刺激時のiNOS発現および収縮能の変化. 
第13回日本エンドトキシン研究会, 10.19-20, 鹿児島.

丸茂幹雄, 若林一郎（2007）血小板の凝集及びカルシウム
流入機構へのアルコールの異なる作用. 第30回日本血栓
止血学会, 11.15-17, 三重.（日本血栓止血学会誌, 18, 498, 
2007.）

末廣　謙, 若林一郎, 丸茂幹雄, 内田景博, 垣下榮三（2007）
血栓傾向評価におけるインピーダンス法による体成分分
析装置を用いた内臓脂肪面積測定の有用性. 第30回日本
血栓止血学会, 11.15-17, 三重.（日本血栓止血学会誌, 18, 
474, 2007.）

Nakano, T., Goto, K. and Wakabayashi, I.（2007）
Expression of diacylglycerol kinase isozymes in rat 
aortic smooth muscle cells. The American Society for 
Cell Biology 47th Annual Meeting, 12.1-5, Washington 
D.C., U.S.A.

■ その他 ■
阪本尚正（2007）学力低下の予防. 兵庫医科大学医学教育

センター年報　平成18年度分.

法医学
Legal Medicine

■ 著書 ■
木下博之, 菱田　繁（2007）ご遺体. 経験から学ぶ大規模災

害医療－対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編著）, 永井
書店, 大阪, 251-257.

Kinoshita, H., Nishiguchi, M., Kasuda, S., Ouchi, H., 
Minami, T. , Yamamura, T. , Matsu i, K. , Yasu i, 
T., Marukawa, S., Ameno, K., Tsuda, T., Aoki, S., 
Hiromoto, H. and Hishida, S.（2007）An autopsy case 
of poisoning with combined trichlorfon（DEP）and 
phenobarbital: Toxicity of the solvent should also be 
considered. In: Proceedings of the 20th Congress of 
International Academy of Legal Medicine,（Sotony, P. 
ed.）, Organizing Committee of the 20th Congress of 
International Academy of Legal Medicine, Bologna, 
27-30. 

■ 学術論文 ■
［原著］
Takeyama, M., Kasuda, S., Sakurai, Y., Shima, M., 

Takeda, T., Omura, S., Naka, H. and Yoshioka, 
A.（2007）Factor Ⅷ-mediated global hemostasis in the 
absence of von Willebrand factor. Int. J. Hematol., 85, 
397-402.

藤富祐二, 松井清司, 粕田承吾, 西口美紀 , 大内晴美 , 南
貴子, 菱田　繁, 木下博之（2007）便潜血検査キットを用
いた海産魚血液とヒト血液の鑑別およびその現場鑑識へ
の応用. 医学と生物学, 151, 131-134.

長崎　靖, 木下博之, 上野易弘, 主田英之, 浅野水辺, 菱田
繁（2007）JR福知山線列車脱線事故の死体検案. 日本集
団災害医学会誌, 12, 20-24.

［症例報告］
Kinoshita, H., Kubota, A., Nishiguchi, M., Ouchi, H., 

Minami, T., Matsui, K., Yamamura, T., Motomura, H., 
Kuboyama, K., Marukawa, S., Ameno, K. and Hishida, 
S.（2007）Hyperpyrex ia induced by a mult iple 
antidepressants overdose. Hum. Exp. Toxicol., 26, 609-
611.

木下博之, 松井清司, 窪田　彬, 粕田承吾, 西口美紀, 大内
晴美, 南　貴子, 山村武彦, 本村浩之, 久保博嗣, 菱田　繁
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（2007）石綿肺の1剖検例. 日本法医学雑誌, 61, 129-133. 
羽竹勝彦, 森村佳史, 工藤利彩, 石谷昭子, 艸谷　卓, 福留 

昭人, 粕田承吾（2007）硫化水素中毒で死亡した1剖検例. 
法医学の実際と研究, 50, 171-174. 

粕田承吾, 窪田　彬, 西口美紀 , 山村武彦, 大内晴美 , 南
貴子, 松井清司, 本村浩之, 日當大作, 大津奈央, 吉田史
絵, 足立伸行, 青木　繁, 菱田　繁, 木下博之（2007）ネグ
レクトの乳児例. 法医学の実際と研究, 50, 187-191. 

木下博之, 福家千昭, 粕田承吾, 西口美紀, 窪田　彬, 大内
晴美, 南　貴子, 松井清司, 日當大作, 大津奈央, 吉田史
絵, 足立伸行, 中山　剛, 菱田　繁（2007）次亜塩素酸摂
取が証明された1剖検例. 法医学の実際と研究, 50, 193-
198.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
長崎　靖, 木下博之, 菱田　繁, 上野易弘, 主田英之, 浅野

水辺（2007）検案医師からの提言－JR福知山線事故の経
験から－.（シンポジウム）第54回日本法医学会近畿地方
会, 11.10, 大津.

［一般講演］ 
松井清司, 木下博之（2007）肺組織内のアスベストの証明と

分析電顕による化学組成の証明. 近畿電顕技術情報交換
会第22回談話会, 3.17, 高槻. 

木下博之 , 松井清司, 西口美紀 , 粕田承吾, 大内晴美 , 南
貴子, 山村武彦, 本村浩之, 藤富祐二, 菱田　繁（2007）
石綿の環境曝露に関する検討（第1報）. 第91次日本法
医学会総会, 5.16 -18, 秋田.（日本法医学雑誌, 61, 63, 
2007.）　

長崎　靖, 木下博之, 上野易弘, 主田英之, 浅野水辺, 西口
美紀, 大内晴美, 中川加奈子, 菱田　繁（2007）JR福知山
線列車脱線事故の遺族対応. 第91次日本法医学会総会, 
5.16-18, 秋田.（日本法医学雑誌, 61, 64, 2007.）　

粕田承吾, 森村佳史, 工藤利彩, 石谷昭子, 西口美紀, 大内
晴美, 南　貴子, 松井清司, 木下博之, 羽竹勝彦（2007）エ
タノールによる血小板機能の減弱はPAR4シグナリングの
阻害による. 第91次日本法医学会総会, 5.16-18, 秋田.（日
本法医学雑誌, 61, 68, 2007.）

西口美紀, 粕田承吾, 山村武彦, 松井清司, 本村浩之, 大内
晴美, 南　貴子, 藤富祐二, 菱田　繁, 木下博之（2007）
MAP慢性投与後のMAP誘導性DA増加とラットのアル
コール嗜好性との関係. 第91次日本法医学会総会, 5.16-
18, 秋田.（日本法医学雑誌, 61, 69, 2007.）

森村佳史, 工藤利彩, 粕田承吾, 石谷昭子, 福留昭人, 実藤信
之, 羽竹勝彦（2007）水中毒で死亡した1剖検例. 第91次日
本法医学会総会, 5.16-18, 秋田.（日本法医学雑誌, 61, 77, 
2007.）

松井清司, 木下博之 , 西口美紀 , 粕田承吾, 大内晴美 , 南
貴子, 藤富祐二, 山村武彦, 本村浩之, 菱田　繁（2007）阪
神地区の一般住民におけるアスベスト曝露に関する調査
と検討. 日本医学写真学会第43回総会・第48回定例学会, 
6.29-30, 大津.（日本医学写真学会雑誌, 45, 67, 2007.）

粕田承吾, 工藤利彩, 西口美紀, 大内晴美, 南　貴子, 松井
清司, 菱田　繁, 木下博之, 羽竹勝彦（2007）エタノールは
PAR4シグナリングを阻害することによって血小板機能を
減弱させる. 第42回日本アルコール・薬物医学会 平成19
年度合同学術総会, 9.28-29, 大津.（日本アルコール・薬物
医学会雑誌, 42, 322-323, 2007.）

西口美紀, 粕田承吾, 山村武彦, 大内晴美, 南　貴子, 松井
清司, 本村浩之, 足立伸行, 大津奈央, 吉田史絵, 日當大
作, 太田威彦, 津田豊彦, 青木　繁, 菱田　繁, 木下博之

（2007）向精神薬の過剰摂取による中毒死の1剖検例. 第
54回日本法医学会近畿地方会, 11.10, 大津. 　

粕田承吾, 窪田　彬, 西口美紀 , 山村武彦, 大内晴美 , 南
貴子, 松井清司, 本村浩之, 吉田史絵, 大津奈央, 足立伸
行, 日當大作, 米田紀夫, 青木康夫, 廣本秀治, 中山　剛, 
菱田　繁, 木下博之（2007）感染性血管炎にもとづく脾
臓破裂で死亡した1例. 第54回日本法医学会近畿地方会, 
11.10, 大津. 

山村武彦, 木下博之, 菱田　繁（2007）警察犯罪捜査力の
検証②　本邦各都道府県間の比較. 第44回日本犯罪学会
総会, 12.1, 東京.

■ その他 ■
菱田　繁（2007）アンケート結果からみた異状死体検案制

度制定の必要性について.（シンポジウム）第13回兵庫県臨
床警法医会研修会, 3.10, 神戸. 

粕田承吾, 西口美紀, 大内晴美, 南　貴子, 松井清司, 藤富
祐二, 窪田　彬, 木下博之（2007）乳児ネグレクトの一剖
検例. 第13回兵庫県臨床警法医会研修会, 3.10, 神戸. 

木下博之（2007）検案と解剖の制度（監察医制度）.（教育
講演）国立保健医療科学院平成19年度死体検案研修, 
10.7, 和光.

木下博之（2007）中毒死.（教育講演）国立保健医療科学院
平成19年度死体検案研修, 10.8, 和光.

遺伝学
Genetics

■ 学術論文 ■
［総説］
玉置知子, 宮本正喜, 齊藤優子（2007）遺伝情報の取り扱い

－臨床遺伝部の役割－. 臨床婦人科産科, 61, 1114-1121.
［原著］
Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Koishi, K., Kojima, S., 

Matsumoto, T., Yanagi, H., Yamamura, T., Hashimoto-
Tamaoki, T., Nishigami, T. and Tsujimura, T.（2007）
Cyclooxygenase-2 expression after preoperative 
c h emor a d i o t h e r a py c o r r e l a t e s w i t h mor e 
frequent esophageal cancer recurrence. World J. 
Gastroenterol.,13,2283-2288.

［症例報告］
大嶋　勉, 野田雅史, 田中慶太, 久野隆史, 塚本　潔, 橋本
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明彦, 外賀　真, 柳生利彦, 吉川麗月, 池内浩基, 栁　秀
憲, 山村武平（2007）S状結腸癌,多発性肝転移（H3）に対
して化学療法施行後に肝切除を行い長期生存を得た1例. 
癌と化学療法, 34, 631-634.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
玉置（橋本）知子（2007）遺伝カウンセリング.（特別講演）第

91回大阪産婦人科医会生涯研修セミナー, 2.17, 大阪. 
玉置知子（2007）臨床遺伝学からみた家族性腫瘍.（特別講

演）第7回大阪遺伝性大腸癌研究会, 11.16, 大阪.
［シンポジウム等］
Yoshikawa, R., Yanag i, H., Gega, M., Tsukamoto, 

K., Oshima, T., Ikeuchi, H., Noda, M., Fujiwara, 
Y. ,  G ondo ,  N . ,  Tamu r a , K. ,  U t su nom iya ,  J . , 
Hashimoto-Tamaoki, T. and Yamamura, T.（2007）
Establishment of a successful chemotherapeutic 
regimen（doxorubicin puls dacarbazine）for the 
t reatment of desmoid tumors i n assoc iat ion 
w i t h  F a m i l i a l  A d e n o m a t o u s  P o l y p o s i s 

（FAP）.（Symposium）The 2nd Biennia l Scientif ic 
Meeting of Iernational Society for Gastrointestinal 
Hereditary Tumours, 3.27-30, Yokohama.（Program, 
18, 2007.）

Gondo, N., Tamura, K.,  Furui, Y., Higashi, H., Fukui, 
T., Yokoyama, S., Yoshikawa, R., Noda, M. and Tomita, 
N.（2007）Detection of genomic rearrangements in 
APC and MYC gene by multiplex ligation-dependent 
probe amplification.（Free Paper）The 11th Congress 
of Asian Federation of Coloproctology, 9.20-22, Tokyo.

Yoshikawa, R., Yanag i, H. , Gega, M., Yagyu, T. , 
Tsukamoto, K., Oshima, T., Kuno, T., Tanaka, K., 
Murase, K., Noda, M., Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., 
Gondo, N., Tamura, K., Hashimoto-Tamaoki, T. and 
Tomita, N.（2007）Successfu l chemotherapeut ic 
strategy for unresectable intra-abdominal desmoid 
tumours in association with familial adenomatous 
p o ly po s i s（FA P）.（Free Paper S e s s i on）The 
15th United European Gastroenterology Week
（UEGW2007）,10.27-31, Paris, France.（Gut, 56（Suppl.
Ⅲ）, A46, 2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 野田雅史, 大嶋　勉, 藤原
由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇都宮譲二, 玉置知子, 山村
武平（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）随伴デスモ
イド腫瘍に対する化学療法レジメの確立.（パネルディス
カッション）第5回日本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 
札幌.

野田雅史, 栁　秀憲, 吉川麗月, 柳生利彦, 久野隆史, 塚本
潔, 大嶋　勉, 外賀　真, 藤原由規, 池内浩基, 冨田尚裕

（2007）大腸癌肝転移における肝切除後の再発形式およ
びその治療.（ワークショップ）第45回日本癌治療学会総
会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会雑誌, 42, 58, 2007.）

藤原由規 ,  吉川麗月,  小石健二 ,  松本友寛 ,  冨田尚裕
（2007）StageⅡ, Ⅲ進行食道癌に対する治療戦略：術
前化学放射線療法症例の解析から.（ビデオサージカル
フォーラム）第69回日本臨床外科学会総会, 11.29-12.1, 横
浜.（日本臨床外科学会雑誌, 68（増刊）, 433, 2007.）

［一般講演］
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Yanagi, H., 

Matsumoto, T., Kojima, S., Yamamura, T., Tamaoki, 
T. and Tsujimura, T.（2007）Prognostic significance 
of persistent CXC chemokine receptor（CXCR4）
expression after preoperative chemoradiotherapy 
esophageal cancer patients. Gastrointestinal Cancers 
Symposium, 1.19-21, Orland, Florida, U.S.A.（Program 
& Proceedings, 100, 2007.）

Koishi, K., Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Yanagi, H., 
Hashimoto-Tamaoki, T., Tsujimura, T. and Yamamura, 
T.（2007）Cycloxygenase-2（COX-2）expression after 
preoperative chemoradiotherapy correlates with 
tumor angiogenesis and recurrence in esophageal 
cancer patients. Gastrointestinal Cancers Symposium, 
1 .19 -21, Or l a nd , F lor ida , U.S .A .（Prog ram & 
Proceedings, 101, 2007.）

Yoshikawa, R., Nakano, Y., Hashimoto-Tamaoki, T., Noda, 
M. and Yanagi, H.（2007）Clinical validation of cell-
cycle oriented dose-dense chemotherapy. 2007 AACR 
Annual Meeting, 4.14-18, Los Angeles, U.S.A.  

Fujisawa, H., Omura, T., Goda, S., Nogami, A., Jinnai, 
M., Kishu, Y., Yoshikawa, R., Fujiwara, Y. and Tomita, 
N.（2007）Evaluat ion of integrated management 
for Hyogo College of Medicine Hospital outpatient 
chemotherapy unit. 11th Meeting of　the Eropean 
Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses 
and Associates（ESGENA）, 10.27-29, Paris, France. 

Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matumoto, T., 
Tomita, N., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tujimura, 
T.（2007）Expression of CXC chemokine receptor 4

（C X C R4）a n d  C O X- 2  a f t e r  p r e o p e r a t i v e 
chemotherapy predicts poor prognosis in oesophageal 
ca ncer pat ient s . The 15th Un ited European 
Gastroenterology Week（UEGW2007）, 10.27-31, Paris, 
France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A222, 2007.）

霞　弘之, 伊藤善啓, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 玉置知子（2007）22番の染色体逆位にて
5回妊娠し3回流産したと思われる1症例. 第18回武庫川産
婦人科セミナー, 1.27, 西宮. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史 , 堀内　功 , 田中宏幸, 小森慎二 , 原
田直樹, 香山浩二（2007）インターフェーズF I S H法

（13,18,21,X,Y）にて正常と判定されたが染色体検査にて
del（4）（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回
関西出生前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 
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三村博子, 管原由恵, 齊藤優子, 玉置知子（2007）日常診療
における核型記載とISCN2005. 第28回臨床細胞分子遺
伝研究会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置
知子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第
28回臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 齊藤優子, 
管原由恵, 三村博子, 保井裕子（2007）匿名化システムの
遺伝カウンセリング教育への利用. 第31回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセ
リング学会誌, 28, 39, 2007.）

高橋千晶, 玉置（橋本）知子, 齊藤優子, 笠間周平, 芳川浩男, 
皆川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）遺伝子診断にお
けるインフォームドコンセントとインフォームドアセント. 第
31回日本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東
京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 45, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知子, 
原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 香山
浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症例へ
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13,18,21,X,Y）にて正常と判断さ
れたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例の遺
伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会学術
集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 
55, 2007.）

霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 齊藤優子, 管原
由恵, 三村博子, 澤井英明, 小森慎二, 玉置知子, 香山浩二

（2007）クラインフェルター症候群夫妻の遺伝カウンセリン
グ. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 玉置知子（2007）
母親のX染色体腕間逆位に由来するターナー症候群の遺
伝カウンセリング. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 
西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 齊藤優子, 霞　弘之, 澤井英
明, 平松治彦, 管原由恵, 三村博子（2007）匿名化システ
ムと研究支援, 教育資料の管理について. 日本人類遺伝学
会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プ
ログラム・抄録集, 52, 103, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 堀内　功, 小森慎二, 玉置
知子, 原田直樹, 澤井英明, 齊藤優子, 田中宏幸, 香山浩二

（2007）逆位により不育症となった2症例の遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 玉置知子（2007）

親のInversionに由来する染色体構造異常の3症例の検討. 
日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類
遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 147, 2007.）

森永伴法 , 家本敦子, 吉川麗月, 玉置（橋本）知子（2007）
オーロラA mRNAの5’－非翻訳領域による遺伝子発現制
御. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人
類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 154, 2007.）

玉置（橋本）知子, 山本義弘, 中野芳朗, 森永伴法, 振津かつ
み, 古山順一（2007）医科大学における人類遺伝学教育カ
リキュラムと実習の位置づけ. 日本人類遺伝学会第52回大
会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄
録集, 52, 130, 2007.）

高橋千晶, 玉置知子, 中野芳朗, 千代豪昭（2007）基底細胞
母斑症候群の1家系に対する長期にわたる遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

笹原祐介, 金澤　希, 吉川良恵, 玉置（橋本）知子, 中野芳
朗, 家本敦子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 村上能庸, 井上千津
子（2007）表皮角化細胞に代わる試料としての毛包由来
角化細胞の可能性. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-
15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 
175, 2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 権藤延久, 玉置（橋本）知子
（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）におけるAPC遺
伝子変異解析とデスモイド腫瘍の発症前診断および化学
療法感受性. 第7回臨床遺伝研究会, 9.13, 東京.（プログラ
ム・抄録集, 1, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵, 玉置（橋本）知子, 三村博子, 霞　弘之, 
高橋千晶, 振津かつみ, 森崎裕子, 圷　宏一（2007）父親
にMarfan症候群を認めるソトス症候群の1例. 第7回臨床
遺伝研究会, 9.13, 東京. 

浅井芝樹, 阿子島大輔, 茂田良光, 山本義弘 , 百瀬　浩
（2007）ミトコンドリアDNAによる日本産オオタカの遺伝
的構造. 日本鳥学会2007年度大会, 9.21-25, 熊本. 

山本義弘, 浅井芝樹, 山岸　哲（2007）希少鳥類のミトコン
ドリアゲノムプロジェクト. 日本鳥学会2007年度大会, 9.21-
25, 熊本. 

吉川麗月, 藤原由規, 小石健二, 松本友寛, 冨田尚裕, 辻村
亨, 玉置知子（2007）CXCR4 expression predicts poor 
prognosis in esophageal cancer. 第45回日本癌治療学会
総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 69, 2007.）

藤原由規, 吉川麗月, 小石健二, 松本友寛, 辻村　亨, 玉置
知子, 冨田尚裕（2007）進行食道癌術前化学放射線療法
後, COX-2発現と術後再発との関連性についての検討. 第
45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学
会誌, 42, 426, 2007.）

野田雅史, 田中慶太, 久野隆史, 塚本　潔, 大嶋　勉, 外賀
真, 中埜廣樹, 柳生利彦, 吉川麗月, 池内浩基, 冨田尚裕

（2007）前治療のある転移性大腸癌に対するmFOL-FOX
療法. 第62回日本大腸肛門病学会学術集会, 11.2-3, 東
京.（日本大腸肛門病学会雑誌, 60, 597, 2007.）
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田中慶太, 野田雅史, 池内浩基, 外賀　真, 塚本　潔, 大嶋
勉, 久野隆史, 中埜廣樹, 内野　基, 中村光宏, 松岡宏樹, 
吉川麗月, 冨田尚裕（2007）腫瘍の一例非ステロイド系抗
炎症剤（NSAID）にて縮小した孤発性腹腔内デスモイド. 
第69回日本臨床外科学会総会, 11.29-12.1, 横浜.（日本臨
床外科学会雑誌, 68（増刊）, 890, 2007.）

中野芳朗 , 岸本三佳, 開　章宏, 大和田幸嗣, 玉置知子
（2007）子宮頸癌由来細胞株における中心体複製異常の
誘導. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学
会大会合同大会（BMB 2007）, 12.11-15, 横浜.

金澤　希, 高橋千晶, 齊藤優子, 谷澤隆邦, 玉置知子, 松本
譽之, 中野芳朗（2007）基底細胞母斑症候群の遺伝子解
析. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会
大会合同大会（BMB 2007）, 12.11-15, 横浜.

吉川良恵, 笹原祐介, 金澤　希, 大門尚志, 喜多野征夫, 井
上千津子, 玉置（橋本）知子（2007）ヒト毛髪より培養した
毛包ケラチノサイトの刺激に対する反応特性. 第37回日本
皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会, 12.14-
16, 名古屋.（Journal of Environmental Dermatology 
and Cutaneous Allergology,Ⅰ（Suppl.Ⅰ）, 130, 2007.）

■ その他 ■
 玉置知子（2007）インフォームド・コンセントと遺伝カウンセ

リング. 染色体遺伝子検査の分かりやすい説明ガイドライ
ン: 独立行政法人福祉医療機構長寿社会福祉基金（一般
分）平成18年度助成金事業介護予防のためのソーシャル
ワーク従事者等への予防や判断情報伝達・知識の向上事
業,（日本染色体遺伝子検査学会　編）, 日本染色体遺伝
子検査学会, 東京, 123-134.
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〔基礎・臨床連携講座〕
Seminars of Clinico-Basic Integrative Medicine

病理学
Pathology

機能病理部門
Division of Functional Pathology

■ 著書 ■
大山秀樹（2007）第1部 基礎医学の進歩 第4章 ハンセン病

の免疫遺伝学. 総説現代ハンセン病医学,（大谷藤郎 監
修）, 東海大学出版会, 神奈川, 72-91.

■ 学術論文 ■
［原著］
Yamane, J., Kubo, A., Nakayama, K., Yuba-Kubo, A., 

Katsuno, T., Tsukita, S. and Tsukita, S.（2007）
Functional involvement of TMF / ARA160 in Rab6-
dependent retrograde membrane traffic. Exp. Cell 
Res., 313, 3472-3485.

Maki, M., Miyazaki, H., Nakajima, K., Yamane, J., 
Niisato, N., Morihara, T., Kubo, T. and Marunaka, 
Y.（2007）Chloride-dependent acceleration of cell cycle 
via modulation of Rb and cdc2 in osteoblastic cells. 
Biochem.  Biophys. Res. Commun., 361, 1038-1043.

Yoshizawa, S., Meguro, M., Ohyama, H., Takeuchi-
Hatanaka, K., Matsushita, S., Takashiba, S. and 
Nishimura, F.（2007）Focal adhesion kinase mediates 
human leukocyte histocompatibility antigen class 
I I-induced signa l ing in g ing iva l f ibroblasts. J. 
Periodontal Res., 42, 572-579.

［症例報告］
Yamanegi, K., Ohta, S., Ohyama, H., Yamada, N., Nishio, 

S., Terada, N., Toh, K., Terada, T., Sakagami, M. and 
Nakasho, K.（2007）Inflammatory malignant fibrous 
histiocytoma originating from the infratemporal fossa 
and extruding into the external auditory meatus. 
Pathology, 39, 371-373.

Hirano, H., Yoshida, T., Sakamoto, T., Yoshimura, H., 
Fukuoka, M., Tachibana, S., Saito, H., Ohkubo, E., 
Nakasho, K. and Nishigami, T.（2007）Pulmonary 
pleomorphic carcinoma producing hCG. Pathol. Int., 
57,698-702.

Hirano, H., Yoshida, T., Yoshimura, H., Fukuoka, 
M., Ohkubo, E., Tachibana, S., Saito, H., Nakasho, 
K. and Nishigami, T.（2007）Poorly differentiated 
adenocarcinoma with signet-ring cell carcinoma in a 
hyperplastic polyp of the stomach: report of a case. 
Surg. Today, 37, 901-904. 

Itsukuma, T., Ishikawa, H., Misawa, M., Kai, S., Fujimori, 
Y., Nakagawa, K., Hirota, S., Sugihara, A., Terada, N. 
and Hara, H.（2007）Familial adenomatous polyposis 

complicated by chronic myelogenous leukemia: 
response to imatinib mesylate. J. Gastroenterol., 42, 
402-405.

Hirano, H., Okimura, A., Nakasho, K. and Nishigami, 
T.（2007）Carcinosarcoma of the skin: A case report 
and literature review. Hyogo Ika Daigaku Igakkai 
Zasshi（Acta Med. Hyogo.）, 32, 111-114.

杉原綾子, 中正恵二, 大山秀樹, 山根木康嗣, 山田直子, 平
野博嗣, 寺田信行, 吉江秀範, 安井智明, 山中若樹（2007）
胆嚢hepatoid adenocarcinomaの1例. 診断病理, 24, 
70-76. 

中正恵二, 大山秀樹, 山根木康嗣, 山田直子, 秦　正樹, 平
野博嗣, 寺田信行, 吉田康彦, 斉藤慎一, 藤元治朗（2007）
転移性肝平滑筋肉腫切除および動注化学療法後の区域
胆管壊死の1剖検例. 診断病理, 24, 77-82. 

脇本栄子, 杉原綾子, 斉藤行生, 窪田耕三, 谷口かおり, 鈴 
木由紀, 宮本さち子, 大山秀樹, 山田直子, 山根木康嗣, 中
正恵二, 寺田信行, 竹村　正, 小笠原利忠（2007）Female 
adnexal tumor of probable wolffian origin（FATPWO）
の1症例. 産科と婦人科, 74, 362-365. 

中正恵二, 平野博嗣, 大山秀樹, 山根木康嗣, 山田直子, 秦
正樹, 寺田信行（2007）免疫組織化学的にアポクリン細胞
および神経内分泌細胞への分化を伴った乳腺glycogen-
rich clear cell carcinomaの1例. 診断病理, 24, 311-320. 

平野博嗣, 木崎智彦, 造住誠孝, 松本弘人, 藤井　明, 大久 
保恵理子, 沖村　明, 中正恵二, 西上隆之（2007）精巣に
発生した表皮嚢胞の3例. 診断病理, 24, 364-367.

平野博嗣, 沖村　明, 大内佐智子, 小柳真希, 西川真那, 上 
山茂充, 藤澤貴史, 中正恵二 ,  西上隆之 ,  木崎智彦
（2007）粘液腫様変化を呈した胃gast ro i ntest i na l 
stromal tumor（GIST）の1例. 診断病理, 24, 435-439.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
山田直子（2007）先端医学 骨原発, 転移性腫瘍の特異性

と治療戦略 骨肉腫の治療：IL-18によるサイトカイン療
法.（シンポジウム）第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大
阪.（日本病理学会会誌, 96, 147, 2007.）

大山秀樹（2007）歯周炎感受性に関する免疫遺伝学的アプ
ローチ　ハンセン病を疾患モデルとして捉えた研究.（シン
ポジウム）第18回日本口腔病理学会総会・学術大会, 8.9-
11, 岐阜.（プログラム・抄録集, 18, 53, 2007.）

［一般講演］
平野博嗣, 大久保恵理子, 沖村　明, 吉村　仁, 橘　史朗, 

木崎智彦, 西上隆之, 中正恵二（2007）左乳房腫瘤の一
例. 第36回日本病理学会近畿支部学術集会，2.3, 大阪. 

西尾祥史, 山田直子, 上田晴康, 秦　正樹, 山根木康嗣, 大
山秀樹, 中正恵二, 麩谷博之, 吉矢晋一, 岡村春樹, 寺田
信行（2007）IL-18とα-ガラクトシルセラミドの併用によ
るがんの肺転移抑制の機構. 第96回日本病理学会総会, 
3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 167, 2007.）

大山秀樹, 小越菜保子, 西村英紀, 目黒道生, 吉澤さゆり, 中



23兵庫医大業績録（2007）

正恵二, 山根木康嗣, 山田直子, 西尾祥史, 植村靖史, 松下
祥, 寺田信行（2007）クラスⅡHLA分子を介した刺激を受
けた歯肉線維芽細胞によるTh1/Th2応答性の制御. 第96
回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 
96, 187, 2007.）

平野博嗣, 大久保恵理子, 西上隆之, 中正恵二（2007）胃腺
窩上皮型過形成性ポリープから発生した低分化型腺癌の
一切除例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本
病理学会会誌, 96, 251, 2007.）

中正恵二, 大山秀樹, 山根木康嗣, 山田直子, 秦　正樹, 平
野博嗣, 寺田信行（2007）非アルコール性脂肪性肝炎を
伴う肝細胞癌の3症例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 
大阪.（日本病理学会会誌, 96, 270, 2007.）

中正恵二, 大山秀樹, 山根木康嗣, 山田直子, 秦　正樹, 西
尾祥史, 平野博嗣, 寺田信行（2007）自己免疫性肝炎に
非アルコール性脂肪性肝炎の合併が示唆された1例. 第96
回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 
96, 270, 2007.）

中正恵二 , 大山秀樹 , 山根木康嗣 , 山田直子, 秦　正樹 , 
西尾祥史 , 平野博嗣, 寺田信行（2007）胆嚢Hepatoid 
adenocarcinomaの1例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-
15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 273, 2007.）

杉原綾子, 中正恵二, 相原　司, 吉川佳孝, 河合　孝, 飯田
洋也, 生田真一, 吉江秀範, 安井智明, 光信正夫, 岸　清
彦, 大山秀樹, 山根木康嗣, 平野博嗣, 寺田信行, 山中若
樹（2007）胆嚢mucin-producing carcinomaの1例. 第96
回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 
96, 273, 2007.）

山根木康嗣, 中正恵二, 大山秀樹, 山田直子, 西尾祥史, 田
中昭男, 寺田信行（2007）カポジ肉腫ウイルスK8βはK8α

（K-bZIP）の生物学的機能をコントロールしている. 第96
回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 
96, 314, 2007.）

平野博嗣, 中正恵二, 寺田信行, 西上隆之 , 木崎智彦, 
求, 八十嶋仁（2007）心嚢原発悪性中皮腫の4剖検例の臨
床病理学的検討. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大
阪.（日本病理学会会誌, 96, 343, 2007.）

堀内日佐世, 大山秀樹, 中正恵二, 山根木康嗣, 西尾祥史, 山
田直子, 寺田信行（2007）骨髄移植患者に発症したアスペ
ルギルス症から肺梗塞を伴ない死亡に至った症例. 第96
回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 
96, 357, 2007.）

Ohyama, H., Kogoe, N., Nishimura, F., Meguro, M., 
Yoshizawa, S.,  Nakasho, K., Yamanegi, K., Yamada, N., 
Uemura, Y., Matsushita, S. and Terada, N.（2007）PGE2 
produced from fibroblasts via HLA-II stimulation 
regulates Th1/Th2 polarization. 85th International 
Associat ion for Denta l Research, 3.21-24, New 
Orleans, U.S.A.（IADR Program Book, Abstract, 
No.653, 2007.）

Khan, S.G., Yamanegi, K., Zheng, Z.M., Boyle, J., Imoto, 

K., Oh, K.S., Armstrong, N., Baker, C.C. and Kraemer, 
K.H.（2007）Mutat ions within two branch point 
sequence（BPS）in an intron of the XPC gene disrupt 
U2 snRNP - BPS interaction resulting in mild versus 
severe XP phenotypes. The Society for Investigative 
Dermatology 68th Annual Meeting, 5.9-12, California, 
U.S.A.（Abstract, No.138, 2007.）

阪尾寿 ,々 田所優子, 山本遥菜, 山田直子, 寺田信行, 蓬田
健太郎（2007）Emergence of the transient Oct-3/4 
negative undifferentiated spermatogonia in mouse 
testicular germinal stem cell differentiation. 第40回日
本発生生物学会, 5.28-30, 福岡.

平野博嗣, 沖村　明, 大内佐智子, 藤澤貴史, 中正恵二, 西
上隆之, 木崎智彦（2007）多発性肝転移を呈した胃腫瘍
の1例. 第37回日本病理学会近畿支部学術集会, 6.2, 大阪.

岡田祐佳, 西村英紀, 目黒道生, 吉澤さゆり, 畑中加珠, 新井
英雄, 大山秀樹, 高柴正悟（2007）HLA-DR分子を介した
刺激によってヒト歯肉線維芽細胞から産生されるCXCケ
モカインの臍帯静脈内皮細胞の増殖への影響. 第126回日
本歯科保存学会学術大会, 6.7-8, 埼玉.（日本歯科保存学
雑誌, 50（春季特別）, 32, 2007.）

阪尾寿 ,々 田所優子, 山本遥菜, 山田直子, 寺田信行, 蓬田
健太郎（2007）FACS解析によるマウス雄性生殖幹細胞
の純化法ならびに分化に伴う幹細胞特性の変化. 第17回
サイトメトリー学会学術集会, 7.5-6, 浦安.

平野博嗣, 沖村　明, 中正恵二, 寺田信行, 西上隆之（2007）
膵腫瘍の一切除例. 第38回日本病理学会近畿支部学術集
会, 9.8, 西宮.

西尾祥史, 山田直子, 寺田信行, 麩谷博之, 吉矢晋一（2007）
IL-18とα-ガラクトシルセラミドの併用による癌の肺転移
抑制. 第22回日本整形外科学会基礎学術集会, 10.25-26, 
浜松.（日本整形外科学会雑誌, 81, S916, 2007.）

Meguro, M., Yoshizawa, S., Hatanaka, K., Okada, Y., 
Ohyama, H., Matsushita, S. and Takashiba, S.（2007）
FAK mediates HLA class II-induced signaling in 
gingival fibroblasts. 第37回日本免疫学会総会・学術集
会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 
37, 233, 2007.）

Okada, Y., Meguro, M., Ohyama, H., Yoshizawa, S., 
Hatanaka, K., Matsushita, S. and Takashiba, S.（2007）
Effects of HLA-II-induced CXC chemokines from 
human gingival fibroblasts on the proliferation of 
HUVEC cel ls. 第37回日本免疫学会総会・学術集会, 
11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 
232, 2007.）

山田直子, 西尾祥史, 大山秀樹, 山根木康嗣, 中正恵二, 秦
正樹, 上田晴康, 岡村春樹, 寺田信行（2007）メラノーマの
肺転移に及ぼすIL-18とα-galactosylceramideの併用によ
る抑制効果. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本
生化学会大会合同大会（BMB 2007）, 12.11-15, 横浜.

木村みどり, 猪塚倫代, 松井麻侑, 井上真子, 高橋美由紀, 山
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田直子, 寺田信行, 蓬田健太郎（2007）妊娠・授乳が母胎
マウスの骨代謝へ与える影響の検討. 第30回日本分子生
物学会年会・第80回日本生化学会大会合同大会（BMB 
2007）, 12.11-15, 横浜.

松井麻侑, 猪塚倫代, 木村みどり, 岡田奈 ,々 山田直子, 寺田
信行, 蓬田健太郎（2007）母体のカルシウム（Ca）制限
が胎仔, 乳仔の骨代謝へ与える影響. 第30回日本分子生
物学会年会・第80回日本生化学会大会合同大会（BMB 
2007）, 12.11-15, 横浜.

Yamane, J., Kubo, A., Nakayama, K., Yuba-Kubo, A., 
Katsuno, T., Tsukita, S. and Tsukita, S.（2007）
Functional involvement of TMF/ARA160 in Rab6-
dependent retrograde membrane tra f f ic. The 
American Society for Cel l Biology 47th Annual 
Meeting, 12.1-5, Washington D.C., U.S.A.

分子病理部門
Divisoin of Molecular Pathology

■ 学術論文 ■
［原著］
Yoshikawa, R., Fujiwara, Y. , Koishi, K. , Kojima, S., 

Matsumoto, T., Yanagi, H., Yamamura, T., Hashimoto-
Tamaoki, T., Nishigami, T. and Tsujimura, T.（2007）
Cyclooxygenase-2 expression after preoperative 
chemoradiotherapy correlates with more frequent 
esophageal cancer recurrence. World J. Gastroenterol., 
13, 2283-2288.

Hamada, T., Sato, A., Hirano, T., Yamamoto, T., Son, 
G., Onodera, M., Torii, I., Nishigami, T., Tanaka, M., 
Miyajima, A., Nishiguchi, S., Fujimoto, J. and Tsujimura, 
T.（2007）Oncostatin M gene therapy attenuates liver 
damage induced by dimethylnitrosamine in rats. Am. J. 
Pathol., 171, 872-881.

Ito, A., Nishikawa, Y., Ohnuma, K., Ohnuma, I., Koma, 
Y., Sato, A., Enomoto, K., Tsujimura, T. and Yokozaki, 
H .（2007）SgIGSF is a novel bi l iary- epithel ia l 
cel l adhesion molecule mediating duct/ductule 
development. Hepatology, 45, 684-694.

Sagayama, K., Ikeuchi, H., Nishigami, T., Nakano, H., 
Uchino, M., Nakamura, M., Noda, M., Yanagi, H. and 
Yamamura, T.（2007）Incidence of and risk factors for 
dysplasia in mucosectomy area in ulcerative colitis 
patients undergoing restorative proctocolectomy. Int. J. 
Colorectal Dis., 22, 439-443.

Kikuno, K., Kang, D.W., Tahara, K., Torii, I., Kubagawa, 
H.M., Ho, K.J., Baudino, L., Nishizaki, N., Shibuya, 
A. and Kubagawa, H.（2007）Unusual biochemical 
features and follicular dendritic cell expression of 
human Fc α/μ receptor. Eur. J. Immunol., 37, 3540-

3550.
Onodera, M., Ueno, M., Ito, O., Suzuki, S., Igawa, H.H. 

and Sakamoto, H.（2007）Factor XIIIa-positive dermal 
dendritic cells in keloids and hypertrophic and mature 
scars. Pathol. Int., 57, 337-342.

Kusaka, T., Ueno, M., Miki, T., Kanenishi, K., Nagai, Y., 
Huang, C.L., Okamoto, Y., Ogawa, T., Onodera, M., Itoh, 
S., Akiguchi, I. and Sakamoto, H.（2007）Accumulation 
of triosephosphate isomerase, with sequence homology 
to Beta amyloid peptides, in vessel walls of the 
newborn piglet hippocampus. Microsc. Res. Tech., 70, 
648-655.

［症例報告］
Hirano, H . , Yoshida , T. , Yoshimura ,H . , Fukuoka , 

M., Ohkubo, E., Tachibana, S., Saito, H., Nakasho, 
K. and Nishigami, T.（2007）Poorly differentiated 
adenocarcinoma with signet-ring cell carcinoma in a 
hyperplastic polyp of the stomach: report of a case. 
Surg. Today, 37, 901-904.

Hirano, H., Yoshida, T., Sakamoto, T., Yoshimura, H., 
Fukuoka, M., Tachibana, S., Saito, H., Ohkubo, E., 
Nakasho, K. and Nishigami, T.（2007）Pulmonary 
pleomorphic carcinoma producing hCG. Pathol. Int., 57, 
698-702.

中村純子, 鳥居良貴, 西川律子, 山本格士, 西上隆之, 小笠
原利忠, 羽尾裕之, 廣田誠一（2007）ブレンナー腫瘍4例
の悪性度による細胞学的比較. 日本臨床細胞学会雑誌, 
46, 370-376.

平野博嗣, 木崎智彦, 造住誠孝, 松本弘人, 藤井　明, 大久 
保恵理子, 沖村　明, 中正恵二, 西上隆之（2007）精巣に
発生した表皮嚢胞の3例. 診断病理, 24, 364-367.

平野博嗣, 沖村　明, 大内佐智子, 小柳真希, 西川真那, 上 
山茂充, 藤澤貴史, 中正恵二 ,  西上隆之 ,  木崎智彦
（2007）粘液腫様変化を呈したgastrointestinal stromal 
tumor（GIST）の1例. 診断病理, 24, 435-439.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
辻村　亨, 佐藤鮎子, 鳥井郁子, 玉置知子, 吉川良恵, 福岡

和也, 田中文啓, 長谷川誠紀, 中野孝司（2007）早期悪性
胸膜中皮腫－病理診断の問題点と対策.（シンポジウム）
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 448, 
2007.）

田中文啓, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近
藤展行, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯
田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 辻
村亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫に対する集学的治療
に向けて.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-
9, 名古屋.（肺癌, 47, 449, 2007.）

［一般講演］
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Yanagi, H., 

Matsumoto, T., Kojima, S., Yamamura, T., Tamaoki, 
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T. and Tsujimura, T.（2007）Prognostic significance 
of persistent CXC chemokine receptor（CXCR4）
expression after preoperative chemoradiotherapy 
esophageal cancer patients. Gastrointestinal Cancers 
Symposium, 1.19-21, Orland, Florida, U.S.A.（Program 
& Proceedings, 100, 2007.）

Koishi, K., Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Yanagi, H., 
Hashimoto-Tamaoki, T., Tsujimura, T. and Yamamura, 
T.（2007）Cycloxygenase-2（COX-2）expression after 
preoperative chemoradiotherapy correlates with tumor 
angiogenesis and recurrence in esophageal cancer 
patients. Gastrointestinal Cancers Symposium, 1.19-21, 
Orland, Florida, U.S.A.（Program & Proceedings, 101, 
2007.）

Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matsumoto, T., 
Tomita, N., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tsujimura, 
T.（2007）Expression of CXC chemokine receptor 
4（CXCR4）and COX-2 after preoperative chemotherapy 
predicts poor prognosis in oesophageal cancer 
patients. The 15th United European Gastroenterology 
Week（UEGW 2007）, 10.27-31, Paris, France.（Gut, 56 

（Suppl.Ⅲ）, A222, 2007.）
Hamada, T., Sato, A., Torii, I., Fujmoto, J. and Tsujimura, 

T.（2007）Usefulness of Oncostatin M gene therapy on 
liver damage induced by dimethylnitrosamine in rats. 
58th Annual Meeting of the American Association for 
the Study of Liver Diseases（AASLD）, 11.2-6, Boston, 
U.S.A.（Hepatelogy, 46（Suppl.1）, 786A, 2007.）

Torii, I., Oka, S., Hotomi, M., Benjamin, W. H., Kearney, 
J. F., Takai, T., Briles, D. E. and Kubagawa, H.（2007）
Susceptibility of PIR-B deficient mice to salmonella 
infection. 94th Annual Meeting of the American 
Association of Immunologists, 5.18-22, Miami Beach, 
Florida, U.S.A.（Immunology, 4, 101, 2007.）

濵田哲宏, 西上隆之, 藤元治朗, 辻村　亨（2007）ジメチル
ニトロサミンにより誘発されたラット肝障害に対するオン
コスタチンMの遺伝子治療の効果の検討. 第43回日本肝
臓学会総会, 5.31-6.1, 東京.（肝臓, 48（Suppl.1）, A290, 
2007.）

濵田哲宏, 西上隆之, 佐藤鮎子, 鳥井郁子, 小野寺正征, 藤
元治朗 , 辻村　亨（2007）肝障害モデルラットに対する
オンコスタチンM遺伝子治療効果の検討. 第96回日本病
理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 172, 
2007.）

小石健二, 吉川麗月, 小野寺正征, 鳥井郁子, 西上隆之, 山
村武平, 辻村　亨（2007）食道癌におけるCXCR4発現の
免疫組織学的解析:術前化学放射線療法後の発現と早
期再発及び予後との相関性. 第96回日本病理学会総会, 
3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 180, 2007.）

平野博嗣, 大久保恵理子, 西上隆之, 中正恵二（2007）胃腺
窩上皮型過形成性ポリープから発生した低分化型腺癌の

一切除例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本
病理学会会誌, 96, 251, 2007.）

西上隆之 , 小野寺正征 , 鳥井郁子, 佐藤鮎子, 辻村　亨
（2007）MCNと分枝型IPMNのMucin, Cytokeratin, 
CDX2, CD10による比較検討. 第96回日本病理学会総会, 
3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 277, 2007.）

平野博嗣, 中正恵二 , 寺田信行, 西上隆之 , 木崎智彦, 
求, 八十嶋仁（2007）心嚢原発悪性中皮腫の4剖検例の臨
床病理学的検討. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大
阪.（日本病理学会会誌, 96, 343, 2007.）

安光亮洋, 福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 廣田
誠一, 辻村　亨, 中野孝司（2007）女性腹膜中皮腫の臨
床病理学的特徴（Primary peritoneal mesothelioma in 
women; a clinicopathological feature）. 第66回日本癌
学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記事, 66回, 
61, 2007.）

矢野　元, 真崎雄一, 橋本　茂, 辻村　亨, 佐邊壽孝（2007）
Arf6をユビキチン化するE3リガーゼFbx8のがんにおけ
る発現不全（Loss of Fbx8, a component of E3 ligase 
mediating Arf6 ubiquitination, in different human 
tumors）. 第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日
本癌学会総会記事, 66回, 142-143, 2007.）

病院病理部門／病院病理部
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〔基礎医学系学科目〕
Basic Medicine Subject

医学教育学
Medicine Education

■ 学術論文 ■
［原著］
鈴木敬一郎 ,  成瀬　均（2007）兵庫医科大学における

Advanced OSCE実施体験－1学年・1日・11課題の試み－. 
医学教育, 38, 103-110.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
成瀬　均（2007）心筋シンチ読影のコツ1.（教育講演）第1回

心筋シンチ読影セミナー, 10.26, 大阪.
成瀬　均（2007）心筋シンチ読影のコツ2.（教育講演）第2

回心筋シンチ読影セミナー, 11.15, 大阪.
成瀬　均（2007）心筋シンチ読影のコツ3.（教育講演）第3

回心筋シンチ読影セミナー, 11.27, 大阪.
成瀬　均（2007）心筋シンチ読影のコツ4.（教育講演）第4回

心筋シンチ読影セミナー, 12.12, 大阪.
［一般講演］
森　信明, 鈴木敬一郎, 成瀬　均, 森すみれ（2007）兵庫医

大型Tutorial教育における学生満足感の「質」に関する研
究. 第39回日本医学教育学会大会, 7.27-28, 盛岡.（医学教
育, 38（Suppl.）, 71, 2007.）
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〔臨床医学系講座〕
Clinical Medicine Seminars

内科学
Internal Medicine

循環器内科
Cardiovascular Medicine

■ 著書 ■
山本一博, 増山　理, 坂田泰史, 堀　正二（2007）心不全. 

経静脈治療オーダーマニュアル, 第12版,（和田孝雄, 小川 
龍, 林田憲明, 島崎修次, 飯野靖彦　編）, メディカルレ
ビュー社, 大阪, 168-174.

中尾伸二, 合田亜希子, 吉田千佳子　訳（2007）開けばわか
る心エコーポケットアトラス,（Bohmeke, T. and Doliva, 
R.　原著, 増山　理　監訳）, 南江堂, 東京.

■ 学術論文 ■
［総説］
合田亜希子,  増山　理（2007）拡張不全のメカニズム. 

Annual Review循環器2007, 101-106.
合田亜希子, 増山　理（2007）収縮性心膜炎と拘束型心筋

症を鑑別する　心エコーだけで十分か. 心エコー, 8, 344-
352. 

吉田千佳子, 合田亜希子, 増山　理（2007）心不全（上）
最新の基礎・臨床研究の進歩, 心エコー法・ドプラ法. 日
本臨牀, 65（増刊4）, 387-391. 

合田亜希子, 増山　理（2007）実地医家の診断と評価の進
めかた　心エコーにより診断する. Medical Practice, 24, 
827-832. 

増山　理（2007）下肢血流超音波診断にあたって必要な知
識. Pharma Medica, 25（Suppl.）, 90-92.

合田亜希子, 増山　理（2007）左心機能（拡張能）の指標と
その評価. 救急・集中治療, 19, 858-863. 

中尾伸二, 増山　理（2007）大動脈弁狭窄症. Heart View, 
11（増刊）, 142-143. 

中尾伸二, 増山　理（2007）大動脈弁閉鎖不全症. Heart 
View, 11（増刊）, 144-145. 

辻野　健, 増山　理（2007）利尿薬　ループ利尿薬は慢性
心不全の予後を改善するか？. 循環器科, 62, 426-432. 

大塚美里 , 中尾伸二 , 増山　理（2007）左室壁運動異常. 
Medicina, 44（2007増刊）, 120-123.

［原著］
Nishio, M., Sakata, Y., Mano, T., Yoshida, J., Ohtani, T., 

Takeda, Y., Miwa, T., Masuyama, T., Yamamoto, K. 
and Hori, M.（2007）Therapeutic effects of angiotensin
Ⅱ type1 receptor blocker at an advanced stage of 
hypertensive diastolic heart failure. J. Hypertens., 25, 
455-461.

Ohtani, T., Ohta, M., Yamamoto, K., Mano, T., Sakata, 
Y., Nishio, M., Takeda, Y., Yoshida, J., Miwa, T., 
Okamoto, M., Masuyama, T., Nonaka, Y. and Hori, 

M.（2007）Elevated cardiac tissue level of aldosterone 
and mineralocorticoid receptor in diastolic heart 
failure:Beneficial effects of mineralocorticoid receptor 
blocker. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol., 
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赤堀宏州, 辻野　健, 桝谷充男, 赤神隆文, 田辺慶司, 正井

美帆, 藤岡由夫, 大柳光正, 増山　理（2007）利尿薬によ
る増悪が疑われた胃亜全摘術後の脚気の1例. Journal of 
Cardiology, 49, 49-53.

Sakoda, T., Nishimukai, A., Tsujino, T., Masuyama, T., 
Miyamoto, Y. and Ohyanagi, M.（2007）Two giant renal 
aneurysms and renal arteriovenous fistula associated 
with cardiac insufficiency and a sustained elevation 
of atrial natriuretic peptide and brain natriuretic 
peptide. Am. J. Med. Sci., 333, 300-304.

Tsujino, T., Nakao, S., Wakabayashi, K., Lee, M., Kimura, 
T., Yoshikawa, H., Sakoda, T., Ohyanag i, M. and 
Masuyama, T.（2007）Loop diuret ic precipitated 
beriberi in a patient after pancreaticoduodenectomy: a 
case report. Am. J. Med. Sci., 334, 407-409.

［研究報告］
土居義典, 笠貫　宏, 川名正敏, 古賀義則, 佐野俊二, 高山

守正, 宝田　明, 近森大志郎, 鄭　忠和, 中澤　誠, 中谷 
敏, 濱田希臣, 増山　理 , 松崎益徳, 松森　昭（2007）



28 兵庫医大業績録（2007）

肥大型心筋症の診療に関するガイドライン（2007年改訂
版）. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2006
年度合同研究班報告）, 1-52.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
増山　理（2007）拡張機能の評価.（教育講演）第55回

日本心臓病学会学術集会, 9.10-12, 千葉.（Journa l of 
Cardiology, 50（Suppl.Ⅰ）, 202, 2007.）

［シンポジウム等］
佐古田剛, 赤神隆文, 土居　隆, 中　聡夫, 大柳光正, 川﨑

大三, 内藤由朗, 辻野　健, 増山　理（2007）炎症性サイ
トカインであるインターロイキン（IL-18）の心血管系に対
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する臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験. 第69回日本血液学会・第49回日
本臨床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 
944, 2007.）

長谷井仁美, 加藤るり,  立川豊吏, 中川雅史（2007）
Evans症候群を併発しRituximab治療が有効であった
multicentric Castleman’s disease（MCD）の症例. 第
69回日本血液学会・第49回日本臨床血液学会合同総会, 
10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1045, 2007.）

徳川多津子, 日笠　聡, 井上貴之, 海田勝仁, 谷口裕紀, 藤岡
龍哉, 澤田暁宏, 池亀和博, 玉置広哉, 岡田昌也, 小川啓
恭（2007）チクロピジンにより発症した血栓性微小血管障
害症の治療経過. 第69回日本血液学会・第49回日本臨床
血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1090, 
2007.）

池亀和博, 海田勝仁, 井上貴之, 加藤るり, 吉原　哲, 藤岡
龍哉, 谷口裕紀, 川上　学, 佐竹敦志, 岡田昌也, 玉置広
哉 , 小川啓恭（2007）同種移植後の肝障害に対するベザ
フィブレート療法. 第69回日本血液学会・第49回日本臨床
血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1107, 
2007.）

岡田昌也, 加藤るり, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 吉原
哲, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 池亀和博, 玉置広哉, 藤盛好啓, 
小川啓恭（2007）インフリキシマブにて関節リウマチ加
療中に発症したB-CLL. 第69回日本血液学会・第49回日
本臨床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 
1129, 2007.）

一瀬白帝, 惣宇利正善, 雀部　誠, 小谷信行, 溝部貴光, 田 
中　綾, 塚田順一, 石田文宏, 伊藤俊朗, 杉田憲一, 安藝 
薫, 澤田暁宏, 日笠　聡, 西川拓朗, 江浦瑠美子, 川上　清
（2007）原因不明の後天性XIII因子欠乏症の診断と管理 
抗体は必ずしも全例の原因ではない. 第30回日本血栓止
血学会学術集会, 11.15-17, 三重.（日本血栓止血学会誌, 
18, 533, 2007.）

松下　正, 天野景裕, 瀧　正志, 岡　敏明, 酒井道生, 白幡 
聡, 藤井輝久, 高田　昇, 高松純樹, 竹谷英之, 花房秀次, 
日笠　聡, 福武勝幸, 三間屋純一, 田中一郎, 吉岡　章, 嶋
緑倫, 日本血栓止血学会学術標準化委員会血友病部会
（2007）血友病患者の凝固因子補充療法の標準化. 第30
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回日本血栓止血学会学術集会, 11.15-17, 三重.（日本血栓
止血学会誌, 18, 468, 2007.）

田中一郎, 天野景裕, 瀧　正志, 岡　敏明, 酒井道生, 白幡 
聡, 高田　昇, 高松純樹, 竹谷英之, 花房秀次, 日笠　聡, 
福武勝幸, 藤井輝久, 松下　正, 三間屋純一, 吉岡　章, 嶋
緑倫（2007）インヒビター保有先天性血友病患者に対す
る止血治療ガイドライン案. 第30回日本血栓止血学会学
術集会, 11.15-17, 三重.（日本血栓止血学会誌, 18, 468, 
2007.）

澤田暁宏, 日笠　聡, 徳川多津子, 角田ちぬよ, 小川啓恭, 惣
宇利正善, 一瀬白帝（2007）後天性凝固第XIII因子欠乏
が原因と考えられた筋肉内血腫の1例. 第30回日本血栓止
血学会学術集会, 11.15-17, 三重.（日本血栓止血学会誌, 
18, 534, 2007.）

森川朋子, 吉原　哲, 玉置広哉, 海田勝仁, 加藤るり, 池亀
和博, 岡田昌也, 小川啓恭（2007）t（14;19）転座を認めた
CLLの一例. 第88回近畿血液学地方会, 11.24, 京都.

日笠　聡, 桑原　健, 小島賢一, 堀　成美, 金子　恵, 山元
泰之（2007）服薬援助のための基礎的調査　抗HIV薬の
組合せ調査（2007年）. 第21回日本エイズ学会学術集会・
総会, 11.28-30, 広島（広島国際会議場）.（日本エイズ学会
誌, 9, 395, 2007.）

小島賢一, 金子　恵, 桑原　健, 日笠　聡, 堀　成美, 山元
泰之（2007）服薬援助のための基礎的調査　抗HIV薬の
薬剤変更状況調査（2007年）. 第21回日本エイズ学会学
術集会・総会, 11.28-30, 広島（広島国際会議場）.（日本エ
イズ学会誌, 9, 395, 2007.）

桑原  健, 吉野宗宏, 佐野俊彦, 小島賢一, 日笠　聡, 杉浦
亙, 白阪琢磨（2007）拠点病院における抗HIV療法と薬
剤関連アンケート調査結果（第4報）. 第21回日本エイズ学
会学術集会・総会, 11.28-30, 広島（広島国際会議場）.（日
本エイズ学会誌, 9, 396, 2007.）

川戸美由紀, 橋本修二, 岡　慎一, 吉崎和幸, 木村　哲, 福
武勝幸, 日笠　聡, 白阪琢磨（2007）血液製剤によるHIV
感染者の調査成績（第2報）抗HIV薬の変更と服薬状況, 
副作用の関連性. 第21回日本エイズ学会学術集会・総会, 
11.28-30, 広島（広島国際会議場）.（日本エイズ学会誌, 9, 
397, 2007.）

日笠　聡, 岡　慎一, 川戸美由紀, 吉崎和幸, 木村　哲, 福
武勝幸, 橋本修二（2007）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21回日本エイズ学会学術集会・総会, 11.28-
30, 広島（広島国際会議場）.（日本エイズ学会誌, 9, 530, 
2007.）

■ その他 ■
日笠　聡（2007）HIV感染症の診療における拠点病院と

一般医療機関との連携. 第7回エイズネットワーク連絡会, 
1.20, 神戸（センタープラザ）.

池亀和博（2007）造血幹細胞移植領域の現状と症例提示. 
第5回兵庫がん治療・細胞療法研究会, 1.20, 神戸.

日笠　聡（2007）自己注射開始・導入のための講習会. 友

の会・ケアーズ医療相談会, 2.4, 大阪（府立女性総合セン
ター）.

岡田昌也（2007）ヨーロピアンロイケミアネット（ELN）コン
センサスに準じたCMLモニタリングについて～当院での
患者調査結果から～. ノバルティスファーマ社内研修会, 
2.20, 大阪.

日笠　聡（2007）HIV感染症・AIDSの現状. 第2回岐阜
HIV/AIDS研究会, 3.3, 岐阜（岐阜市文化センター）.

澤田暁宏（2007）チクロピジン内服により発症した血栓性血
小板減少性紫斑病の1例. 第51回兵庫医大内科カンファレ
ンス, 3.6, 西宮.

日笠　聡（2007）HIV感染症の診療と今後. 第13回兵庫性
感染症研究会, 3.10, 神戸（ラッセホール）.

小川啓恭（2007）T細胞非除去HLA不適合移植. 第2回
Kyoto Hematology Forum, 3.17, 京都.

日笠　聡（2007）HIV感染症／AIDSの現状. 川西医師会特
別学術講演会, 3.24, 川西（川西市保健センター）.

池亀和博（2007）インターネットによる国際学会速報. 33rd 
Annual Meeting of the European Group for Blood and 
Marrow Transplantation, 3.26, Lyon, France.

岡田昌也（2007）分子生物学的再発に対しGOが有効で
あった高齢者APL. 神戸GO-AML-Summit学術講演会, 
4.13, 尼崎.

池亀和博（2007）HLA半合致移植について. ビレッジ2000
患者・家族の会, 4.21, 西宮（兵庫医科大学）.

岡田昌也, 海田勝仁, 加藤るり, 井上貴之, 吉原　哲, 谷口
裕紀, 藤岡龍哉, 池亀和博, 玉置広哉, 小川啓恭（2007）
初診時より4点転座を認め, イマチニブ不耐用であった慢
性骨髄性白血病. 第59回兵庫白血病懇話会, 5.12, 神戸. 

日笠　聡（2007）HIV感染症の診断と治療の現状. 第47回
兵庫県透析医会学術講演会, 6.2, 神戸（ラッセホール）.

岡田昌也（2007）血液疾患患者の妊娠と出産について, 患者
が男性の場合と女性の場合. 再生つばさの会, 6.9, 大阪.

日笠　聡（2007）HIV感染症の診断と治療の現状. 阪和記
念病院感染症セミナー, 6.15, 大阪（阪和記念病院）.

澤田暁広, 日笠　聡, 徳川多津子, 小川啓恭（2007）当院で
の血友病患者におけるC型肝炎治療成績. 第3回阪神ヘモ
フィリア研究会, 6.23, 兵庫.

小川啓恭（2007）HLA半合致移植. 第19回大阪造血幹細胞
移植研究会, 6.29, 大阪.

日笠　聡（2007）血友病医療の動向. バイエル薬品社内講
演会, 6.29, 大阪（ガーデンパレス）.

小川啓恭（2007）HLA半合致移植. 血液疾患 Lecture 
Meeting（移植治療の進歩）, 7.6, 高槻. 

日笠　聡（2007）抗HIV療法（導入編）. 関西HIV臨床カン
ファレンス第42回講演会, 7.7, 大阪（国立病院機構大阪医
療センター）.

日笠　聡（2007）AIDSの予防について. 西宮市立西宮東高
校講演会, 7.13, 西宮（西宮東高校ホール）.

日笠　聡（2007）HIV診療最前線－患者の集中している病
院の実態. 県立広島病院院内研修会, 7.13, 広島（県立広
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島病院）.
池亀和博（2007）HLA半合致ミニ移植. 第5回血液細胞療法

フォーラム, 7.14, 大阪.
池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. 第1回血

液免疫腫瘍カンファレンス, 7.18, 大阪.
日笠　聡（2007）HIV感染症に付随する感染症への対応. 

日本臨床衛生検査技師会平成19年度感染制御部門研修
会, 7.28, 神戸（神戸大学医学部）.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. 第7回北
陸造血細胞移植研究会, 9.8, 金沢.

池亀和博（2007）組適塾へようこそ.（コメンテーター）第16
回日本組織適合性学会大会, 9.10, 京都.

日笠　聡（2007）HIV感染症診断のススメ. 関西HIV臨床カ
ンファレンス2007年秋の特別講演会, 9.22, 大阪（国立病
院機構大阪医療センター）.

日笠　聡（2007）血友病診療. 国立病院機構大阪医療セン
ターHIV医師実地研修会, 10.1, 大阪（国立病院機構大阪
医療センター）.

日笠　聡（2007）HIV感染症／AIDS. 龍谷高校福祉コース
授業, 10.11, 神戸（龍谷高校）.

日笠　聡（2007）訪問看護ステーションにおけるHIV感染
症・AIDS診療について. 西宮市福祉事業団平成19年度
ナース研修会, 10.17, 西宮（すこやかケア西宮）.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. ノバルティ
スファーマ勉強会, 10.18, 尼崎.

日笠　聡（2007）HIV・AIDS. 日本看護協会認定看護師教
育課程「感染管理」, 10.25, 神戸（社団法人日本看護協会
神戸研修センター）.

日笠　聡（2007）パワーポイントを駆使した自己流教材作り. 
指導者のための避妊と性感染症予防セミナー, 10.27, 大阪
（大阪YMCA国際文化センター）.

澤田暁宏（2007）兵庫医大病院での現在の血友病治療の現
況. 第1回西宮市難病連医療相談会, 11.11, 兵庫.

岡田昌也（2007）造血幹細胞移植. バイエル社内研修会, 
11.12, 大阪.

日笠　聡（2007）血友病とC型肝炎治療. 第4回四国血友病
治療セミナー, 12.1, 香川（全日空ホテルクレメント高松）.

日笠　聡（2007）中核拠点病院の役割. 第9回エイズネット
ワーク連絡会, 12.15, 神戸（センタープラザ）.

徳川多津子（2007）不明熱の経過中に汎血球減少を来した
1例. 第57回大阪血液疾患談話会, 12.15, 大阪.

日笠　聡（2007）HIV感染症－診断のススメ－. 世界エイズ
デー地域研修会, 12.20, 明石（明石保健センター）.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. ヤンセン
ファーマ勉強会, 12.20, 神戸.

澤田暁宏（2007）免役再構築症候群による非定型抗酸菌症
治療に難渋する1症例. 厚生労働科学研究費補助金エイ
ズ対策研究事業「HIV感染症の医療体制の整備に関する
研究」班 平成19年度 近畿ブロック症例検討会, 12.22, 姫
路.

リウマチ・膠原病科
Rheumatology

■ 著書 ■
松井　聖, 筒井ひろ子（2007）膠原病とサイトカイン2：IL-18

を中心に. 臨床サイトカイン学,（臨床サイトカイン研究会 
編）, メディカル・サイエンス・インターナショナル社, 東京, 
61-69.

■ 学術論文 ■
［総説］
佐野　統（2007）COX-2の関与する生理, 病理現象. 炎症と

免疫, 15, 4-15. 
久野英樹 ,  佐野　統（2007）筋所見に乏しい皮膚筋炎

（amyopathic DM; aDM）に合併する間質性肺炎（IP）
に対するカクテル療法の有効性について. リウマチ科, 37, 
124-128. 

佐野　統（2007）非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）の使
い方と注意すべき副作用. 治療, 89, 255-265. 

佐野　統（2007）NEW DRUGS　非ステロイド性消炎・鎮
痛薬（COX-2選択的阻害薬）セレコキシブ. クリニカルプラ
クティス, 26, 575-578.  

佐野　統（2007）非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）の使
い分け. レジデントノート, 9, 837-846. 

佐野　統（2007）関節リウマチの管理と薬物治療. CLINIC 
magazine, 453, 43-48. 

佐野　統（2007）診断と治療の実際　リウマチ性多発筋痛
症. 日本内科学会雑誌, 96, 2214-2219. 

佐野　統（2007）NSAIDsによる関節リウマチの治療. 治療
学, 41, 1299-1304. 

関口昌弘, 岩崎　剛, 北野将康, 佐野　統（2007）S1P/S1P1
遮断. 臨床免疫・アレルギー科, 48, 503-509. 

東　直人, 片田圭宣（2007）気管支喘息発作入院時におけ
るクリニカルパス導入の評価. HARU：Hotline of Asthma 
and Respiratory Disease Update, 5, 6-7.

［原著］
田端理英, 波内俊三, 寺田　信, 永井朝子, 岡本朋子, 田端

千春（2007）B型肝炎増悪に引き続き活動性となった成人
発症Still病の一例. 臨床リウマチ, 19, 94-101. 

Kudo-Tanaka, E., Ohshima, S., Ishii, M., Mima, T., 
Matsushita, M., Azuma, N., Harada, Y., Katada, Y., 
Ikeue, H., Umeshita-Sasai, M., Miyatake, K. and 
Saeki, Y.（2007）Autoantibodies to cyclic citrullinated 
peptide 2（CCP2）are superior to other potential 
diagnostic biomarkers for predicting rheumatoid 
arthritis in early undifferentiated arthritis. Clin. 
Rheumatol., 26, 1627-1633.

Yoshida, Y., Hirano, T., Son, G., Iimuro, Y., Imado, T., 
Iwasaki, T. and Fujimoto, J.（2007）Allogeneic bone 
marrow transplantation for hepatocellular carcinoma: 
hepatocyte growth factor suppresses graft-vs.-host 
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disease. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 
293, G1114-G1123.

Matsuyama, M., Hayama, T., Funao, K., Kawahito, Y., 
Sano, H., Takemoto, Y., Nakatani, T. and Yoshimura, 
R.（2007）Overexpression of cysteinyl LT1 receptor 
in prostate cancer and CysLT1R antagonist inhibits 
prostate cancer cell growth through apoptosis. Oncol. 
Rep., 18, 99-104. 

Nakayamada, S., Saito, K., Umehara, H., Ogawa, N., 
Sumida, T., Ito, S., Minota, S., Nara, H., Kondo, 
M., Okada, J., Mimori, T., Yoshifuji, H., Sano, H., 
Hashimoto, N., Sugai, S. and Tanaka, Y.（2007）Efficacy 
and safety of mizoribine for the treatment of Sjogren’
s syndrome : a multiple open –labe clinical trial.  Mod. 
Rheumatol., 17, 464-469. 

Hayashi, N., Yoshimoto, T., Izuhara, K., Matsui, K., 
Tanaka, T. and  Nakanishi, K.（2007）T helper 1 cells 
stimulated with ovalbumin and IL-18 induce airway 
hyperresponsiveness and lung fibrosis by IFN-γ and 
IL-13 production. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 104, 
14765-14770.

［研究報告］
松井　聖（2007）兵庫医科大学病院におけるアレルギー診

療連携. 厚生労働者科学研究　ガイドライン普及のため
の対策とそれに伴うQOLの向上に関する研究班「アレル
ギー診療施設事例集＜追補版＞」, 27-29. 

■ 学会発表 ■
［指定講演］
佐野　統（2007）NSAIDs up to date.（教育講演）第17回

日本リウマチ学会近畿支部学術集会, 9.8, 大阪.
［シンポジウム等］
佐野　統（2007）関節リウマチの病態と最新治療－エンブ

レルの治療成績について－.（特別講演）第4回阪神Enbrel 
Workshop, 4.5, 芦屋. 

大島至郎, 松下正人, 田中枝里子, 東　直人, 原田芳徳, 山
中隆夫, 片田圭宣, 佐伯行彦（2007）関節リウマチにおけ
るTNF阻害療法後の骨代謝動態の解析.（ワークショッ
プ）第51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横
浜.（第51回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・
抄録集, 248, 2007.）

武内　徹, 庄田武司, 秦　亜有, 永井孝治, 坪内康則, 河野
正孝, 川人　豊, 北野将康 , 橋本尚明 , 松井　聖 , 佐野
統 , 籏智さおり, 信原由実子, 辻　　剛, 中澤　隆, 槇野
茂樹（2007）男性全身性エリテマトーデス（SLE）41症例
の臨床像の解析－多施設共同研究による検討－.（ワーク
ショップ）第51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-
29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・学術集会プログ
ラム・抄録集, 255, 2007.）

濱口真英, 鍵谷真希, 槇野茂樹, 武内　徹, 花房俊昭, 川人 
豊, 河野正孝, 坪内康則, 角谷昌俊, 中澤　隆, 辻　　剛, 
籏智さおり, 信原由実子, 北野将康, 橋本尚明, 松井　聖, 

佐野　統（2007）白血球除去療法（LCAP）と生物製剤
の併用療法の有効性に関する検討.（ワークショップ）第51
回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51
回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集, 
271, 2007.）

田中枝里子, 大島至郎, 石井　優, 松下正人, 東　直人, 原
田芳徳, 片田圭宣, 佐伯行彦（2007）抗TNFα抗体療法
（インフリキシマブ）投与中の関節リウマチ患者に生じ
たレジオネラ肺炎の2症例.（ワークショップ）第51回日本
リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日
本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集, 290, 
2007.）

長谷川泰之, 橋本尚明, 松井　聖, 岡部みか, 北野将康, 久
野英樹, 黒岩孝則, 岩崎　剛, 山崎　章, 清水英治, 佐野
統（2007）当科で経験したMPO-ANCA陽性肺病変の臨
床検討.（ワークショップ）第51回日本リウマチ学会総会・
学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄録集, 291, 2007.）

河野正孝, 川人　豊, 坪内康則, 濱口真英, 槇野茂樹, 武内 
徹, 松井　聖, 橋本尚明, 北野将康, 中澤　隆, 辻　　剛, 
籏智さおり, 信原由実子, 田伏洋子, 佐野　統, 花房俊昭, 
吉川敏一（2007）SLE治療におけるステロイド投与法に関
するアンケート.（ワークショップ）第51回日本リウマチ学会
総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会
総会・学術集会プログラム・抄録集, 307, 2007.）

岡部みか, 久野英樹, 北野将康, 黒岩孝則, 橋本尚明, 松井
聖 ,  岩崎　剛 ,  佐野　統（2007）SDS（se l f-r a t i ng 
depression scale）を用いた膠原病患者における精神症状
の検討.（ワークショップ）第51回日本リウマチ学会総会・
学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄録集, 337, 2007.）

橋本尚明, 橋本武則, 岡部みか, 北野将康, 久野英樹, 黒岩
孝則, 松井　聖, 岩崎　剛, 佐野　統（2007）強皮症にお
ける関節病変の検討.（ワークショップ）第51回日本リウマ
チ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日本リウマ
チ学会総会・学術集会プログラム・抄録集, 342, 2007.）

関口昌弘, 岩崎　剛, 岡部みか, 北野将康, 久野英樹, 黒岩
孝則, 橋本尚明, 松井　聖, Hla, T., 佐野　統（2007）ス
フィンゴシン1-リン酸（S1P）とFTY720のシェーグレン症
候群（SS）の病態形成に及ぼす影響.（ワークショップ）第
51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第
51回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録
集, 347, 2007.）

北野将康, 橋本尚明, 松井　聖, 岡部みか, 久野英樹, 黒岩
孝則, 岩崎　剛, 小谷卓矢, 武内　徹, 槇野茂樹, 坪内
康則, 河野正孝, 川人　豊, 信原由実子, 籏智さおり, 辻 
剛, 中澤　隆, 佐野　統（2007）悪性腫瘍合併多発筋炎
（PM）／皮膚筋炎（DM）の臨床像についての検討.（ワー
クショップ）第51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 
4.26-29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・学術集会
プログラム・抄録集, 351, 2007.）



43兵庫医大業績録（2007）

中澤　隆, 辻　　剛, 豆原　彰, 川人　豊, 河野正孝, 坪内 
康則, 佐野　統 , 松井　聖 , 橋本尚明, 北野将康, 武内
徹, 槇野茂樹, 花房俊昭, 和倉大輔,簱智さおり, 信原由実
子, 河野誠司, 森信暁雄, 熊谷俊一（2007）膠原病合併血
球貧食症群22例について多施設共同臨床研究.（ワーク
ショップ）第51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-
29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・学術集会プログ
ラム・抄録集, 406, 2007.）

松井　聖, 久野英樹, 黒岩孝則, 西岡亜紀, 北野将康, 岡部
みか, 橋本尚明, 岩崎　剛, 佐野　統（2007）当科で経験
した肥厚性硬膜炎をきたした4症例の検討.（ワークショッ
プ）第51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横
浜.（第51回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・
抄録集, 408, 2007.）

宮川佳澄, 波内俊三, 寺田　信, 田端理英, 永井朝子, 松井
聖, 佐野　統（2007）IL-8が異常高値を示した治療抵抗
性の成人発症Still病（AOSD）.（ワークショップ）第51回日
本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日
本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集, 410, 
2007.）

寺田　信, 宮川佳澄, 田端理恵, 波内俊三, 佐野　統, 熊谷
俊一, 永井朝子（2007）急性Chlamydia pneumoniae感染
を契機に,顕微鏡的多発血管炎を発症した2例.（ミニシン
ポジウム）第19回日本アレルギー学会春季臨床大会, 6.10-
12, 横浜.（アレルギー, 56, 349, 2007.）

原田芳徳, 山中隆夫, 東　直人, 田中枝里子, 松下正人, 山根
宏之, 山本　傑, 大島至郎, 佐伯行彦, 片田圭宣（2007）
頭部CT-angioの3D再構成が診断に有用と考えられた側
頭動脈炎の1例.（ミニシンポジウム）第19回日本アレルギー
学会春季臨床大会, 6.10-12, 横浜.（アレルギー, 56, 350, 
2007.）

山中隆夫, 東　直人, 原田芳徳, 田中枝里子, 松下正人, 大島
至郎, 佐伯行彦, 片田圭宣（2007）ラミブジン投与により
肝炎増悪を防止できたHBVキャリアのSLE症例.（ミニシン
ポジウム）第19回日本アレルギー学会春季臨床大会, 6.10-
12, 横浜.（アレルギー, 56, 359, 2007.）

松井　聖 , 山口宏茂 , 佐野　統（2007）Easy asthma 
program（EAP）による初回アンケートの市中病院一般
内科外来と大学病院専門外来との比較.（ミニシンポジウ
ム）第19回日本アレルギー学会春季臨床大会, 6.10-12, 横
浜.（アレルギー, 56, 392, 2007.）

佐野　統（2007）リウマチ疾患におけるNSAIDsの使い方－
新規COX-2阻害剤の話題－.（特別講演）第6回岐阜整形
外科セミナー, 7.7, 岐阜. 

林　伸樹, 黒田麻衣, 田中英久, 中西憲司（2007）Th1型気
管支喘息の病態と発症メカニズムの解析.（ミニシンポジウ
ム）第57回日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横
浜.（アレルギー, 56, 1067, 2007.）

［一般講演］
佐野　統（2007）NSA I Ds胃粘膜障害の予防と対策－

COX-2阻害薬の話題も含めて－. 宝塚市医師会学術講演

会, 2.17, 宝塚. 
佐野　統（2007）変貌するリウマチ・膠原病治療の現状と展

望－抗サイトカイン療法を中心に－. 県立塚口病院講演会, 
2.22, 尼崎. 

佐野　統（2007）リウマチ・膠原病の病態, 診断と最新治療. 
舞鶴医師会学術講演会, 3.15, 舞鶴. 

佐野　統（2007）リウマチ疾患におけるNSAIDsの使い方－
新規COXⅡ阻害剤の話題－. 第22回兵庫県リウマチ登録
医の会（リウマチ医の会）学術講演会, 3.31, 神戸. 

佐野　統（2007）変貌するリウマチ・膠原病治療の現状と展
望. 平成19年度インターカレッジ西宮医学レクチャー, 4.17, 
西宮. 

黒岩孝則, 佐野　統, 岩崎　剛, 松井　聖, 橋本尚明, 久野
英樹, 北野将康, 関口昌弘, 黒田麻衣, 岡部みか（2007）
抗TNF-α治療後に重症肺炎を呈した2症例. 第51回日本
リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日
本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集, 429, 
2007.）

黒岩孝則, 佐野　統, 岩崎　剛, 松井　聖, 橋本尚明, 久野
英樹, 北野将康, 関口昌弘, 黒田麻衣, 岡部みか（2007）
当院における関節リウマチに対するエタネルセプト治療の
評価. 第51回日本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 
横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・学術集会プログラ
ム・抄録集, 430, 2007.）

牧野亜希子, 松井　聖, 黒岩孝則, 岡部みか, 北野将康, 久
野英樹, 橋本尚明 , 岩崎　剛 , 佐野　統（2007）全身
性エリテマトーデス（SLE）の治療中に血球貪食症候群
（HPS）を合併した1症例. 第51回日本リウマチ学会総会・
学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄録集, 440, 2007.）

岩崎　剛, 今戸健人, 関口昌弘, 佐野　統（2007）SLEモデ
ル慢性GVHDマウスに対するFTY720の効果. 第51回日
本リウマチ学会総会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（第51回日
本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集, 463, 
2007.）

松井　聖（2007）最近の気管支喘息の病態・治療のトピック
ス－喘息予防・管理ガイドラインをいかに臨床の場に応用
していくか－. 第6回プライマリケア研究会, 5.18,西宮. 

東　直人, 片田圭宣, 小林勝昭, 小嶋真基子, 冨田ひとみ, 山
中隆夫, 原田芳徳, 田宮基裕, 山根宏之, 山本　傑, 草野
陽子, 佐伯行彦（2007）気管支喘息の管理と評価　気管
支喘息発作入院時におけるクリニカルパス導入の評価. 第
47回日本呼吸器学会学術講演会, 5.10-12, 東京.（日本呼
吸器学会雑誌, 45（増刊）, 125, 2007.）

田宮基裕, 山本　傑, 山中隆夫, 東　直人, 原田芳徳, 片田
圭宣, 山根宏之, 佐伯行彦（2007）当科における急性肺炎
入院症例の菌検出と治療の検討. 第47回日本呼吸器学会
学術講演会, 5.10-12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45（増
刊）, 238, 2007.）

山口宏茂, 松井　聖, 陣　祥子, 竹中雅彦, 松田良信, 佐野
統（2 0 0 7）気管支喘息 患者における胃食 道 逆流症
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（GERD）合併の検討－QUEST問診票を用いて. 第28回
兵庫県臨床アレルギー研究会, 6.2, 神戸. 

佐野　統（2007）変貌するリウマチ・膠原病治療の現状と展
望－抗サイトカイン療法を中心に－. 第14回城北リウマチ
膠原病医会, 6.9, 東京. 

松井　聖（2007）ベーチェットと上手につきあうため. 神戸市
難病連主催第47回医療講演・相談会, 6.17, 神戸. 

佐野　統（2007）関節リウマチの病態から見た抗サイトカイ
ン療法の有用性－インフリキシマブとの付き合い方－. 第
3回北関東リウマチ抗TNF療法研究会－茨城分科会－, 
6.29, つくば. 

佐野　統（2007）リウマチ性疾患の病態, 診断, 治療－UP 
TO DATE－. 第3回兵庫県整形外科医学会学術講演会, 
6.30, 神戸. 

松井　聖（2007）知っておくべき最近の関節リウマチの診断
と治療について. 宝塚市医師会学術講演会, 7.21, 宝塚. 

関口昌弘, 北野将康, 佐野　統（2007）S1P/S1P1シグナルは
シェーグレン症候群（SS）の病態形成に関与する. 第28回
日本炎症・再生医学会, 8.2-3, 東京.（Inflammation and 
Regeneration, 27, 432, 2007.）

松井　聖（2007）気管支喘息治療における吸入ステロイド
療法の現状と今後. オルベスコＲ発売記念講演会, 8.4, 神
戸. 

佐野　統（2007）リウマチ疾患におけるNSAIDsの使い方
－新規COX-2阻害剤の話題－. Celecoxib Rheumatoid 
Arthritis Committee, 8.7, 山口. 

佐野　統（2007）リウマチ疾患におけるNSAIDsの使い方－
新規CODX-2選択的阻害剤の話題－. 兵庫県病院薬剤師
会学術講演会, 8.24, 神戸. 

佐野　統（2007）リウマチ疾患におけるNSAIDsの使い方－
新規CODX-2選択的阻害剤の話題－. NSAIDsの適正使
用について, 学術講演会, 8.31, 盛岡. 

神田ちえり, 北野将康, 西岡亜紀, 関口昌弘, 東　直人, 黒岩
孝則, 橋本尚明, 松井　聖, 岩崎　剛, 佐野　統（2007）
発熱・頚部痛・左側上肢の易疲労感を呈した大動脈炎
症候群の1例. 第183回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神
戸.（プログラム・抄録集, 63, 2007.）

辰林太一, 山根宏之, 田宮基裕, 松野　治, 山中隆夫, 東
直人, 原田芳徳, 片田圭宣, 山本　傑, 佐伯行彦（2007）
BOOPを契機に発見されたシェーグレン症候群の1例. 第
183回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸.（プログラム・抄
録集, 58, 2007.）

山口宏茂, 松井　聖, 陣　祥子, 竹中雅彦, 松田良信, 佐野
統（2 0 0 7）気管支喘息 患者における胃食 道 逆流症
（GERD）合併の検討－QUEST問診票を用いて. 第36回
阪神臨床アレルギー研究会, 9.13, 西宮. 

関口昌弘 , 岩崎　剛, 橋本尚明 , 佐野　統（2007）シェー
グレン症候群におけるS1PとFTY720の影響. 第16回日
本シェーグレン症候群研究会, 9.21-22, 京都.（第16回日
本シェーグレン症候群研究会プログラム・抄録集, 62 , 
2007.）

常見　幸 ,  北野幸恵 ,  今戸健人 ,  岩崎　剛 ,  佐野　統
（2007）SKGマウスに対するFTY720による関節炎抑制
効果. 第35回日本臨床免疫学会総会, 10.19-20, 大阪.（日
本臨床免疫学会会誌, 30, 312, 2007.）

山中隆夫, 原田芳徳, 石井泰子, 東　直人, 田中枝里子, 成川
太希夫, 松下正人, 田宮基裕, 松野　治, 山根宏之, 山本 
傑, 大島至郎, 佐伯行彦, 片田圭宣（2007）間質性肺炎を
認めた成人発症Still病の一症例. 第35回日本臨床免疫学
会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 324, 
2007.）

山口宏茂, 松井　聖, 陣　祥子, 竹中雅彦, 松田良信, 佐野
統（2 0 0 7）気管支喘息 患者における胃食 道 逆流症
（GERD）合併の検討－QUEST問診票を用いて. 第57回
日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横浜.（アレル
ギー, 56, 1139, 2007.）

松井　聖 ,  寺田　信, 東　直人 ,  北野将康 ,  佐野　統
（2007）遺伝性血管神経性浮腫の症例における遺伝子
解析. 第57回日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 
横浜.（アレルギー, 56, 1157, 2007.）

佐野　統（2007）リウマチ・膠原病の病態と治療戦略－生物
学的製剤の成績と今後の展望－. 淡路市医師会生涯教育
講座, 11.14, 淡路. 

北野将康（2007）Sphingosine 1-phosphate/S1P1レセプ
ターシグナルの関節リウマチ病態における役割. 平成19年
度第3回兵庫医科大学医学会学術講演会, 11.27, 西宮.

神田ちえり, 今村史明, 福西成男, 岡部みか, 久野英樹, 北
野将康, 東　直人, 橋本尚明, 松井　聖, 吉矢晋一, 佐野
統（2007）経過中にアキレス腱付着部断裂を生じたReiter
症候群の1例. 第22回日本臨床リウマチ学会, 11.30-12.1, 
鹿児島.（日本リウマチ学会総会・学術集会抄録集, 102, 
2007.）

佐野　統（2007）リウマチ性疾患におけるNSAIDsの使い
方－新規COX-2阻害剤の話題－. 第236回岡山臨床整形
外科医会, 12.1, 岡山. 

Tsunemi, S., Iwasaki, T., Kitano, S., Matsumoto, K., 
Nakamura, T. and Sano, H.（2007）Suppression 
of arthr it is in a murine rheumatoid arthr it is 
model following treatment with the Hepatocyte 
growth factor antagonist Nk4. The 71st Annual 
Meeting of the American College of Rheumatology, 
11.6-11,Boston, U.S.A.（Arthrit is Rheumatism, 56
（Suppl.）, S388, 2007.）

Hashimoto, N., Kuno, H., Kitano, M., Sekiguchi, M., 
Kuroiwa, T., Matsu i, K., Iwasak i, T. and Sano, 
H.（2007）Success fu l t reatment of ref ractory 
interstitial pneumonia in patients with amyopathic 
dermatomyositis by combination immunosuppressive 
t he r apy. The 71s t A n nu a l Meet i ng o f t h e 
American College of Rheumatology, 11.6-11, Boston, 
U.S.A.（Arthrit is Rheumatism, 56（Suppl.）, S652, 
2007.）
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Iwasaki, T., Tsunemi, S., Kitano, S. and Sano, H.（2007）
Effects of the novel immunosuppressant FTY720 in a 
murine rheumatoid arthritis model. The 71st Annual 
Meeting of the American College of Rheumatology. 
11. 6-11, Boston, U.S.A.（Arthritis Rheumatism, 56
（Suppl.9）, S686, 2007.）

■ その他 ■
佐野　統　監訳（2007）Act ivat ion of n it r ic ox ide 

signaling by the rheumatoid arthritis shared epitope. 
Arthritis & Rheumatism日本語版, 7（3）, 28.  

松井　聖（2007）リウマチ・膠原病のピットホール－診断か
ら治療まで－.（特別講演）日本内科学会専門医部会近畿
支部セミナー, 2.3, 大阪. 

佐野　統（2007）リウマチ・膠原病の診断と治療－最近の
トピックスを中心に－.（特別講演）鳥取膠原病フォーラム, 
2.2, 米子. 

松井　聖（2007）関節リウマチにおけるサイトカイン療法の
現状と今後の展開－実験例と動物実験から学んだことを
中心に－.（特別講演）第25回リウマチを学ぼう会, 6.14, 尼
崎. 

佐野　統（2007）今日の臨床医学の到達点.（教育講演）新・
京都SKY大学, 7.10, 京都. 

東　直人, 橋本尚明, 今村史明, 久野英樹, 北野将康, 神田
ちえり, 西岡亜紀, 関口昌弘, 黒岩孝則, 松井　聖, 岩崎
剛, 佐野　統（2007）経過中にアキレス腱付着部断絶を生
じたReiter症候群の一例. 第4回膠原病症例検討会, 7.28, 
大阪. 

東　直人（2007）関節リウマチは今・・・－生物学的製剤を
中心に－. Remicade Nurse Seminar, 8.11, 神戸. 

松井　聖（2007）ベーチェットと上手につきあうため.（教育
講演）尼崎市難病連主催医療講演・相談会, 9.9, 尼崎. 

東　直人（2007）膠原病について.（教育講演）西宮市難病
団体連絡協議会第1回難病医療相談会, 9.30, 西宮. 

橋本尚明（2007）関節リウマチと薬物治療の変遷.（教育講
演）西宮市難病団体連絡協議会第1回難病医療相談会, 
9.30, 西宮. 

北野将康, 関口昌弘, 神田ちえり, 西岡亜紀, 東　直人, 黒岩
孝則, 橋本尚明, 松井　聖, 岩崎　剛, 佐野　統（2007）
Sphingosine 1-Phosphate/S1P1レセプターシグナルの関
節リウマチ病態における役割. 第59回関西カルシウム懇話
会, 10.6, 大阪. 

東　直人, 長谷川泰之, 橋本尚明, 西岡亜紀, 神田ちえり, 関
口昌弘, 北野将康, 黒岩孝則, 松井　聖, 岩崎　剛, 佐野
統（2007）びまん性肺胞障害と肺胞出血を呈したANCA
の一例. 第26回神戸免疫・膠原病懇話会, 10.27, 神戸. 

松井　聖（2007）関節リウマチの診断と治療について. 中外
製薬社内セミナー, 11.27, 尼崎.

糖尿病科
Diabetes and Metabolism

■ 著書 ■
難波光義, 浜口朋也（2007）強化インスリン療法と従来イン

スリン療法. 糖尿病学　基礎と臨床,（門脇　孝, 石橋　俊
編）, 西村書店, 東京, 971‐975. 

難波光義（2007）2型糖尿病の病態と経口薬治療. 糖尿病の
療養指導2007,（日本糖尿病学会　編）, 診断と治療社, 東
京, 141-145.

難波光義（2007）インスリン治療導入の指標と製剤の選択. 
糖尿病up-date賢島セミナー23　各種ガイドラインの効果
的な活用法,（坂本信夫, 赤沼安夫, 吉川隆一, 豊田隆謙, 
清野　裕, 中村二郎, 堀田　饒　編）, 医歯薬出版, 東京, 
124-133.

難波光義（2007）吸入インスリン製剤. 糖尿病up-date賢島
セミナー23　各種ガイドラインの効果的な活用法,（坂本信
夫, 赤沼安夫, 吉川隆一, 豊田隆謙, 清野　裕, 中村二郎, 
堀田　饒　編）, 医歯薬出版, 東京, 236-243.

難波光義（2007）糖尿病の薬物治療におけるポジショニン
グ. 糖尿病関連注射薬の新展開　インスリン・GLP-1・グル
カゴン,（難波光義　編）, フジメディカル出版, 東京, 8-15.

宮川潤一郎, 難波光義（2007）リラグルチドliraglutide. 糖尿
病関連注射薬の新展開　インスリン・GLP-1・グルカゴン,
（難波光義　編）, フジメディカル出版, 東京, 102-109.

宮川潤一郎　訳（2007）糖尿病性神経障害. ジョスリン糖
尿病デスクブック,（Beaser,R.S. and the staff of Joslin 
diabetes center　原著, 松澤佑次　監訳）, 医学書院, 東
京, 391-410. 

宮川潤一郎　訳（2007）足：臨床ケアとトラブルの予防. ジョ
スリン糖尿病デスクブック,（Beaser,R.S. and the staff of 
Joslin diabetes center　原著, 松澤佑次　監訳）, 医学書
院, 東京, 411-423. 

宮川潤一郎　訳（2007）糖尿病患者の外科的管理. ジョス
リン糖尿病デスクブック,（Beaser,R.S. and the staff of 
Joslin diabetes center　原著, 松澤佑次　監訳）, 医学書
院, 東京, 425-440. 

浜口朋也 ,  難波光義　訳（2007）インスリンを用いた糖
尿病の治療　一般原則. ジョスリン糖尿病デスクブック,
（Beaser,R.S. and the staff of Joslin diabetes center　
原著, 松澤佑次　監訳）, 医学書院, 東京, 189-218. 

浜口朋也, 難波光義　訳（2007）インスリン従来療法. ジョ
スリン糖尿病デスクブック,（Beaser,R.S. and the staff of 
Joslin diabetes center　原著, 松澤佑次　監訳）, 医学書
院, 東京, 219-254. 

浜口朋也, 難波光義（2007）強化インスリン療法. 糖尿病最
新の治療2007-2009,（河盛隆造, 岩本安彦　編）, 南江堂, 
東京, 108-110.

紺屋浩之, 難波光義（2007）グルカゴンと低血糖対策. 糖尿
病関連注射薬の新展開　インスリン・GLP-1・グルカゴン,
（難波光義　編）, フジメディカル出版, 東京, 114-120.

勝野朋幸, 宮川潤一郎, 難波光義（2007）吸入インスリン. 糖
尿病関連注射薬の新展開　インスリン・GLP-1・グルカゴ
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ン,（難波光義　編）, フジメディカル出版, 東京, 98-101.
■ 学術論文 ■

［総説］
難波光義（2007）インスリンアナログによる糖尿病合併妊婦

の治療－期待と不安－. 糖尿病と妊娠, 7, 52-54.
難波光義 ,  小西康輔 ,  浜口朋也 ,  鈴木克彦 ,  池田誠宏

（2007）ロービジョンハイリスク症例への対応－内科医と
しての立場から－. 日本眼科紀要, 58, 403-406.

宮川潤一郎, 難波光義（2007）消化管由来ホルモン, GIP, 
GLP-1とインスリン抵抗性. Adiposcience, 4, 17-24.

宮川潤一郎, 難波光義（2007）新（注射によらない）インスリ
ン投与法開発の現状と糖尿病臨床に与える効果. Annual 
Review 糖尿病・代謝・内分泌2007, 64-72. 

浜口朋也（2007）インスリン抵抗性と高尿酸血症. Pharma 
Medica, 25, 31-36. 

浜口朋也, 難波光義（2007）一般医家が出会うことの多い
内分泌疾患のやさしい診かた　代謝疾患. 診断と治療, 
95, 301-306. 

浜口朋也, 難波光義（2007）注目される分野の進歩と新しい
治療法　インスリン持続皮下注入療法（CSII）その有用
性と課題. 医学のあゆみ, 220, 1239-1243. 

浜口朋也, 勝野朋幸, 難波光義（2007）インスリン療法導入
の判断基準は？. 肥満と糖尿病, 6, 604-606. 

浜口朋也, 難波光義（2007）糖尿病発症におけるメタボリッ
クシンドロームの位置づけ. Diabetes Frontier, 18, 471-
477. 

浜口朋也（2007）SMBGにまつわるトラブル. 糖尿病ケア
2007, 春季増刊, 235-243.

勝野朋幸, 難波光義（2007）生活リズムに合わせたインスリ
ン療法について教えて下さい. 肥満と糖尿病, 6, 823-825. 

勝野朋幸, 宮川潤一郎, 難波光義（2007）吸入インスリンに
ついて. 診断と治療, 95（Suppl.）, 223-226. 

渡辺伸明, 浜口朋也, 勝野朋幸, 難波光義（2007）ITを用い
た糖尿病管理システムの開発と現状. 綜合臨牀, 56, 142-
147.

［原著］
紺屋浩之, 美内雅之, 石川哲也, 深水真希, 勝野朋幸, 浜口

朋也, 宮川潤一郎, 難波光義, 冨田晃司, 芳川篤志, 伊藤芳
晴（2007）阪神糖尿病合併症研究会で実施した糖尿病神
経障害に関する実態調査. プラクティス, 24, 215-219.

紺屋浩之, 美内雅之, 上山貴史, 小西康輔, 楠　宜樹, 永井
悦子, 木村祐子, 中村裕子, 石川哲也, 井野口千枝, 勝野朋
幸, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波光義（2007）2型糖尿病
の顕性腎症に対するテルミサルタンの効果. Therapeutic 
Research, 28, 1697-1703.

Namba, M., Hamaguchi, T. and Katsuno, T.（2007）
Continuous subcutaneous insulin infusion in Japan－
The past, the present and the future－. Infusystems 
Asia, 2, 1-3.

Uno, S., Imagawa, A., Okita, K., Sayama, K., Moriwaki, 
M. , Iwahash i , H. , Yamagata , K . , Tamura , S . , 

Matsuzawa, Y., Hanafusa, T., Miyagawa, J. and 
Shimomura, I.（2007）Macrophages and dendritic cells 
infiltrating islets with or without beta cells produce 
tumor necrosis factor-α in patients with recent-onset 
type 1 diabetes. Diabetologia, 50, 596-601. 

Zhang, J., Tokui, Y., Yamagata, K., Kozawa, J., Sayama, 
K., Iwahash i, H., Okita, K., Miuchi, M., Konya, 
H., Hamaguchi, T., Namba, M., Shimomura, I. and 
Miyagawa, J.（2007）Continuous stimulation of human 
glucagons-like peptide-1（7-36）amide in a mouse model
（NOD）delays onset of autoimmune type 1 diabetes. 
Diabetologia, 50, 1900-1909.

［症例報告］
丹波祥子, 岡内幸義, 今村陽子, 岩橋博見, 南茂隆生, 沖田 

考平, 山縣和也, 星田義彦, 執印太郎, 船橋　徹, 宮川潤一
郎, 下村伊一郎（2007）新規germline mutation を認めた
1型糖尿病合併von Hippel Lindau病の1例. ホルモンと臨
床, 55（夏季増刊）, 175-183. 

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
難波光義（2007）内科医としての立場から.（シンポジウム）

第13回日本糖尿病眼学会, 2.9-10, 京都. 
難波光義（2007）インスリン療法2007.（教育講演）第50回

日本糖尿病学会年次学術集会, 5.24-26, 仙台.（糖尿病, 50
（Suppl.1）, S72, 2007.）

難波光義（2007）インスリン基礎補償の重要性－持効型イン
スリンアナログの有用性と課題－.（イブニングセミナー）第
22回日本糖尿病合併症学会, 10.26-27, つくば.（糖尿病合
併症, 21（Suppl.1）, 125, 2007.）

浜口朋也, 勝野朋幸（2007）血糖管理における基礎インスリ
ン補償の課題と展望.（シンポジウム）第44回日本糖尿病
学会近畿地方会, 11.3, 大阪. 

Ikeda, K., Hamaguchi, T., Miuchi, M., Katsuno, T., Konya, 
H., Miyagawa, J. and Namba, M.（2007）Cl in ica l 
signif icance of toe‐brachia l pressure index in 
Japanese patients with type 2 diabetes. Oral the 14th 
Japan - Korea Symposium on Diabetes Mellitus－
Diabetes and Metabolic Syndrome in Asia－, 10.5-6, 
Kyoto.

［一般講演］
宮川潤一郎（2007）インクレチンGLP-1（glucagon-l ike-

peptide-1）の膵β細胞増殖・分化促進およびアポトーシス
抑制作用. 平成19年度第2回兵庫医科大学医学会学術講
演会, 10.5, 西宮. 

紺屋浩之, 美内雅之, 上山貴史, 小西康輔, 楠　宜樹, 木村
祐子, 井田鈴子, 石川哲也, 井野口千枝, 勝野朋幸, 浜口朋
也, 宮川潤一郎, 難波光義（2007）ミチグリニドの血糖降
下作用と多面的効果の関連性についての検討. 第50回日
本糖尿病学会年次学術集会, 5.24-26, 仙台.（糖尿病, 50
（Suppl.1）, S304, 2007.）

紺屋浩之, 美内雅之, 小西康輔, 永井悦子, 中村裕子, 石川
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哲也, 井野口千枝, 勝野朋幸, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難
波光義（2007）2型糖尿病の顕性腎症に対するテルミサル
タンの多面的効果. 第44回日本糖尿病学会近畿地方会, 
11.3, 大阪. 

勝野朋幸, 楠　宜樹, 小西康輔, 上山貴史, 木村祐子, 井田
鈴子, 美内雅之, 紺屋浩之, 浜口朋也, 宮川潤一郎, 難波
光義（2007）1型糖尿病患者におけるインスリングラルギ
ン最適投与法の検討. 第113回近畿糖尿病談話会, 6.30, 
大阪. 

勝野朋幸, 浜口朋也, 越智史浩, 百武利枝, 小西康輔, 永井
悦子, 中村裕子, 美内雅之, 片岡政子, 紺屋浩之, 宮川潤一
郎, 難波光義（2007）1型糖尿病患者の基礎インスリン補
償におけるインスリングラルギンの有用性－NPHインスリ
ンからの切り替えによる比較検討－. 第7回先進インスリン
療法研究会, 12.1, 久留米.

井野口千枝, 上田晴康, 浜口朋也, 紺屋浩之, 宮川潤一郎, 
難波光義, 岡村春樹（2007）2型糖尿病モデルSDTラッ
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（山口　徹, 北原光夫, 福井次矢　総編）, 医学書院, 東
京, 385-387.

西口修平（2007）急性肝不全. 経静脈治療オーダーマニュア
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Kyoto.（Hepatology International, 1, 157, 2007.）

Tamori, A., Nakamura, K., Tanaka, M., Tohyama, M., 
Yasuda, T., Kobayashi, S., Enomoto, M., Sakaguchi, 
H., Seki, S., Kawada, N., Habu, D., Shiomi, S. and 
Nishiguchi, S.（2007）Combinat ion therapy with 
interferon-beta and 5-Fluorouracil for advanced 
hepatocellular carcinoma. Diagonis of HCC using 
contrast u ltrasound ut i l iz ing phagocytosis of 
microbubbles by Kupffer cells. 17th Conference of 
the Asian Pacific Association for the Study of the 
Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology International, 1, 192, 
2007.）

Liu, W., Nakamura, H., Yamamoto, T., Saito, M., Ohno, 
M., Imanishi, H., Shimomura, S., Sakai, T., Nishiguchi, 
S. and Hada, T.（2007）Vitamin K2 inhibits the 
proliferation of HepG2 cell through Up-regulating 
p21 gene transcription. 17th Conference of the Asian 
Pacific Association for the Study of the Liver, 3.27-30, 
Kyoto.（Hepatology International, 1, 193, 2007.）

Yamada, M., Sugimoto, K., Metoki, R., Taira, J., Furuichi, 
Y., Miyahara, T., Imai, Y., Nakamura, I., Iijima, H. 
and Moriyasu, F.（2007）Real time 3-D ultrasound
（4D-US）and contrast 4D-US in RFA of liver tumors. 
17th Conference of the Asian Pacific Association for 
the Study of the Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology 
International, 1, 51, 2007.）

Enomoto, H., Nakamura, H., Liu, W., Imanishi, H., 
Shimomura, S., Saito, M., Hara, N., Iijima, H. and 
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（Suppl.1）, A276, 2007.）
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ミンK2による制御（Regulation of Hepatoma-derived 
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曹　　科, 劉　衛東, 中村秀次, 山本晃久, 榎本平之, 吉川
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山本晃久, 中村秀次, 曹　　科, 劉　衛東, 吉川昌平, 榎本
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4.14, 20.

西口修平（2007）慢性肝炎の予後延長のために今なすべき
こと－家庭医と専門医の役割分担－. 第434回診療内容向
上研究会, 4.28, 神戸. 
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発売記念講演, 6.23, 岐阜. 

西口修平（2007）高齢者のインターフェロン治療について. 
ラジオ関西　みんなの健康相談, 6.23.

飯島尋子（2007）肝疾患における超音波画像診断　造影
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西口修平（2007）輸血後肝炎の発生状況とその対策につい
て. 第10回石川県輸血懇話会, 7.7, 金沢. 

西口修平（2007）C型慢性肝炎の最新の治療. 学術講演会, 
7.13, 小倉. 

西口修平（2007）肝炎ウイルスに対する抗ウイルス療法の現
状.（特別講演）第26回武庫川カンファランス, 7.14, 兵庫. 

西口修平（2007）C型慢性肝炎の最新の治療.（特別講演）
第4回神奈川県ペガシス学術講演会, 7.19, 横浜. 

飯島尋子（2007）超音波造影剤Live Demonstration. 東京
医科歯科大学講演会, 7.19, 東京. 

西口修平（2007）ウルソのC型慢性肝炎に対する検証的試
験について. 第18回西日本臨床胆汁酸研究会, 7.21, 大阪. 

柴田陽子, 脇　英彦, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋
本眞里子, 松田育雄, 廣田誠一, 田附裕子, 藤元治朗, 飯
島尋子（2007）多発性肝転移を伴ったEwing’s sarcoma
（ES）／primitive neuroectodermal tumor（PNET）の
一例. 第5回阪神エコーレベルアップミーティング, 7.21, 西
宮. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の術中　造影超音波検査の実際
（1）.（特別講演）東京医科歯科大学講演会, 7.26, 東京. 

西口修平（2007）C型慢性肝炎の最新の治療. C型肝炎治
療学術講演会, 7.28, 東京. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の術中　造影超音波検査の実際
（2）.（特別講演）東京医科歯科大学講演会, 8.14, 東京. 

飯島尋子（2007）Sonazoidによる肝腫瘍診断.（特別講演）
第26回千葉超音波カラードプラ研究会, 9.19, 千葉. 

西口修平（2007）肝癌の予後延長を目指した総合的な治療
戦略. 第41回福井肝癌研究会, 9.21, 福井.

西口修平（2007）C型慢性肝炎治療の最近の話題につい
て.（特別講演）宝塚市医師会学術講演会, 9.22, 兵庫. 

飯島尋子（2007）LevovistとSonazoidの異同と肝疾患診断
における位置づけ.（特別講演）第114回大阪超音波研究
会, 9.26, 大阪. 

西口修平（2007）C型慢性肝炎～ここまで進んだ最新治療. 
Medical Tribune C型肝炎セミナー, 9.29, 兵庫.
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岩田恵典（2007）Flushナイフを用いた内視鏡的粘膜下層剥
離術. ＤＤＷフジノンブースレクチャー, 10.19, 神戸.

飯島尋子, 有井滋樹, 上田和彦, 熊田　卓（2007）肝胆膵に
おける画像診断の新展開.（座談会）肝・胆・膵, 55, 715-
731. 

飯島尋子（2007）超音波による肝疾患診断の最新情報.（特
別講演）第147回愛媛消化器疾患懇話会, 11.10, 松山. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の超音波診断－造影剤は必要か？
－. 第15回北六甲イメージアカデミー, 11.15, 三田. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍におけるSonazoid造影超音波診断. 
鳥取東部地区腹部超音波研究会, 11.16, 鳥取. 

小熊一豪, 飯島尋子, 森安史典（2007）肝臓からの超音波散
乱波RF信号のQ-Q確立プロットによる肝線維化の評価. 
第160回東京医科大学医学会総会, 11.17, 東京. 

佐々木俊一, 飯島尋子, 森安史典（2007）超音波造影剤ソナ
ゾイドの造影時相および肝臓への取り込みに関する研究. 
第160回東京医科大学医学会総会, 11.17, 東京. 

岩田恵典（2007）当科における胆膵内視鏡治療の現状. 武
庫川消化器フォーラム, 11.20, 西宮.

飯島尋子（2007）医育機関よりの発言. 第1回兵庫県女性医
師の会研修会, 12.1, 神戸. 

西口修平（2007）C型慢性肝炎の治療戦略. Ｃ型慢性治療
を考ええる会, 12.11, 埼玉.

西口修平（2007）C型肝炎・肝細胞癌－最新の話題－. 守口
医師会学術講演会, 12.12, 守口.

西口修平（2007）B型肝炎とは　特徴と治療法は. 神戸新聞
朝刊, 12.22, 12.

内分泌・代謝科
Endocrinology and Metabolism

■ 著書 ■
山本徹也（2007）痛風. 今日の処方, 改訂第4版,（高久史磨, 

水島　裕　監修）, 南江堂, 東京, 348-350.
■ 学術論文 ■

［総説］
山本徹也（2007）高尿酸血症治療の実際と新しい治療薬の

展望. Pharma Medica, 25, 69-71.
山本徹也（2007）肝疾患. 高尿酸血症と痛風, 15, 38-41.
山本徹也（2007）未成年者における高尿酸血症・痛風の患

者教育. 高尿酸血症と痛風, 15, 66-68.
山本徹也（2007）高尿酸血症・痛風の薬物療法. CLINIC 

magazine, 452 , 26-30.
森脇優司（2007）糖代謝の異常と高尿酸血症. 西宮市医師

会医学雑誌, 12, 23-28.
森脇優司（2007）鳥居痛風学術賞の受賞研究－飲酒とプリ

ン代謝について. 痛風研究會々報, 65, 3-4.
山本徹也（2007）高尿酸血症にアルコールが有害であるこ

との代謝面からの説明はどうなっていますか. 高尿酸血症
と痛風, 15, 168-169.

山本徹也（2007）高尿酸血症・痛風. 調剤と情報, 13, 1235-
1239.

［原著］
Hamada, T., Mizuta, E., Yanagihara, K., Kaetsu, Y., 

Sugihara, S., Sonoyama, K., Yamamoto, Y., Kato, 
M., Igawa, O., Shigemasa, C., Inokuchi, T., Yamamoto, 
T., Shimada, T., Ohtahara, A., Ninomiya, H. and 
Hisatome, I.（2007）Plasma levels of uridine correlate 
with blood pressure and indicators of myogenic 
pur ine degradat ion and insu l in res istance in 
hypertensive patients. Circ. J., 71, 354-356.

Takahashi, S., Inokuchi, T., Kobayashi, T., Ka, T., Tsutsumi, 
Z., Moriwaki, Y. and Yamamoto, T.（2007）Relationship 
between insulin resistance and low urinary pH in 
patients with gout, and effects of PPARα agonists on 
urine pH. Horm. Metab. Res., 39, 511-514.

Moriwaki, Y., Inokuchi, T., Yamamoto, A., Ka, T., Tsutsumi, 
Z., Takahashi, S. and Yamamoto, T.（2007）Effect of 
TNF-α inhibition on urinary albumin excretion in 
experimental diabetic rats. Acta Diabetol., 44, 215-218.

Kobayashi, T., Inokuchi, T., Yamamoto, A., Takahashi, 
S., Ka, T., Tsutsumi, Z., Saito, H., Moriwaki, Y. and 
Yamamoto, T.（2007）Effects of sucrose on plasma 
concentrations and urinary excretion of purine bases. 
Metabolism, 56, 439-443.

［症例報告］
Yamamoto, A., Moriwaki, Y., Inokuchi, T., Ka, T., 

Takahashi, S., Tsutsumi, Z. and Yamamoto, T.（2007）
Sporadic pseudohypoparathyroidism type Ib with 
TSH resistance : Identification of methylation defects 
within the GNAS Gene. Endocrinologist, 17, 179-183.

小林照美, 片瀬竜司, 野島道生, 華　常祥, 森脇優司, 高橋
澄夫, 堤　善多, 井野口卓, 山本徹也（2007）両側水腎症
による急性腎不全をきたし, ステロイド療法が有効であっ
た特発性後腹膜線維症の1例. 兵庫医科大学医学会雑誌, 
32, 105-109.

■ 学会発表 ■
［一般講演］
Yamamoto, T., Yamamoto, A., Moriwaki, Y., Inokuchi, T., 

Ka, T., Takahashi, S. and Tsutsumi, Z.（2006）Plasma 
concentrations and urinary excretion of purine 
bases（uric acid, hypoxanthine, and xanthine）and 
oxypurinol following rigorous excercise. 12th Asia 
Pacific League of Associations for Rheumatology 
Congress 2006, 8.1-5, Kuala Lumpur, Malaysia. 
（APLAR Journal of Rheumatology, 9（Suppl.1）, 
A146, 2006.）

Moriwaki, Y., Yamamoto, A., Inokuchi, T., Ka, T., 
Takahashi, S., Tsutsumi, Z. and Yamamoto, T.（2006）
Effects of allopurinol on beer induced increases 
in plasma concentrations and urinary excretions 
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of pur ine bases（uric acid, hypoxanth ine, and 
xanthine）. 12th Asia Pacific League of Associations 
for Rheumatology Congress 2006, 8.1-5, Kua la 
Lumpur, Malaysia.（APlAR Journal of Rheumatology, 9
（Suppl.1）, A146, 2006.）

井野口卓, 華　常祥, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 山本
徹也（2007）尿酸塩結晶（MSU）刺激による炎症におけ
るエタノールの影響. 第40回日本痛風・核酸代謝学会総会, 
2.15-16, 東京.（日本痛風・核酸代謝学会総会プログラム抄
録集40回, 54, 2007.）

小林照美, 井野口卓, 華　常祥, 高橋澄夫, 堤　善多, 栖田
道雄, 森脇優司, 山本徹也（2007）蔗糖の血漿プリン塩基
に及ぼす影響. 第40回日本痛風・核酸代謝学会総会, 2.15-
16, 東京.（日本痛風・核酸代謝学会総会プログラム抄録集
40回, 64, 2007.）

華　常祥, 井野口卓, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 山本
徹也（2007）カリフラワー摂取によるプリン塩基の血漿濃
度と尿中排泄への影響. 第40回日本痛風・核酸代謝学会
総会, 2.15-16, 東京.（日本痛風・核酸代謝学会総会プログ
ラム抄録集40回, 62, 2007.）

浜田紀宏, 水田栄之助, 石田勝則, 加藤雅彦, 太田原顕, 萩
野和秀, 井川　修, 重政千秋, 山本徹也, 久留一郎（2007）
高血圧患者における血漿ウリジン濃度と骨格筋プリン代
謝, インスリン抵抗性との関連. 第40回日本痛風・核酸代
謝学会総会, 2.15-16, 東京.（日本痛風・核酸代謝学会総会
プログラム抄録集40回, 71, 2007.）

高橋澄夫, 堤　善多, 井野口卓, 森脇優司, 華　常祥, 波田
壽一, 山本徹也（2007）高中性脂肪血症を合併した痛風
患者に対する高脂血症治療剤投与前後の内臓脂肪面積
と尿pHとの検討. 第40回日本痛風・核酸代謝学会総会, 
2.15-16, 東京.（日本痛風・核酸代謝学会総会プログラム抄
録集40回, 71, 2007.）

堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 華　常祥, 井野口卓, 山本
徹也（2007）痛風治療前後の血清adiponectin. 第40回日
本痛風・核酸代謝学会総会, 2.15-16, 東京.（日本痛風・核
酸代謝学会総会プログラム抄録集40回, 76, 2007.）

有住文博, 井野口卓, 華　常祥, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇
優司, 山本徹也（2007）内科的治療が著効した胆汁漏出
性限局性腹膜炎を合併した縦隔膿瘍の一例. 第182回日
本内科学会近畿地方会例会, 5.26, 大阪. 

井野口卓, 森脇優司, 華　常祥, 堤　善多, 高橋澄夫, 山本
徹也（2007）孤発性偽性副甲状腺機能低下症（Type Ib）
における遺伝子学的検討. 第80回日本内分泌学会学術総
会, 6.14-16, 東京.（日本内分泌学会雑誌, 83, 183, 2007.）

森脇優司, 井野口卓, 華　常祥, 堤　善多, 高橋澄夫, 山本
徹也（2007）ショ糖摂取による血漿尿酸値上昇のメカニズ
ムとアカルボースによる抑制効果. 第80回日本内分泌学会
学術総会, 6.14-16, 東京.（日本内分泌学会雑誌, 83, 201, 
2007.）

高橋澄夫, 森脇優司, 堤　善多, 井野口卓, 華　常祥, 山本
徹也（2007）腎結石保有痛風患者と非保有患者のメタボ

リックシンドローム因子, 尿pHおよび尿酸代謝の比較検討. 
第80回日本内分泌学会学術総会, 6.14-16, 東京.（日本内
分泌学会雑誌, 83, 201, 2007.）

華　常祥, 井野口卓, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 山
本徹也（2007）ビール, 焼酎の長期飲用による血漿尿酸
値, 尿中尿酸排泄量への影響. 第80回日本内分泌学会
学術総会, 6.14-16, 東京.（日本内分泌学会雑誌, 83, 201, 
2007.）

Inokuchi, T., Ka, T., Yamamoto, A., Takahashi, S., 
Tsutsumi, Z., Moriwaki, Y. and Yamamoto, T.（2007）
Effects of allopurinol on beer-induced increases in 
plasma concentrations of purine bases and uridine. 
12th I nternat iona l Sympos ium on Pur ine and 
Pyrimidine Metabolism in Man, 6.24-28, Chicago, 
Illinois, U.S.A.（Program & Abstracts, 70, 2007.）

Moriwaki, Y., Inokuchi, T., Ka, T., Yamamoto, A., Tsutsumi, 
Z., Takahashi, S. and  Yamamoto, T.（2007）Effects 
of acarbose on the increased plasma concentration 
of ur ic acid induced by sucrose ingest ion.12th 
International Symposium on Purine and Pyrimidine 
Metabol ism in Man, 6.24-28, Chicago, I l l inois, 
U.S.A.（Program & Abstracts, 72, 2007.）

Yamamoto, T., Kobayashi, T., Inokuchi, T., Yamamoto, A., 
Takahashi, S., Ka, T., Tsutsumi, Z. and  Moriwaki, 
Y.（2007）Effects of sucrose ingestion on purine bases 
and uridine. 12th International Symposium on Purine 
and Pyrimidine Metabolism in Man, 6.24-28, Chicago, 
Illinois, U.S.A.（Program & Abstracts, 74, 2007.）

Tsutsumi, Z., Moriwaki, Y., Takahashi, S., Ka, T., 
Inokuchi, T. and Yamamoto, T.（2007）High prevalence 
of metabolic syndrome in Japanese patients with 
gout. 12th International Symposium on Purine and 
Pyrimidine Metabolism in Man, 6.24-28, Chicago, 
Illinois, U.S.A.（Program & Abstracts, 76, 2007.）

華　常祥, 井野口卓, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 山本
徹也（2007）21水酸化酵素欠損症の一例. 日本人類遺伝
学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会
プログラム・抄録集, 52, 51, 2007.）

堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 華　常祥, 井野口卓, 山本
徹也（2007）痛風患者におけるメタボリックシンドローム. 
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
2007, 8.4, 大阪. 

河合健志, 華　常祥, 井野口卓, 高橋澄夫, 堤　善多, 森脇
優司, 山本徹也, 徳山正徳, 中西　健（2007）透析患者に
みられたインスリン自己免疫症候群の1例. 第183回日本
内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸.（プログラム・抄録集, 44, 
2007.）

井野口卓, 華　常祥, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇優司, 山本
徹也（2007）治療途中でインスリン治療を必要としなく
なったバセドウ病を合併した1型糖尿病の1例. 第8回日本
内分泌学会近畿支部学術集会, 9.29, 京都. 
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玉田大介, 井野口卓, 華　常祥, 堤　善多, 高橋澄夫, 森脇
優司 , 山本徹也（2007）アクアポリン2遺伝子変異によ
る腎性尿崩症の1例. 第184回日本内科学会近畿地方会, 
12.1, 京都.（プログラム・抄録集, 18, 2007.）

■ その他 ■
森脇優司（2005）尿酸塩結晶（MSU）によるサイトカイン分

泌とTLR signalingとの関連. 平成17年度研究助成に対す
る概要報告書（21）, 11. 

山本徹也（2007）高尿酸血症・痛風とは？－知って得する不
思議な病気－. 篠山キャンパス公開健康教室, 3.19, 篠山. 

山本徹也（2007）生活習慣と高尿酸血症－知って得する不
思議な病気－. 第31回兵庫県宝塚市健康大学講座, 6.7, 宝
塚. 

華　常祥（2007）空腹時および食後低血糖をきたした1例. 
第20回兵庫下垂体疾患症例検討会, 6.21, 兵庫. 

井野口卓（2007）原発巣不明の異所性ACTH産生腫瘍の1
例. 第20回兵庫下垂体疾患症例検討会, 6.21, 兵庫. 

井野口卓（2007）高血圧以外に明らかな身体徴候を欠いた
クッシング症候群の1例. 第4回HGC病診連携の会, 7.19, 
兵庫. 

山本徹也（2007）ステロイド性骨粗鬆症の病態と治療. アク
トネル週一回製剤新発売記念学術講演会 ステロイド性骨
粗鬆症を考える会, 8.25, 兵庫. 

山本徹也（2007）コレステロールとは？. 平成19年度篠山市
民健康大学講座, 9.1, 篠山. 

山本徹也（2007）尿酸とは？－知って得する不思議な病気－. 
平成19年度市民健康大学講座, 9.5, 兵庫. 

山本徹也（2007）痛風合併病態の治療の進歩 高脂血症. 第
18回痛風研修会, 9.30, 東京. 

山本徹也（2007）高尿酸血症・痛風治療－改定にむけて－. 
堺市医師会整形外科医会学術講演会, 10.13, 大阪. 

山本徹也（2007）高尿酸血症・痛風ガイドラインの改定にむ
けて　および痛風に合併した脂質異常症の治療について. 
南あわじ市医師会臨床談話会, 10.24, 淡路. 

井野口卓（2007）ＧＨ低反応と慢性甲状腺炎（橋本病）を
伴ったＡCTＨ単独欠損症の1例. 第21回兵庫下垂体疾患
症例検討会, 11.29, 兵庫. 

山本徹也（2007）新しいガイドラインに基づいた脂質異常症
の治療. 神戸市医師会学術講演会, 12.1, 神戸. 

森脇優司（2007）アルドステロンについての最近の話題. 第
20回揖龍地区薬剤師研修会, 12.15, 龍野. 

山本徹也（2007）高尿酸血症・痛風とメタボリックシンド
ローム－脂質を中心として－. 高尿酸血症の病態と治療を

テーマとした学術講演会, 12.15, 松江. 

上部消化管科
Upper Gastroenterology

■ 著書 ■
田中淳二, 三輪洋人（2007）急性胃炎・AGML. 消化器疾患

最新の治療2007-2008,（菅野健太郎, 上西紀夫, 井廻道夫 
編）, 南江堂, 東京, 105-107.

三輪洋人（2007）Functional Dyspepsia（機能性胃腸症）. 
今日の処方, 改訂第4版,（高久史麿, 水島　裕　監修）, 南
江堂, 東京, 267-268.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）胸やけ・げっぷ. 内科学, 第9版,
（杉本恒明, 矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 74-76.

中嶋一彦, 三輪洋人（2007）吃逆. 内科学, 第9版,（杉本恒
明, 矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 76-77.

中嶋一彦, 三輪洋人（2007）口渇. 内科学, 第9版,（杉本恒明, 
矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 77-78.

■ 学術論文 ■
［総説］
三 輪 洋人（2 0 0 7）ディスペプシア診 療の現 状と課 題

科学的な治療指針の確立を目指して. Front i e r s i n 
Gastroenterology, 12, 8-30.

三輪洋人（2007）胃食道逆流症（GERD）の新しい展開
NERD（非びらん性胃食道逆流症）とバレット食道を含め
て. MEDICO, 38, 14-17.

三輪洋人（2007）実地臨床で使用可能なファモチジン
20mg/日でNSAIDｓによる胃粘膜傷害を改善し得たこと
の意義は大きい. 消化器診療, 75, 17.

三輪洋人 , 大島忠之 , 富田寿彦（2007）ディスペプシアに
対する科学的な治療戦略. 日本消化器病学会雑誌, 104, 
1594-1600.

堀　和敏, 池内浩基, 中埜廣樹, 應田義雄, 樋田信幸, 松本
譽之, 三輪洋人（2007）潰瘍性大腸炎の上部消化管病変
の臨床と経過－画像所見を中心に. 胃と腸, 42, 441-448.

堀　和敏 , 三輪洋人（2007）大学病院における除菌療法の
現状. 消化器の臨床, 10, 353-357.

堀　和敏 , 金　鏞民 , 三輪洋人（2007）内視鏡の読み方
十二指腸白色粘膜の内視鏡的鑑別診断. 臨牀消化器内科, 
22, 1649-1653.

堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 小石健二, 坂上　隆, 三輪
洋人（2007）内視鏡の読み方　10mm以下UL（－）分化
型SM胃癌. 臨牀消化器内科, 22, 1767-1770.

大島忠之, 田中淳二, 三輪洋人（2007）原因不明消化管出血
の1例. 日本消化器病学会雑誌, 104, 584, 587.

大島忠之, 三輪洋人（2007）GERDの病因論. 日本臨牀, 65, 
797-801.

大島忠之, 三輪洋人（2007）内臓知覚からみたNERDの病
態. G. I. Research, 15, 196-201.

大島忠之, 三輪洋人（2007）セロトニン受容体作動薬（モサ
プリド）の鎮痛効果. 痛みと臨床, 7, 425-430.

大島忠之, 城　卓志, 三輪洋人（2007）酸化ストレスによる
大腸粘膜上皮透過性とクローディンの発現制御. 潰瘍, 34, 
96-98.

大島忠之, 三輪洋人（2007）胃食道逆流症と生活習慣. 綜合
臨牀, 56, 3029-3032.

金　鏞民 , 堀　和敏 , 三輪洋人（2007）内視鏡の読み方
gastritis cystica polyposaの内視鏡像. 臨牀消化器内科, 
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22, 1526-1530.
金　鏞民, 三輪洋人（2007）胃疾患－最近のディスペプシア

の病態と治療. Medicament News, 1904, 17-19.
富田寿彦, 三輪洋人（2007）胃食道逆流症（GERD）と非び

らん性胃食道逆流症（NERD）. Annual Review 消化器 
2007, 24-29.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）機能性ディスペプシア. 小児科, 
48, 551-556.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）消化器疾患の薬物治療　胃食
道逆流症（GERD）. Medicina, 44, 1682-1684.

田中淳二, 三輪洋人（2007）胃炎・消化性潰瘍. 薬局, 58, 
688-708.

戸澤勝之, 上小鶴孝二, 川　浩介, 横山陽子, 吉田幸治, 高川
哲也, 日下　剛, 應田義雄, 樋田信幸, 福永　健, 神野良
男, 大西国夫, 三輪洋人, 松本譽之（2007）虚血性腸炎と
性差. G. I. Research, 15, 43-47.

戸澤勝之 , 三輪洋人 , 松本譽之（2007）IBDに対する薬物
長期投与により引き起こされる癌. 臨牀消化器内科, 22, 
882-888.

［原著］
Miwa, H., Sasaki, M., Furuta, T., Koike, T., Habu, Y., Ito, 

M., Fujiwara, Y., Wada, T., Nagahara, A., Hongo, M., 
Chiba, T.,  Kinoshita, Y. and THE ACID-RELATED 
SYMPTOM（ARS）RESEARCH GROUP（2007）
Efficacy of rabeprazole on heartburn symptom 
resolution in patients with non-erosive and erosive 
gastro-oesophageal reflux disease: a multicenter study 
from Japan. Aliment. Pharmacol. Ther., 26, 69-77.

Miwa, H., Nakajima, K., Yamaguchi, K., Fujimoto, K., 
Veldhuyzen van Zanten, S.J., Kinoshita, Y., Adachi, 
K., Kusunoki, H. and Haruma, K.（2007）Generation 
of dyspeptic symptoms by direct acid infusion into 
the stomach of healthy Japaneses subjects. Aliment. 
Pharmacol. Ther., 26, 257-264.

Joh, T., Miwa, H., Higuch, K, Shimatani, T., Manabe, N., 
Adachi, K., Wada, T., Sasaki, M., Fujiwara, Y., Hongo, 
M., Chiba, T., Kinoshita, Y. and ARS Research Group
（2007）Validity of endoscopic classification for non-
erosive reflux disease. J. Gastroenterol., 42, 444-449.

Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Hori, K., Fukuda, 
Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2007）Role of bacterial 
strain diversity of Helicobacter pylori in gastric 
carcinogenesis induced by N-Methyl-N-nitrosourea in 
Mongolian gerbils. Helicobacter, 12, 213-223.

Itatsu, T., Miwa, H., Nagahara, A., Kubota, M., Miyazaki, 
A., Sato, N. and Hayashida, Y.（2007）Eradication of 
Helicobacter pylori in hemodialysis patients. Ren. Fail., 
29, 97-102.

Fukunaga, K., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2007）
Role of leukocytapheresis in the management of 
inflammatory bowel disease. Trop. Gastroenterol., 28, 

11-15.
Yokoyama, Y., Fukunaga, K., Fukuda, Y., Tozawa, K., 

Kamikozuru, K., Ohnishi, K., Kusaka, T., Kosaka, T., 
Hida, N., Ohda, Y., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2007）
Demonstration of low regulatory CD25High+CD4+ 
and h igh-pro-in f lammatory CD28-CD4+ T-Cel l 
subsets in patients with ulcerative colitis: modified 
by selective granulocyte and monocyte adsorption 
apheresis. Dig. Dis. Sci., 52, 2725-2731.

［症例報告］
Fukunaga, K., Ohda, Y., Inoue, T., Kono, T., Miwa, H. 

and Matsumoto, T.（2007）Toxic epidermal necrosis 
associated with mesa lamine in a pat ient with 
ulcerative colitis. Inflamm. Bowel Dis., 13, 1055-1056.

Fukunaga, K., Hida, N., Ohnishi, K., Ohda, Y., Yoshida, 
K., Kusaka, T., Jinno, Y., Nagase, K., Nakamura, S., 
Kadobayashi, M., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2007）
A suppository Chinese medicine（Xilei-san）for 
refractory ulcerative proctitis: a pilot clinical trial. 
Digestion, 75, 146-147.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
三輪洋人（2007）ガイドラインをめざして－GERD.（特別講

演）第3回日本消化管学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（プ
ログラム・抄録集, 36, 2007.）

三輪洋人（2007）胃と食道のはざまで.（ランチョンセミナー）
第3回日本消化管学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（プログ
ラム・抄録集, 46, 2007.）

三輪洋人（2007）日本人の消化管障害についてのエビデンス
を考える.（ランチョンセミナー）第93回日本消化器病学会
総会, 4.19-21, 青森.

三輪洋人（2007）Barrett’s食道－現状の理解と問題点－.（ラ
ンチョンセミナー）第61回日本食道学会学術集会, 6.21-22, 
横浜.（プログラム抄録集, 58, 2007.）

Miwa, H.（2007）Helocobacter pylori and gastric cancer 
the Asian enigma.（Lecture）International Symposium 
of Academic exchange between Hyogo College 
of Medicine and Tianjin Medical University, 9.26, 
Nishinomiya.

三輪洋人（2007）Functional Dyspepsia患者に対するタンド
スピロンの有用性．（教育講演）第69回消化器心身医学研
究会, 10.20, 神戸.

［シンポジウム等］
大島忠之 , 三輪洋人 , 片岡洋望, 佐々木誠人, 城　卓志

（2007）大腸粘膜上皮におけるWip1によるタイト結合蛋
白発現制御.（ワークショップ）第3回日本消化管学会総会
学術集会, 2.1-2, 東京.（プログラム・抄録集137, 2007.）

富田寿彦, 三輪洋人（2007）NERD患者における酸還流時
の食道固有筋層の変化.（パネルディスカッション）第61回
日本食道学会学術集会, 6.21-22, 横浜.（プログラム抄録
集, 106, 2007.）
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森田　毅, 堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 大島忠之, 田中
淳二, 山本憲康, 林千鶴子, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人
（2007）Helicobacter pylori（H.pylori）血清抗体法による
胃癌高危険群絞込みの問題点と対策.（ワークショップ）
第13回日本ヘリコバクター学会, 6.21-22, 大津.（第13回日
本ヘリコバクター学会抄録集, 147, 2007.）

三輪洋人（2007）潜在するメジャー酸関連疾患のDisease 
Management　NERDやFDが苦手な先生のためのシン
ポジウム　酸分泌からのアプローチ.（サテライトシンポジ
ウム）第49回日本消化器病学会大会, 10.18-21, 神戸.（日
本消化器病学会雑誌, 104（臨時増刊）, 175, 2007.）

富永和作, 三輪洋人, 永原章仁（2007）クエン酸タンドスピロ
ン（セディール）による機能性ディスペプシア患者の優位
な症状改善効果－プラセボ対照他施設共同二重盲検比較
試験－.（ワークショップ）第49回日本消化器病学会大会, 
10.18-21, 神戸.（日本消化器病学会雑誌, 104（臨時増刊）, 
A469, 2007.）

Miwa, H.（2007）Recent trend of GERD in Japan.
（Symposium）Asian Pacific Digestive Week 2007
（APDW2007）, 10.15-18, Kobe.（Program, 39, 2007.）

富田寿彦, 三輪洋人（2007）胸やけ症状発現と食道固有筋
層の変化.（シンポジウム）第49回日本消化器病学会大会
（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化器病学会雑誌, 
104（臨時増刊）, A319, 2007.）

中村志郎, 神野良男, 應田義雄, 大西国夫, 日下　剛, 吉田
幸治, 福永　健, 樋田信幸, 三輪洋人, 松本譽之（2007）
クローン病大量出血例に関する臨床的検討.（シンポジウ
ム）第45回小腸研究会, 11.10, 東京.（プログラム抄録集, 7,  
2007.）

［一般講演］
金　鏞民, 堀　和敏, 大島忠之, 山本憲康, 富田寿彦, 森田

毅, 林千鶴子, 田中淳二, 坂上　隆, 松本譽之, 三輪洋人
（2007）癌化胃過形成性ポリープの1例. 第3回日本消化
管学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（第3回日本消化管学会
総会学術集会抄録集, 245, 2007.）

河野友彰, 應田義雄, 井上　拓, 戸澤勝之, 上小鶴孝二, 樋
田信幸, 福永　健, 堀　和敏, 内野　基, 中埜廣樹, 池内
浩基, 中嶋一彦, 竹末芳生, 山村武平, 三輪洋人, 松本譽
之, 福田勝英（2007）重篤なMRSA肺炎を合併したが救
命しえた激症潰瘍性大腸炎の1例. 第3回日本消化管学会
総会学術集会, 2.1-2, 東京.（第3回日本消化管学会総会学
術集会抄録集, 311, 2007.）

井上　拓, 福永　健, 河野友彰, 上小鶴孝二, 戸澤勝之, 横
山陽子, 吉田幸治, 日下　剛, 應田義雄, 樋田信幸, 大西国
夫, 松本譽之, 三輪洋人（2007）広範囲の皮膚壊死を合併
した潰瘍性大腸炎の1例. 第86回日本消化器病学会近畿
支部例会, 2.17, 京都.（第86回日本消化器病学会近畿支部
例会プログラム, 30, 2007.）

Tomita, T., Kondo, T., Hayashi, C., Tanaka, J., Kim, Y., 
Yamamoto, N., Hida, N., Oshima, T., Hori, K., Sakagami, 
T., Matsumoto, T. and  Miwa, H.（2007）Increased 

esophageal muscle thickness in patients with non-
erosive gastroesophageal reflux disease. Digestive 
Disease Week and the 108th Annual Meeting of the 
AGA Institute（DDW2007）, 5.19-24, Washington 
D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132（Suppl.2）, A-139, 
2007.）

Miwa, H., Oshima, T., Tomita, T., Sakurai, J., Matsumoto, 
T. and Koseki, J.（2007）Decreased rat voluntary 
movement as a measure of chronic visceral pain - a 
study using the rat chronic acid reflux esophagitis 
model. Digestive Disease Week and the 108th Annual 
Meeting of the AGA Institute（DDW2007）, 5.19-
24, Washington D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132
（Suppl.2）, A-155, 2007.）

Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Hori, K., 
Fukuda, Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2007）Role 
of bacterial strain diversity of Helicobacter pylori 
in gasric carcinogenesis induced by N-Metyl-N-
Nitrosourea in Mongolian gerbils. Digestive Disease 
Week and the 108th Annual Meeting of the AGA 
Inst itute（DDW2007）, 5.19-24, Washington D.C., 
U.S.A.（Gastroenterology, 132（Suppl.2）, A-212, 
2007.）

Kusano, M., Yamaguchi, K., Saitoh, T., Inamori, M., 
Ando, T., Shimotani, T., Adachi, K., Shimoyama, 
Y., Kinjo, F., Kuribayashi, S., Mitsufuji, S., Higuchi, 
K., Koyama, S., Akiyama, J., Takag i, A., Miwa, 
H. and Fujimoto, K.（2007）A new questionnaire 
FSSG, frequency scale for the symptoms of GERD, 
better correlates with endoscopic severity than 
quest questionnaire, and is capable to evaluate 
dyspeptic symptoms in GERD patients. Japan FSSG 
committee multi center trial. Digestive Disease 
Week and the 108th Annual Meeting of the AGA 
Inst itute（DDW2007）, 5.19-24, Washington D.C., 
U.S.A.（Gastroenterology, 132（Suppl.2）, A-285, 
2007.）

Okada,.T, Hori, K., Nakajima, K., Yamamoto, A., Graham, 
A. and Miwa, H.（2007）Cases of gastric MALT 
lymphoma and dif fuse karge B-Cel l lymphoma 
associated with Okadaella Gastrococcus-like organism. 
Digest ive Disease Week and the 108th Annual 
Meeting of the AGA Institute（DDW2007）, 5.19-
24, Washington D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132
（Suppl.2）, A-311, 2007.）

Oshima, T., Joh, T., Kataoka, H., Sasaki, M., Matsumoto, T. 
and Miwa, H.（2007）Aspirin induces gastric epithelial 
barrier dysfunction by activating P38 map kinase 
via claudin-7. Digestive Disease Week and the 108th 
Annual Meeting of the AGA Institute（DDW2007）, 
5.19-24, Washington D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132
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（Suppl.2）, A-416, 2007.）
Kinosh ita , Y. , Miwa, H., Ash ida, K. and Hongo, 

M.（2007）Does l i festyle modi f icat ion improve 
health-related quality of life of patients with reflux 
esophagitis who receive treatment with a proton 
pump inhibitor? : Data from request study（4）. 
Digest ive Disease Week and the 108th Annual 
Meeting of the AGA Institute（DDW2007）, 5.19-
24, Washington D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132
（Suppl.2）, A-492, 2007.）

Kamikozuru, K., Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Nagase, 
K., Tozawa, K., Ohda, Y., Hida, N., Fukuda, Y., Miwa, 
H. and Matsumoto, T.（2007）The opposite changes 
in expressions of Cd4+ T-cells during LCAP and 
GCAP for active ulcerative colitis patient refractory 
to convent iona l therapies. Digest ive Disease 
Week and the 108th Annual Meeting of the AGA 
Inst itute（DDW2007）, 5.19-24, Washington D.C., 
U.S.A.（Gastroenterology, 132（Suppl.2）, A-560, 
2007.）

Yamamoto, N., Hashimoto, K., Hayashi, C., Ohda, Y., Hida, 
N., Hori, K., Sakagami, T., Ishikawa, H., Matsumoto, T. 
and Miwa, H.（2007）Does slim endoscope improve 
the tolerance of patients or do we still need conscious 
sedat ion? a randomized double-bl ind placebo-
control led study. Digestive Disease Week 2007, 
5.19-24, Washington D.C., U.S.A.（Gastrointestinal 
Endoscopy, 65, AB322, 2007.）

本郷道夫, 三輪洋人, 蘆田　潔, 木下芳一（2007）逆流性食
道炎に対する新しい自己記入式「生活の質」質問票作成
の試み（REQUEST study-1）.  第93回日本消化器病学
会総会, 4.19-21, 青森.（日本消化器病学会雑誌, 104（臨
時増刊）, A125, 2007.）

蘆田　潔, 木下芳一, 三輪洋人, 本郷道夫（2007）逆流性食
道炎患者における「生活の質」障害の実態（REQUEST 
study-2）. 第93回日本消化器病学会総会, 4.19-21, 青
森.（日本消化器病学会雑誌, 104（臨時増刊）, A126, 
2007.）

三輪洋人, 蘆田　潔, 木下芳一, 本郷道夫（2007）逆流性食
道炎患者に対するランソプラゾールによる「生活の質」改
善効果の検討（REQUEST study-3）. 第93回日本消化器
病学会総会, 4.19-21, 青森.（日本消化器病学会雑誌, 104
（臨時増刊）, A127, 2007.）

木下芳一, 蘆田　潔, 三輪洋人, 本郷道夫（2007）逆流性食
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ぐって－.（講演）第10回消化器ざっくばらんフォーラム, 
2.17, 京都.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方－特にNERDの病
態と治療－.（講演）浜松市学術講演会, 2.21, 浜松.

三 輪洋人 ,  永原章仁 ,  小 池智幸（2 0 0 7）ピロリ菌陽



65兵庫医大業績録（2007）

性のG E R Dは除菌すべきか？.（座談 会）T H E G I 
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態と治療.（講演）唐津東松浦医師会学術講演会, 4.24, 唐
津.

Miwa, H.（2007）What is the optimal treatment for 
Upper GI symptom.（Lecture）ACID Workshop in 
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回菅生フォーラム, 7.11, 川崎.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方.（講演）第3回福井
県嚥下障害セミナー, 7.13, 福井.
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ませんか, その症状－.（講演）福岡県内科医会 北九州ブ
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magazine, 446, 22-25. 

松本譽之 , 樋田信幸, 渡辺憲治, 押谷伸英（2007）NBIが
サーベイランスに有効であった潰瘍性大腸炎の1症例. 早
期大腸癌, 11, 160-161. 

日比紀文, 松本譽之（2007）血球成分除去療法の世界標準
治療法確立に向けて～基礎および臨床からの発信～. CC 
JAPAN, 38, 40-41. 
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松本譽之（2007）炎症性腸疾患における抗サイトカイン療法
の今後. Infliximab Meeting, 3.31, 宝塚. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の病態と治療薬の最近の進
歩.（教育講演）京都薬科大学京薬会卒後教育講座, 5.13, 

京都. 
樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎におけるサーベイランスの

実際. 武庫川消化器フォーラム, 5.29, 西宮. 
松本譽之（2007）腸免疫3. 日本消化器免疫学会News 

Letter, 8, 1. 
松本譽之, 中村志郎, 神野良男（2007）クローン病の肉芽腫

は腸内抗原への特異的反応の場である. 平成19年度近畿
腸管微生物研究会総会・研究会, 6.9, 吹田. 

中村志郎（2007）IBDに対するトータルケア How to treat 
this patient?.（症例提示）第19回大腸病態治療研究会, 
6.14, 大阪. 

樋田信幸（2007）IBDに対するトータルケア How to treat 
this patient?.（パネリスト）第19回大腸病態治療研究会, 
6.14, 大阪. 

松本譽之（2007）レミケードにより変化したクローン病の治
療.（特別講演）レミケード効能追加記念講演会, 6.16, 東
京. 

松本譽之（2007）世界に発信するエビデンスの確立と将来の
可能性へ向けて.（パネリスト）レミケード効能追加記念講
演会, 6.16, 東京. 

中村志郎（2007）出血型クローン病に関する臨床的検
討.（特別講演）第32回兵庫医科大学大腸疾患研究会, 
6.16, 尼崎. 

樋田信幸（2007）大腸疾患の新しい画像診断法－NBI・
AFI・PET－.（教育講演）第32回兵庫医科大学大腸疾患
研究会, 6.16, 尼崎. 

中村志郎（2007）潰瘍性大腸炎・クローン病.（無料相談会）
第47回「医療・生活・教育」無料相談会（ＮＰＯ神戸市難
病団体連絡協議会主催）, 6.17, 神戸. 

中村志郎（2007）高齢者の消化管疾患を診る　大腸－診断
と治療－. 第12回南大阪臨床消化器病研究会, 6.28, 大阪. 

松本譽之（2007）膠原病及び類縁疾患と消化管病変.（特別
講演）第7回膠原病の臓器障害研究会, 7.7, 大阪. 

中村志郎（2007）Top down Remicadeが有用であった胃
十二指腸病変を伴うクローン病の1例.（症例検討）田辺製
薬株式会社学術講演会, 7.24, 東京. 

中村志郎（2007）感染性腸炎の内視鏡診断.（教育講演）第
3回阪神消化器疾患UP-TO-DATE, 7.28, 尼崎. 

中村志郎（20 07）I BD治療－外科・内科のよりよき連
携.（ディスカッション）第10回関西腸疾患セミナー, 8.3, 大
阪. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患に対するインフリキシマ
ブ臨床試験の状況.（ディスカッション）Round Table 
Meeting on IBD, 8.4, 東京. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の治療スタンダード－診療
ガイドライン（難病研究班）より－.（ミニレクチャー）兵庫
IBDカンファレンス, 8.10, 神戸. 

中村志郎（2007）クローン病に合併した慢性Ｃ型肝炎に対
しPeg-IFN, リバビリンが奏効した1例.（コメンテーター）
第14回IBDクラブジュニアウエスト, 8.25, 大阪. 

松本譽之（2007）大腸癌と遺伝.（ミニレクチャー）第367回
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大阪胃研究会, 9.12, 大阪. 
應田義雄（2007）炎症性腸疾患の難治症例に対する治療

の進め方.（パネルディスカッション）第6回IBDフォーラム, 
9.13, 神戸. 

松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎・診療ガイドラインにみる白
血球除去療法の位置付けと可能性.（座談会）UC WAVE, 
9, 1-6. 

松本譽之（2007）クローン病.（難病医療相談会）平成19年
度尼崎市難病医療相談会（尼崎市難病団体連絡協議会
主催）, 10.14, 尼崎. 

應田義雄（2007）潰瘍性大腸炎・クローン病.（難病医療相
談会）第57回「医療・生活・教育」相談会（兵庫県・兵庫
県難病団体連絡協議会主催）, 10.14, 加西. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の病態を治療.（特別講演）
第21回三重消化管腫瘍セミナー, 11.7, 津. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の診断と治療について.（特
別講演）第1回姫路消化管フォーラム, 11.8, 姫路. 

松本譽之（2007）IBDに合併する大腸癌とそのサーベイラン
ス.（教育講演）第10回兵庫大腸癌治療研究会, 11.9, 神戸. 

松本譽之（2007）Colitic cancerの内視鏡診断－効率的な
サーベイランス－.（特別講演）第41回胃を考える会, 11.10, 
徳島. 

應田義雄（2007）我々が経験した小腸出血.（症例報告）第
33回兵庫医科大学大腸疾患研究会, 11.17, 尼崎. 

吉田幸治（2007）当科におけるクローン病へのインフリキシ
マブTopDown治療の現状.（一般演題）第2回武庫川消化
器フォーラム, 11.20, 西宮. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の内科治療－Up To Date
－.（特別講演）第7回埼玉UC&CD研究会, 11.22, 大宮. 

松本譽之（2007）腹痛と下痢の診断－感染性腸炎の鑑別と
内視鏡.（レクチャー）第63回兵庫医科大学内科カンファレ
ンス, 11.26, 西宮（兵庫医科大学）. 

中村志郎（2007）まだまだ侮れない潰瘍性大腸炎の臨床診
断－的確な診断のための重症度別case study－. 第33回
西神・播磨消化器懇話会, 12.6, 神戸. 

樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎の癌化と内視鏡診断.（社内
勉強会講演）日清キョーリン製薬株式会社大阪支店社内
勉強会, 12.6, 大阪. 

松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎サーベイランスアトラスの紹
介.（特別企画講演）第29回IBD Club Jr. 研究会, 12.8, 東
京. 

樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎について.（難病医療相談
会）平成19年度尼崎市難病医療相談会（尼崎市難病団体
連絡協議会主催）, 12.9, 尼崎. 

松本譽之（2007）見直そう食のバランス－増え続ける日本人
の大腸癌－.（企画特集）毎日新聞朝刊, 12.16, 24.

呼吸器・ＲＣＵ科
Respiratory and Critical Care Medicine

■ 学術論文 ■
［総説］
中野孝司（2007）アスベストとは　基本知識. 画像診断, 27, 

10-16. 
中野孝司（2007）アスベスト関連呼吸器疾患　内科治療. 臨

床画像, 23, 40-48. 
中野孝司（2007）肺疾患をCTで診る－びまん性肺疾患（塵

肺）－アスベスト関連肺疾患. Medicina, 44, 318-320. 
中野孝司（2007）癌治療の最新医療情報－悪性胸膜中皮腫

の診断と治療. FOCUS on ONCOLOGY, 6, 11-13. 
中野孝司（2007）悪性中皮腫　頻度と臨床的アプローチ. 

Biomedical Research on Trace Elements, 17, 391-398. 
中野孝司（2007）中皮腫の臨床像と診断. Medical Science 

Digest, 33, 887-890. 
中野孝司（2007）低濃度アスベスト曝露のリスク評価－臨床

医の立場から－. 安全医学, 3, 83-91. 
中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断. CT検診, 

14, 130-139. 
中野孝司（2007）中皮腫の登録制度の構築と標準的治療法

の確立に向けた多施設臨床試験の取り組み. 日本職業・
災害医学会会誌, 55, 121-127. 

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫とアスベスト. 呼吸器ケア, 
冬季増刊, 238-242. 

中野孝司（2007）悪性中皮腫罹患ハイリスク群の検診と診
療. 成人病と生活習慣病, 37, 1255-1259. 

中野孝司（2007）石綿関連疾患の調査研究と治療法の開発. 
肺癌, 47, 761-768. 

奥村好邦 , 田中文啓, 長谷川誠紀 , 福岡和也 , 中野孝司
（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と手術適応. 胸部外
科, 60, 25-29. 

［原著］
Tabata, C., Tabata, R., Kadokawa, Y., Hisamori, S., 

Takahashi, M., Mishima, M., Nakano, T. and Kubo, 
H.（2007）Thalidomide prevents bleomycin-induced 
pulmonary fibrosis in mice. J. Immunol., 179, 708-714. 

Takeda, M. , Arao, T. , Yokote, H. , Komatsu, T. , 
Yanagihara, K., Sasaki, H., Yamada, Y., Tamura, 
T., Fukuoka, K., Kimura, H., Saijo, N. and Nishio, 
K.（2007）AZD2171 shows potent antitumor activity 
against gastric cancer over-expressing fibroblast 
growth factor recepter 2/keratinocyte growth factor 
receptor. Clin. Cancer Res., 13, 3051-3057. 

Otsuki, T., Maeda, M., Murakami, S., Hayashi, H., Miura, 
Y., Kusaka, M., Nakano, T., Fukuoka, K., Kishimoto, 
T., Hyodoh, F., Ueki, A. and Nishimura, Y.（2007）
Immunological effects of silica and asbestos. Cell. Mol. 
Immunol., 4, 261-268. 

Takeda, K., Tak i fuj i, N., Negoro, S. , Furuse, K., 
Nakamura, S., Takeda, Y., Hoso, T., Hayasaka, S., 
Nakano, T., Araki, J., Senba, H., Iwami, F., Yamaji, Y., 
Fukuoka, M. and Ikegami, H.（2007）Phase Ⅱ study 



73兵庫医大業績録（2007）

of amrubicin, 9-amino-anthracycline, in patients with 
advanced non-small-cell lung cancer :a West Japan 
Thoracic Oncology Group（WJTOG）study. Invest. 
New Drugs, 25, 377-383. 

福岡和也, 上坂亜由子, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 中
嶋泰典, 飯田慎一郎, 延山誠一, 田村邦宣, 山田秀哉, 村
上亜紀, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓, 長
谷川誠紀, 中野孝司（2007）アスベスト検診要精検者に対
する呼吸器内視鏡検査の有用性. 気管支学, 29, 177-185. 

Kono, T., Shimoda, M., Takahashi, M., Matsumoto, K., 
Yoshimoto, T., Mizutani, M., Tabata, C., Okoshi, K., 
Wada, H. and Kubo, H.（2007）Immunohistochemical 
detection of the lymphatic marker podoplanin in 
diverse types of human cancer cells using a novel 
antibody. Int. J. Oncol., 31, 501-508.

［症例報告］
山田秀哉, 福岡和也, 三宅光富, 宮田　茂, 中嶋泰典, 田村

邦宣, 田端千春, 飯田慎一郎, 栗林康造, 上坂亜由子, 村
上亜紀, 安光亮洋, 中野孝司（2007）頸部リンパ節結核を
合併した肺癌の1例. 日本呼吸器学会雑誌, 45, 720-725. 

中嶋泰典, 福岡和也, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 中野
孝司, 長谷川誠紀, 廣田誠一（2007）気管支喘息として治
療されていたが, 血痰を契機に発見された有茎性気管支
内腫瘍の1切除例. 兵庫県医師会医学雑誌, 49, 102-105.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断.（特別講

演）第14回日本CT検診学会, 2.16-17, 大阪.（CT検診, 14, 
1, 2007.）

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の病態と画像診断.（教
育講演）第34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神
戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 155, 2007.）

［シンポジウム等］
中野孝司（2007）中皮腫の診断と治療.（シンポジウム）第77

回日本衛生学会総会, 3.28, 大阪.（日本衛生学会雑誌, 62, 
353-354.）

中野孝司（2007）低濃度アスベスト曝露に対する一般住民
検診.（シンポジウム）第23回肺癌集検セミナー, 11.10, 名
古屋. 

中野孝司（2007）アスベスト発がんの臨床.（シンポジウム）
第31回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会, 4.6, 京都. 

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の臨床的問題点と対
策.（フォーラム）フォーラム2007　衛生薬学・環境トキシコ
ロジー, 11.1-2, 大阪. 

Nakano, T.（2007）Malignant pleural mesothelioma-
Japanese perspective.（Symposium）12th Congress of 
the Asian Pacific Society of Respirology, 11.30-12.4, 
Gold Coast, Australia. 

Fukuoka, K., Nakano, T., H ida, T., Kawahara, K., 
Kishimoto, T., Matsumura, A., Nakano, K. and Okada, 
M.（2007）SMRP as a biomarker for mal ignant 

mesothelioma:results of multicenter study in Japan.
（Satellite Symposium）XI International Symposium 
on Biology and Clinical Usefulness of Tumor Markers, 
2. 21-23, Barcelona, Spain. 

田端理英, 田端千春（2007）All-trans retinoic acidによるブ
レオマイシン誘発性肺腺維症の抑制.（ワークショップ）第
51回リウマチ学会総会学術集会, 4. 26-29, 横浜. 

三宅光富（2007）アスベスト関連疾患と局所麻酔下胸腔鏡
検査.（イブニングシンポジウム）第47回日本呼吸器学会
学術講演会, 5.10-12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45（増
刊）, 115, 2007.）

福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 田村邦宣, 宮田　茂, 飯田
慎一郎, 安光亮洋, 村上亜紀 , 山田秀哉 , 田端千春, 中
野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセド
+シスプラチン併用療法の有効性と安全性の検討.（ワー
クショップ）第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京
都.（日本癌治療学会誌, 42, 315, 2007.）

長谷川誠紀, 多久和輝尚, 松本成司, 近藤展行, 奥村好邦, 
田中文啓, 福岡和也, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に
対する胸膜肺全摘術を含めた集学的治療.（ワークショッ
プ）第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌
治療学会誌, 42, 314, 2007.）

辻村　亨, 佐藤鮎子, 鳥井郁子, 玉置知子, 吉川良恵, 福岡和
也, 田中文啓, 長谷川誠紀, 中野孝司（2007）早期悪性胸
膜中皮腫－病理診断の問題点と対策－.（シンポジウム）
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 448, 
2007.）

平島智徳, 福岡和也, 樋田豊明, 岸本卓巳, 河原邦光, 松村
晃秀, 中野喜久雄, 岡田守人, 中野孝司（2007）悪性胸
膜中皮腫（M M）における可溶型メソテリン関連蛋白
SMRPの臨床的有用性の検討:多施設共同評価試験の結
果.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古
屋.（肺癌, 47, 448, 2007.）

田中文啓, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近
藤展行, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯
田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 辻
村亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫に対する集学的治療
に向けて.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-
9, 名古屋.（肺癌, 47, 449, 2007.）

大槻剛巳, 三浦由恵, 前田　恵, 林　宏明, 村上周子, 福岡
和也, 栗林康造, 岸本卓巳, 中野孝司, 西村泰光（2007）
悪性中皮腫症例末梢血CD4+T細胞におけるBcl-2高発現
と実験的検証.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会総
会, 11. 8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 467, 2007.）

近藤展行, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田
中文啓, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 宮田　茂, 田
村邦宣, 飯田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中
野孝司, 坪田紀明（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と
手術適応の検討.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会
総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 468, 2007.）

福岡和也（2007）切除不能悪性胸膜中皮腫に対する臨床試
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験.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名
古屋.（肺癌, 47, 472, 2007.）

田中文啓, 長谷川誠紀, 岡田守人, 副島俊典, 上紺屋憲彦, 山
中竹春, 福岡和也, 中野孝司（2007）切除可能悪性胸膜
中皮腫に対するペメトレキセドを含む集学的治療に関す
る妥当性試験.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 
11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 473, 2007.）

Tabata, R. and Tabata, C.（2007）Thalidomide prevents 
bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice through 
the inhibition of the production of proinflammatory, 
pro f ibrot i c cy tok i ne s a nd t he reduc t ion o f 
angiogenesis.（ワークショップ）第37回日本免疫学会総
会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会学術集
会記録, 37, 234, 2007.）

［一般講演］
永井孝憲, 中嶋泰典, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 飯

田慎一郎, 田村邦宣, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福
岡和也, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田
中文啓, 長谷川誠紀, 新長真由美, 廣田誠一（2007）偽中
皮腫性発育を示した肺原発と考えられる印環細胞癌の1
例. 第85回日本肺癌学会関西支部会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 
195, 2007.）

安光亮洋, 飯田慎一郎, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 延
山誠一, 田村邦宣, 中嶋泰典, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅
光富, 福岡和也, 中野孝司, 新長真由美, 廣田誠一, 木村
剛, 楠　洋子（2007）石綿肺精査中, 早期肺癌を認め光線
力学的治療（PDT）にてCRを得た1例. 第85回日本肺癌学
会関西支部会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 197, 2007.）

中野孝司, 福岡和也, 長谷川誠紀, 田中文啓, 坪田紀明, 辻
村　亨, 岡田守人, 三村剛史, 西本　寛（2007）中皮腫登
録制度と悪性胸膜中皮腫に対する多施設共同臨床試験
（科学技術振興調整費）. 第85回日本肺癌学会関西支部
会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 195, 2007.）

飯 田 慎 一 郎 ,  村 上 亜 紀 ,  山 田 秀 哉 ,  田 村 邦
宣 ,  中 嶋 泰 典 ,  栗 林 康 造 ,  宮 田 　 茂 ,  三
宅 光 富 ,  福 岡 和 也 ,  中 野 孝 司（ 2 0 0 7 ）
温泉から帰宅後発症した難治性肺炎の1例. 第29回兵庫
呼吸器疾患研究会, 2.8, 神戸. 

安光亮洋, 飯田慎一郎, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 中
嶋泰典, 栗林康造 , 宮田　茂 , 三宅光富, 福岡和也, 中
野孝司 , 新長真由美 , 廣田誠一, 木村　剛, 楠　洋子
（2007）塵肺症精査中に発見され, 光線力学的治療が奏
効した肺門早期扁平上皮癌の1例. 第96回兵庫県肺癌懇
話会, 3.14, 神戸. 

栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 上坂亜由子, 福岡和也, 中
野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するAntimetabolite-
based regimen による化学療法についての検討. 第5回日
本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 札幌. 

三宅光富, 中野孝司, 斉藤　博, 中川和彦, 菓子井達彦, 岩本
康男, 片上信之, 倉田宝保, 福岡正博（2007）PS2進行非
小細胞肺癌に対するCBDCA+PTX（CP）とGEM+VNR

（GV）の無作為化第2相試験（WJTOG0004）. 第5回日
本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 札幌. 

Tanaka, F., Matsumoto, S., Takuwa, T., Okumura, Y., 
Hasegawa, S., Fukuoka, K. and Nakano, T.（2007）
FDG-PET in correlation with epidermal growth 
factor receptor gene mutations in resected non-
small cell lung cancer（NSCLC）. 2007 American 
Association for Cancer Research Annual Meeting, 
4.14-18, Los Angeles, U.S.A. 

田端千春 ,  田端理英, 三嶋理晃, 久保　肇, 中野孝司
（2007）all-trans retinoic acid（ATRA）による肺腺維
症の抑制. 第104回日本内科学会総会講演会, 4.3-5, 東
京.（日本内科学会雑誌, 96（臨時増刊）, 221, 2007.）

福岡和也, 栗林康造, 田村邦宣, 上坂亜由子, 山田秀哉, 村
上亜紀, 飯田慎一郎, 中嶋泰典, 宮田　茂, 三宅光富, 中
野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するトポイソメラーゼ
を標的とした多剤併用化学療法. 第47回日本呼吸器学会
学術講演会, 5.10-12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45（増
刊）, 169, 2007.）

栗林康造, 福岡和也, 三宅光富, 宮田　茂, 中嶋泰典, 田村
邦宣, 飯田慎一郎, 上坂亜由子, 山田秀哉, 村上亜紀, 中野
孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の診断におけるFDG-PET
の有用性に関する検討. 第47回日本呼吸器学会学術講演
会, 5.10-12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45（増刊）, 141, 
2007.）

小林真也, 小林　厚, 武田真幸, 木村　弘, 木村通孝, 東条 
尚, 福岡和也（2007）シスプラチン（CDDP）とドセタキセ
ル（DOC）を用いた非小細胞肺癌に対する術後補助化学
療法の有用性. 第47回日本呼吸器学会学術講演会, 5.10-
12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45（増刊）, 215, 2007.）

田端千春, 三嶋理晃, 中野孝司（2007）all-trans retinoic 
acid（ATRA）による肺腺維症の抑制. 第47回日本呼吸器
学会学術講演会, 5.10-12, 東京.（日本呼吸器学会雑誌, 45
（増刊）, 172, 2007.）

中野孝司（2007）胸膜悪性中皮腫の疫学・診断・治療. 第
24回日本呼吸器外科学会総会（第13回呼吸器外科セミ
ナー）, 5.17-19, 横浜.

山田秀哉, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 栗林康造, 飯田
慎一郎, 田村邦宣, 田端千春, 宮田　茂, 三宅光富, 中野
孝司, 新長真由美, 廣田誠一（2007）気管支喘息患者に発
症し自然消退したサルコイドーシスの1例. 第69回日本呼吸
器学会近畿地方会, 6.30, 大阪. 

Tanaka, F., Matsumoto, S., Takuwa, T., Kondo, N., Okumura, 
Y., Fukuoka, K., Nakano, T. and Hasegawa, S.（2007）
Clinicopathological features in correlation with 
epidermal growth factor receptor gene mutations in 
non-small cell lung cancer（NSCLC）. 2007 American 
Society of Clinical Oncology Annual Meeting, 6.1-
5, Chicago, U.S.A.（J. Clin. Oncol., 25（Suppl.）, 741s, 
2007.）

Matsumoto, S., Takuwa, T., Kondo, N., Okumura, 
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Y., Hasegawa, S., Fukuoka, K., Nakano, T. and 
Tanaka, F.（2007）EGFR/K-ras mutations in lung 
adenocarcinoma and atypical adenomatous hyperplasia
（AAH）. 2007 American Society of Clinical Oncology 
Annual Meeting, 6.1-5, Chicago, U.S.A.（J. Clin. Oncol., 
25（Suppl.）, 735s, 2007.）

山田秀哉, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 栗林康造, 飯田
慎一郎, 田村邦宣, 田端千春, 宮田　茂, 三宅光富, 中野
孝司（2007）悪性中皮腫における血清オステオポンチン
濃度の検討. 第86回日本肺癌学会関西支部会, 7.14, 大
阪.（肺癌, 47, 401, 2007.）

安光亮洋, 栗林康造, 福岡和也, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 中野
孝司, 松田育雄, 塚本吉胤（2007）最近経験した気管・気
管支結核症の1例. 第81回日本呼吸器内視鏡学会近畿支
部会, 7.28, 大阪.（気管支学, 29, 318, 2007.）

寺田貴普, 栗林康造 , 田端千春, 田村邦宣 , 飯田慎一郎, 
山田秀哉 , 福岡和也 , 中野孝司 , 松田育雄 , 廣田誠一
（2007）器質化肺炎が初発症状となった関節リウマチの1
例. 第183回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸. 

安光亮洋, 福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 廣田
誠一, 辻村　亨, 中野孝司（2007）女性腹膜中皮腫の臨
床病理学的特徴（Primary peritoneal mesothelioma in 
women; a clinicopathological feature）. 第66回日本癌
学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記事, 66回, 
61, 2007.）

大槻剛巳, 前田　恵, 三浦由恵, 村上周子, 林　宏明, 西村 
泰光, 栗林康造, 福岡和也, 中野孝司（2007）アスベスト
の免疫影響（Immunological effects of asbestos）. 第66
回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記
事, 66回, 75, 2007.）

福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 山田秀哉, 安光亮洋, 中野
孝司（2007）オステオポンチンは悪性中皮腫のバイオマー
カーとして有用か？（Can osteopontin be a useful bio 
marker for malignant mesothelioma?）. 第66回日本癌
学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記事, 66回, 
165, 2007.）

田端千春, 田端理英, 福岡和也, 三宅光富, 栗林康造 , 田
村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 安光亮洋, 中
野孝司（2007）all-trans retinoic acid（ATRA）によ
る放射線肺臓炎・肺線維症の抑制（All-trans-retinoic 
acid prevents radiation-induced pulmonary fibrosis in 
mice）. 第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本
癌学会総会記事, 66回, 277, 2007.）

栗林康造, 福岡和也, 田端千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山
田秀哉, 村上亜紀, 安光亮洋, 中野孝司（2007）悪性胸膜
中皮腫の診断と治療におけるFDG-PETの有用性について
の検討. 第14回石綿・中皮腫研究会, 10.13, 千葉. 

栗林康造, 福岡和也, 安光亮洋, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 中野

孝司（2007）化学療法歴のある悪性胸膜中皮腫に対する
Pemetrexed+CDDP併用療法の治療経験. 第45回日本
癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 
365, 2007.）

安光亮洋, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 田端千春, 田村
邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 福岡和也, 中野
孝司（2007）悪性腹膜中皮腫に対する化学療法の経験. 
第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都. 

平山倫子, 安光亮洋, 栗林康造 , 福岡和也, 田端千春, 田
村邦宣 , 飯田慎一郎 , 山田秀哉 , 村上亜紀 , 中野孝司
（2007）気管・気管支結核症の1例. 第9回阪神呼吸器カ
ンファレンス, 11.6, 神戸. 

安光亮洋, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 田端千春, 田村
邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 冨士原将之, 福
岡和也, 坪田紀明, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の
胸壁浸潤巣に対する局所放射線治療の有用性に関する検
討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 
490, 2007.）

福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 田端
千春, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 宮田　茂, 坪田紀
明, 中野孝司（2007）未治療悪性胸膜中皮腫に対するペ
メトレキセド＋シスプラチン併用療法の有効性と安全性の
検討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 
490, 2007.）

栗林康造, 福岡和也, 安光亮洋, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 坪田
紀明, 中野孝司（2007）既治療悪性胸膜中皮腫に対する
Pemetrexed+Cisplatin併用療法の治療経験. 第48回日本
肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 490, 2007.）

田村邦宣, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 飯田
慎一郎, 田端千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 坪田
紀明, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近藤
展行, 田中文啓, 長谷川誠紀（2007）術後pN2と診断され
た肺癌（c-NO-1）切除例におけるFDG-PETによる縦隔リ
ンパ節転移の検討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名
古屋.（肺癌, 47, 542, 2007.）

飯田慎一郎, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 田
端千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福岡和也, 坪田
紀明, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するセカンド
ライン療法　ゲムシタビン+塩酸イリノテカン併用療法の
pilot study. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺
癌, 47, 576, 2007.）

多久和輝尚, 田中文啓, 松本成司, 奥村好邦, 近藤展行, 長
谷川誠紀, 橋本昌樹, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 
栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 辻村　亨, 坪田
紀明（2007）悪性胸膜中皮腫におけるEGFR遺伝子変異. 
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 578, 
2007.）

山田秀哉, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 栗林康造, 飯田
慎一郎, 田村邦宣, 田端千春, 宮田　茂, 三宅光富, 中野孝
司, 坪田紀明（2007）悪性中皮腫の血清診断マーカーとし
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ての血清オステオポンチンの検討. 第48回日本肺癌学会総
会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 516, 2007.）

田端千春, 栗林康造, 三宅光富, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田
秀哉, 村上亜紀, 安光亮洋, 福岡和也, 中野孝司（2007）
all-trans retinoic acid（ATRA）による放射性肺障害抑
制作用. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 
47, 517, 2007.）

西村泰光, 前田　恵, 村上周子, 林　宏明, 三浦由恵, 福岡
和也, 中野孝司, 大槻剛巳（2007）悪性中皮腫患者NK細
胞の細胞障害性及びNK活性化レセプターNKp46発現量
に低下. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 
47, 608, 2007.）

大槻剛巳, 前田　恵, 村上周子, 林　宏明, 福岡和也, 栗林
康造, 岸本卓巳, 草加勝康, 中野孝司, 西村泰光（2007）
アスベスト曝露症例末梢血CD3+Ｔ細胞におけるＴ細胞受
容体Vβ発現の検討と実験系における検証. 第48回日本
肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 608, 2007.）

村上亜紀, 安光亮洋, 山田秀哉, 飯田慎一郎, 田村邦宣, 田端
千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福岡和也, 坪田紀
明, 中野孝司（2007）アスベスト環境曝露を受けた同一家
系内に発症した中皮腫の検討. 第48回日本肺癌学会総会, 
11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 657, 2007.）

福岡和也, 栗林康造, 中野孝司, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷
川誠紀, 辻村　亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫の診断と
治療に対する新しい取り組み－科学技術振興調整費によ
る全国共同研究の発足－. 第60回兵庫県医師会設立記念
医学会, 11.11, 神戸. 

飯田慎一郎, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 田
端千春, 栗林康造, 福岡和也, 中野孝司, 坪田紀明，多久
和輝尚, 松本成司, 近藤展行, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷
川誠紀, 小野寺正征, 辻村　亨（2007）胸腺腫と中皮腫と
の鑑別が困難であった胸部悪性腫瘍の一例. 第98回兵庫
県肺癌懇話会, 11.28, 神戸. 

寺田貴普, 栗林康造 , 田端千春, 田村邦宣 , 飯田慎一郎, 
山田秀哉 , 福岡和也 , 中野孝司 , 松田育雄 , 塚本吉胤
（2007）ステロイド休薬により再燃したアレルギー性気管
支肺アスペルギルス症の1例. 第184回日本内科学会近畿
地方会, 12.1, 京都. 

Yamada, S., Fukuoka, K., Kuribayashi, K., Yasumitsu, 
A., Murakami, A., Tamura, K., Iida, S., Tabata, C. 
and Nakano, T.（2007）Serum osteopontin levels in 
malignant mesothelioma and various pulmonary 
disease. 12th Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology, 11.30-12.4, Gold Coast, Australia. 

Fukuoka, K., Kawahara, K., Okada, M., Matsumura, 
A., Kishimoto, T., Nakano, K., Hida, T. and Nakano, 
T.（2007）SMRP as a biomarker for ma l ignant 
mesothel ioma:Result of a mult icenter study in 
Japan. 12th Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology, 11.30-12.4, Gold Coast, Australia. 

Yasumitsu, A., Fukuoka, K., Kuribayashi, K., Murakami, 

A., Yamada, S., Tamura, K., Iida, S., Tabata, C., Tsubota, 
N. and Nakano, T.（2007）Thoracoscopy combined 
with auto-f luorescence imaging（AFI）and narrow 
band imaging（NBI）is a novel tool for the diagnosis of 
malignant pleural mesothelioma. 12th Congress of the 
Asian Pacific Society of Respirology, 11.30-12.4, Gold 
Coast, Australia. 

飯田慎一郎, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 田
端千春, 栗林康造, 福岡和也, 中野孝司（2007）脈絡膜転
移を来たした肺腺癌の一例. 第70回日本呼吸器学会近畿
地方会, 12.8, 京都. 

山田秀哉, 福岡和也, 栗林康造, 田端千春, 田村邦宣, 飯田
慎一郎, 村上亜紀, 安光亮洋, 中野孝司, 坪田紀明, 多久
和輝尚, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川誠紀, 新長真由美, 
廣田誠一（2007）気管支内視鏡検査にて肺結核と肺癌を
同時に診断した一例. 第82回日本呼吸器学会近畿支部会, 
12.15, 大阪. 

■ その他 ■
中野孝司（2007）中皮腫およびアスベスト関連疾患の画

像診断と治療. 第12回Osaka Respiratory Disease 
Conference, 1.13, 大阪. 

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断と治療. 岡
山県医師会生涯教育講座, 3.17, 岡山. 

福岡和也（2007）胸膜中皮腫の取り組み. 第20回近畿呼吸
器談話会, 3.3, 大阪. 

中野孝司（2007）中皮腫の診断と治療. 中皮腫の診断と内科
的治療. 平成18年度科学技術振興調整費　市民公開講座
「アスベスト関連疾患への取組み」, 3.10, 西宮. 

福岡和也（2007）今, 始まる中皮腫登録制度と臨床試験. 平
成18年度科学技術振興調整費　市民公開講座「アスベス
ト関連疾患への取組み」, 3.10, 西宮. 

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の基礎と臨床. 平成
18年度群馬大学地域貢献事業第3回群馬中皮腫セミナー, 
3.29, 群馬. 

三宅光富（2007）睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea 
Syndrom:SAS）の診断, 治療について. 兵庫医科大学市民
健康講座, 1.17, 西宮. 

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断と治療. 芦
屋市医師会学術講演会, 5.25, 芦屋. 

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の問題点と対策. 第91
回近畿病歴管理セミナー, 5.25, 西宮. 

福岡和也（2007）高齢者肺癌の現状と展望. 高齢者薬物療
法フォーラム, 5.30, 奈良. 

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の診断と治療. 第39回山
形肺癌懇話会, 6.23, 山形. 

中野孝司（2007）肺のがんの話. 第8回日本呼吸器学会近畿
支部市民公開講座, 8.12, 京都. 

中野孝司（2007）呼吸器感染症の画像と治療. 兵庫医大病
診連携の会, 8.29, 西宮. 

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の診断と治療－中皮腫
化学療法の新たな展開－. 第5回抗がん剤に関する東京
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フォーラム, 8.31, 東京. 
中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫における治療の現状. 広

島胸部悪性腫瘍講演会, 9.12, 広島. 
中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の早期診断と治療の現状. 

第21回九州呼吸器シンポジウム, 9.28, 福岡. 
中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の診断と対策. 平成19

年度伊丹市医師会産業医研修会, 10.18, 伊丹. 
中野孝司（2007）呼吸器感染症の最近の話題. 西宮市医師

会総合臨床研究会, 12.13, 西宮. 
福岡和也（2007）腹膜中皮腫－診断と治療の最前線－. 第1

回相模原エリア肺癌講演会, 6.22, 相模原.

神経・脳卒中科
Neurology

■ 著書 ■
芳川浩男（2007）4）遺伝性ニューロパチー　5）代謝性ポリ

ニューロパチー. 内科学, 第9版,（杉本恒明, 矢崎義雄　総
編集）, 朝倉書店, 東京, 1921-1925.

■ 学術論文 ■
［原著］
梶山幸司, 津田健吉, 武田正中, 芳川浩男, 田中惠子（2007）

慢性Ｃ型肝炎に対するIFNα-2b /リバビリン併用療法後
に発症し, 抗アクアポリン4抗体が陽性であった多発性硬
化症の1女性例. 神経内科, 66, 180-184. 

梶山幸司, 藤井恵美, 芳川浩男（2007）本邦で開発されたス
ティック型検査法によるParkinson病における嗅覚障害の
検討. 神経内科, 67, 557-562. 

Kida, Y., Tachibana, H., Takeda, M., Yoshikawa, H. 
a nd Ok ita , Y.（2007）Recogn it ion memory for 
unfamiliar faces in Parkinson’s disease:behavioral 
and electrophysiologic measures. Parkinsonism Relat. 
Disord., 13, 157-164. 

Kimura, T., Pace, S. M., Wei, L., Beard, N. A., Dirksen, 
R. T. and Dulhunty, A. F.（2007）A variably spliced 
reg ion in the type 1 ryanodine receptor may 
participate in an inter-domain interaction. Biochem. J., 
401, 317-324. 

Yamamoto, S., Takasawa, M., Kajiyama, K., Baron, 
J. C. and Yamaguchi, T.（2007）Deteriorat ion of 
hemiparesis after recurrent stroke in the unaffected 
hemisphere:There further cases with possible 
interpretation. Cerebrovasc. Dis., 23, 35-39. 

Yamamoto, S. , K inosh ita, M., Furukawa, S. and 
Kajiyama, K.（2007）Early abnormality of diffusion-
weighted magnetic resonance imaging followed by 
brain atrophy in a case of Gerstmann-Sträussler-
Scheinker Disease. Arch. Neurol., 64, 450-451. 

Ikezoe, K., Nakamori, M., Furuya, H., Arahata, H., 
Kanemoto, S., Kimura, T., Imaizumi, K., Takahashi, M. 

P., Sakoda, S., Fujii, N. and Kira, J.（2007）Endoplasmic 
reticulum stress in myotonic dystrophy type 1 musle. 
Acta Neuropathol., 114, 527-535. 

Nakamori, M., Kimura, T., Fujimura, H., Takahashi, M. 
P. and Sakoda, S.（2007）Altered mRNA splicing of 
dystrophin in type 1 myotonic dystrophy. Muscle 
Nerve, 36, 251-257. 

Goonasekera, S. A., Beard, N. A., Groom, L., Kimura, T., 
Lyfenko, A. D., Rosenfeld, A., Marty, I., Dulhunty, A. 
F. and Dirksen, R. T.（2007）Triadin binding to the 
C terminal luminal loop of the ryanodine receptor is 
important for skeletal muscle excitation contraction 
coupling. J. Gen. Physiol., 130, 365-378. 

Koike, H., Iijima, M., Mori, K., Yamamoto, M., Hattori, 
N., Katsuno, M., Tanaka, F., Watanabe, H., Doyu, M., 
Yoshikawa, H. and Sobue, G.（2007）Nonmyelinating 
Schwann cel l involvement with well-preserved 
unmyelinated axons in Charcot-Marie-Tooth disease 
type 1A. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 66, 1027-1036. 

 辰巳美晶, 辰己由記, 芳川浩男（2007）inadマウスにおける
末梢神経病変. 末梢神経, 18, 53-60.

［症例報告］
Yamamoto, S., Nakao, T. and Kajiyama, K.（2007）Acute 

retinal necrosis following herpes simplex encephalitis. 
Arch. Neurol., 64, 283.

Tsujino, T., Nakao, S., Wakabayashi, K., Lee, M., Kimura, 
T., Yoshikawa, H., Sakoda, T., Ohyanag i, M. and 
Masuyama, T.（2007）Loop diuret ic precipitated 
beriberi in a patient after pancreaticoduodenectomy:a 
case report. Am. J. Med. Sci., 334, 407-409.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
梶山幸司（2007）抗AQP-4抗体を測定した多発性硬化症の

11例.（特別講演）第7回神経・筋の免疫疾患を考える会, 2. 
24, 大阪.

［一般講演］
武田正中, 笠間周平, 和田沙代子, 辰巳美晶, 津田健吉, 高

岡俊雄, 木村　卓, 梶山幸司, 芳川浩男, 川端啓太, 立花
久大（2007）Lower motor neuron syndromesにおける
免疫グロブリン静注療法（IVIg）の検討. 第7回兵庫県神
経免疫研究会, 2.2, 神戸. 

木村　卓 , 中森雅之, 高橋正紀, 芳川浩男, 佐古田三郎, 
Dulhunty, A. F.（2007）筋強直性ジストロフィー症にみら
れるリアノジン受容体機能異常のメカニズム. 第84回日本
生理学会大会, 3.20-22, 大阪. 

梶山幸司, 和田沙代子, 辰巳美晶, 津田健吉, 笠間周平, 高
岡俊雄 , 木村　卓 , 武田正中, 芳川浩男, 八木澤瑞穂
（2007）本邦で開発されたスティック型（OSIT-Q）によ
るパーキンソン病の嗅覚検査. 第48回日本神経学会総会, 
5.16-18, 名古屋. 

木村　卓, 中森雅之, 高橋正紀, Dulhunty, A. F., 芳川浩男, 
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佐古田三郎（2007）筋強直性ジストロフィー症にみられる
リアノジン受容体機能異常のメカニズム. 第48回日本神経
学会総会, 5.16-18, 名古屋. 

辰巳美晶, 辰己由記, 芳川浩男（2007）INADマウス末梢神
経の形態学的解析. 第48回日本神経学会総会, 5.16-18, 名
古屋. 

木田安宣, 立花久大, 川端啓太, 武田正中（2007）パーキン
ソン病の視覚性記憶機能　事象関連電位による検討. 第
24回日本脳電磁図トポグラフィ研究会, 6.15-16, 神戸. 

武田正中, 笠間周平, 辰巳美晶, 津田健吉, 高岡俊雄, 木村
卓, 梶山幸司, 芳川浩男, 川端啓太 , 立花久大（2007）
Lower motor neuron syndromesにおける免疫グロブリ
ン静注療法（IVHg）の検討. 第25回日本神経治療学会総
会, 6.21-22, 仙台.（神経治療学, 24, 376, 2007.）

和田沙代子, 木村　卓, 末永浩一, 辰巳美晶, 津田健吉, 笠
間周平, 高岡俊雄, 梶山幸司, 武田正中, 芳川浩男（2007）
慢性炎症性脱髄性多発根神経炎GVHD経過中に発症し
たギラン・バレー症候群（GBS）の1例. 日本神経学会第86
回近畿地方会, 6.23, 大阪. 

末永浩一, 笠間周平, 和田沙代子, 辰巳美晶, 津田健吉, 高
岡俊雄, 木村　卓, 梶山幸司, 武田正中, 芳川浩男（2007）
血漿交換療法により長期持続した症状が改善した抗アク
アポリン4抗体陽性の多発性硬化症の1例. 日本神経学会
第86回近畿地方会, 6.23, 大阪. 

Koike, H. , Ok i, Y. , Kawagash ira, Y. , I i j ima, M., 
Yamamoto, M., Hattori, N., Yoshikawa, H. and Sobue, 
G.（2007）Nonmyelinating schwann cell involvement 
with well preserved unmyelinated axons in CMT1A. 
2007 Meetings of the Peripheral Nerve Society, 7. 
14-18, Utah, U.S.A. 

Yoshikawa, H. and Tatsumi, Y.（2007）Alterations of 
pheripheral nerve in the inad mouse. 2007 Meetings 
of the Peripheral Nerve Society, 7.14-18, Utah, U.S.A. 

Kimura, T., Nakamori, M., Takahashi, M. P., Yoshikawa, 
H., Sakoda, S. and Dulhunty, A. F.（2007）A variably 
spliced region of Ryanodine receptor 1 may be 
involved in excitat ion-contract ion coupl ing. 6th 
Internat ional Myotonic Dystrophy Consort ium 
Meeting, 9.12-15, Milan, Italy. 

笠間周平, 和田沙代子, 末永浩一, 辰巳美晶, 津田健吉, 高
岡俊雄, 木村　卓, 梶山幸司, 武田正中, 芳川浩男, 井野
卓（2007）運動負荷後に下肢の疼痛と高CK血症を呈した
一例. 第54回兵庫神経内科研究会, 9.13, 神戸. 

辰巳美晶, 辰己由記, 芳川浩男（2007）INADマウス末梢神
経変性とアポトーシス. 第48回日本組織細胞化学会総会・
第39回日本臨床分子形態学会総会合同学術集会, 9.28-
29, 甲府.（日本組織細胞化学会総会・日本臨床分子形態
学会総会合同学術集会講演プログラム・予稿集48回・39
回, 120, 2007.）

笠間周平, 末永浩一, 和田沙代子, 辰巳美晶, 津田健吉, 高
岡俊雄 ,  木村　卓 ,  梶山幸司 ,  武田正中 ,  芳川浩男

（2007）顔面周辺と同側半身のしびれを呈した延髄内側
梗塞の1例. 第19回Hyogo Stroke Seminar, 11.8, 神戸. 

佐 古田三郎,  高橋正 紀 ,  中森 雅之 ,  久保田智哉 ,  木
村 　 卓（ 2 0 0 7 ）筋強直性ジストロフィー症におけ
る細 胞骨格タンパクのスプライシングについて.  厚
生労 働 省 精 神・神 経 研 究 委 託 費「筋ジストロフィ
－お よび そ の 関 連 する 疾 患 の 病 態 生 理 の 解 明
と治 療 薬 物 の 開 発 に 関 する 研 究 」平 成 1 9 年 度 
「清水班」班会議, 12.7, 東京. 

佐古田三郎, 木村　卓 ,  中森雅之, 青池太志, 芳川浩
男, Dulhunty, A. F., 日野真一郎, 今泉和則, 高橋正紀
（2007）筋強直性ジストロフィー症における細胞内カルシ
ウム調節タンパクのスプライシングについて－スプライシン
グ制御および機能異常メカニズム－. 厚生労働省精神・神
経研究委託費「筋ジストロフィ－およびその関連する疾患
の病態生理の解明と治療薬物の開発に関する研究」平成
19年度「清水班」班会議, 12.7, 東京. 

木村　卓，末永浩一，和田沙代子，辰巳美晶，津田健吉，笠
間周平，高岡俊雄，梶山幸司，武田正中，高橋幸利，芳川
浩男（2007）痙攣発作で発症し記銘力障害が残存した抗
グルタミン酸受容体ε2抗体陽性辺縁系脳炎の一例. 日本
神経学会第87回近畿地方会, 12.1, 大阪.（プログラム・抄
録, 13, 2007.）

笠間周平, 和田沙代子, 末永浩一, 辰巳美晶, 津田健吉, 高
岡俊雄, 木村　卓, 梶山幸司, 武田正中, 芳川浩男, 高橋
正紀（2007）高CK血症を契機に診断されたナトリウム
チャネロパチーの一例. 日本神経学会第87回近畿地方会, 
12.1, 大阪.（プログラム・抄録, 16, 2007.）

■ その他 ■
芳川浩男（2007）脳梗塞の急性期・慢性期治療－抗血小板

療法について. 南あわじ市医師会臨床談話会, 4.25, 南あ
わじ. 

木村　卓（2007）筋肉の病気. 兵庫医科大学市民健康講座, 
4.11, 西宮. 

芳川浩男（2007）新臨床研修医制度について. 西宮市内科
医総会, 6.2, 西宮. 

芳川浩男（2007）プライマリーケア医に必要なパーキンソン
病・認知症の知識. 尼崎市医師会内科医会学術講演会, 
6.13, 尼崎. 

芳川浩男（2007）重症筋無力症の病態と治療. 第47回「医
療・生活・教育」相談会, 6.17, 神戸. 

芳川浩男（2007）パーキンソン病をめぐる諸問題. 第1回尼
崎脳神経セミナー, 7.3, 尼崎. 

芳川浩男（2007）最近話題の認知症について. 大阪府精神
科病院委員会平成19年度第1回研修会, 9.21, 大阪. 

芳川浩男（2007）重症筋無力症. 平成19年度西宮市難病医
療相談会, 11.11, 西宮. 

武田正中（2007）パーキンソン病の診断と治療. 芦屋市医師
会学術講演会, 2.23, 芦屋. 

梶山幸司（2007）スティック型検査法によるパーキンソン病
の嗅覚障害の検討. 第12回甲子園movement Disorder セ
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ミナー, 7.6, 西宮. 
梶山幸司（2007）麦角系ドパミン作動薬と心エコーにおける

弁逆流所見（自験例の検討）. 兵庫県カバサール学術講演
会, 1.29, 神戸. 

木村　卓（2007）筋強直性ジストロフィー症の病態. 第10回
Osaka Neurology Forum, 8.30, 大阪.

腎・透析科
Nephrology and Dialysis

■ 著書 ■
倉賀野隆裕, 中西　健（2007）鉄剤投与法. 新しい糖尿病学

と透析医療,（渡邊有三, 羽田勝計, 馬場園哲也　編）, 日
本メディカルセンター, 東京, 283-289.

■ 学術論文 ■
［総説］
中西　健, 名波正義（2007）透析患者における鉄投与－‘鉄

の囲い込み’現象からみた問題点－. 日本透析医会雑誌, 
22, 190-197.

倉賀野隆裕, 中西　健（2007）透析患者に対する鉄剤投与
について－最近の考え方－. 大阪透析研究会会誌, 25, 219-
222.

［原著］ 
Hasuike, Y., Moriguchi, R., Hata, R., Miyagawa, K., 

Kuragano, T., Aizawa, M., Yamamoto, S., Yanase, K., 
Izumi, M., Tanimoto, T. and Nakanishi, T.（2007）
Role of aldose reductase in the peritoneal changes 
of patients undergoing peritoneal dialysis. Am. J.  
Nephrol., 27, 622-629.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
中西　健（2007）慢性腎臓病（CKD）と感染症.（特別講演）

第105回感染防止研究会, 10.13, 大阪.（感染防止, 17, 1-11, 
2007.）

中西　健（2007）CKD患者の鉄代謝と腎性貧血治療の問題
点.（特別講演）第41回東海腎不全研究会, 5.12, 名古屋.

［シンポジウム等］
中西　健（2007）透析患者の鉄代謝からみた鉄剤投与の

基本.（ランチョンセミナー）第52回日本透析医学会学術集
会・総会, 6.15-17, 大阪. 

倉賀野隆裕（2007）ビタミンE固定型透析膜の進歩と可能
性.（ランチョンセミナー）第52回日本透析医学会学術集
会・総会, 6.15-17, 大阪. 

名波正義（2007）サイトカイン（CYT）による細胞内鉄輸送
調節障害:慢性腎不全（CRF）における血管障害との関連
性.（ワークショップ）第52回日本透析医学会学術集会・総
会, 6.15-17, 大阪. 

倉賀野隆裕, 伊藤勝清, 和泉雅章, 中西　健（2007）維持透
析患者の腎性貧血治療と心血管系合併症・予後に関する
臨床研究（Active試験からの提言）.（シンポジウム）第52
回日本透析医学会学術集会・総会, 6.15-17, 大阪.

［一般講演］
Nanami, M., Moriguchi, R., Kida, A., Ito, K., Yamamoto, 

S., Otaki, Y., Hasuike, Y., Kuragano, T., Izumi, M. 
and Nakanishi, T.（2007）C-reacive protein（CRP）
and beta2 microglobukin（BMG）accelerated the iron 
sequestration in human monocytic cell lines: linkage 
to anemia of chronic disease. Second Congress of 
International BioIron Society, 4.1-6, Kyoto. 

Ito, K., Kuragano, T., Kitamura, R., Kida, A., Yamamoto, 
S., Tokuyama, M., Moriguchi, R., Nanami, M., Itahana, 
R., Otaki, Y.,  Hasuike, Y., Izumi, M. and Nakanishi, 
T.（2007）Erythropoietin hyporesponsive anemia 
was associated with oxidative stress, inflammation, 
malnutrition, and atherosclerosis of hemodialysis 
pat ients. XLIV ERA-EDTA Congress, 6.21-24, 
Barcelona, Spain.

Kuragano, T., Kida, A., Ito, K., Moriguchi, R., Nanami, 
M., Otaki, Y., Hasuike, Y., Izumi, M. and Nakanishi, 
T.（2007）Soluble form CD146 is a novel biomarker 
of vascular stiffness in the patients with chronic 
kidney disease. XLIV ERA-EDTA Congress, 6.21-24, 
Barcelona, Spain.

Kuragano, T., Ito, K., Kida, A., Kitamura, R., Yamamoto, 
S., Tokuyama, M., Nanami, M., Itahana, R., Otaki, 
Y., Izumi, M. and Nakanishi, T.（2007）The impact 
of β2-microglobulin clearance on the risk factors 
of cardiovascular disease and nutritional state in 
hemodialysis patients. XLIV ERA-EDTA Congress, 
6.21-24, Barcelona, Spain.

Kida, A., Kuragano, T., Akaike, N., Kokuba, Y., Kitamura, 
R., Itoh, K., Nanami, M. and Nakanishi, T.（2007）
Iron sequestration in acute renal failure（ARF）dogs: 
Efficient recovery of serum iron level by hemodialysis. 
ASN Renal Week 2007, 10.31-11.5, San Francisco, 
U.S.A. 

Nanami, M., Ito, K. and Nakanishi, T.（2007）Hair iron 
content was increased in hemodialysis patients（HD）
with high C-reactive protein（CRP）: Analysis using 
Super Photon ring-8GeV（Spring-8）. ASN Renal Week 
2007, 10.31-11.5, San Francisco, U.S.A.

Ito, K., Kida, A., Kuragano, T., Nanami, M., Hasuike, Y., 
Otaki, Y., Izumi, M. and Nakanishi, T.（2007）Iron- and 
erythropoietin- restricted protocol for renal anemia: 
Possible attenuating effect of inf lammation. ASN 
Renal Week 2007, 10.31-11.5, San Francisco, U.S.A.

Kuragano, T., Shimonaka, Y., Yasuno, H., Itoh, K., 
Kida, A., Kitamura, R., Yamamoto, S., Tokuyama, M., 
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Nanami, M., Hata, R., Otaki, Y., Hasuike, Y., Izumi, 
M. and Nakanishi, T.（2007）Plasma hepcidin was 
significant predictor for iron storage but independent 
of inf lammation and cytokines in hemodialysis 
patients（HD）. ASN Renal Week 2007, 10.31-11.5, San 
Francisco, U.S.A.

Nanami, M., Moriguchi, R. and Nakanishi, T.（2007）
C-creative protein（CRP）and beta2 microglobulin
（BMG）accelerated the iron sequestrat ion in 
reticuloendothelial system: linkage to anemia of 
chronic disease（ACD）. ASN Renal Week 2007, 10.31-
11.5, San Francisco, U.S.A.  

和泉雅章（2007）高Ca血症を呈した糖尿病腎症の1例. 第6
回近畿水・電解質カンファレンス, 2.10, 大阪. 

和泉雅章（2007）膜性腎症に対する免疫抑制療法について. 
第7回阪神腎病理勉強会, 2.22, 西宮. 

徳山正徳（2007）混合性結合組織病（MCTD）によるネフ
ローゼ症候群に対し, 二重濾過血漿交換（DFPP）やCO2
アフェレーシスを行った症例. 第7回阪神腎病理勉強会, 
2.22, 西宮. 

和泉雅章（2007）透析液Ca濃度の変更と日本透析医学会ガ
イドライン尊守状況に関して. 第18回日本腎性骨症研究会, 
2.24, 東京. 

大植麻衣, 堀加穂理, 北村理恵, 山本　聡, 徳山正徳, 名波
正義, 板花玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和
泉雅章, 中西　健（2007）ネフローゼ症候群を呈し, 大量
化学療法後に抹消血管細胞移植を施行したALアミロイ
ドーシスの2例. 第52回兵庫県腎臓研究会, 3.10, 神戸. 

山本　聡, 大植麻衣, 堀加穂理, 北村理恵, 徳山正徳, 名波
正義, 板花玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和
泉雅章, 中西　健（2007）当院におけるIgA腎症に対する
扁摘パルス療法の効果について. 第52回兵庫県腎臓研究
会, 3.10, 神戸. 

中西　健（2007）透析患者における鉄投与；‘鉄の囲い込み’
現象からみた問題点. 日本透析医会研修セミナー 透析医
療における Current Topics 2007, 3.11, 東京. 

伊藤勝清, 倉賀野隆裕, 木田有利, 森口林太郎, 名波正義, 
板花玲子, 小瀧慶長 , 蓮池由起子, 和泉雅章, 中西　健
（2007）維持透析患者における鉄代謝異常と心血管系合
併症との関連. 第29回関西透析医学セミナー, 3.24, 大阪. 

中西　健（2007）腎性貧血における鉄剤投与の問題点：
CKD患者の‘鉄囲い込み’現象. 第15回信州腎不全談話会, 
4.14, 松本. 

倉賀野隆裕, 関根恭一, 川上寿子, 木田有利, 伊藤勝清, 北
村理恵, 堀加穂理, 大植麻衣, 山本　聡, 徳山正徳, 名
波正義 ,  板花玲子,  小瀧慶長 ,  和泉雅章 ,  中西　健
（2007）慢性腎臓病患者における血清ｓ－ＣＤ146濃度と
動脈硬化との関連. 第50回日本腎臓学会総会, 5.25-27, 浜
松.（日本腎臓学会誌, 49, 246, 2007.）

和泉雅章, 堀加穂理 , 大植麻衣, 徳山正徳, 名波正義 , 板
花玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 中西　健

（2007）腎臓病教室を通じてのＣＫＤ対策への取り組み. 
第50回日本腎臓学会総会, 5.25-27, 浜松.（日本腎臓学会
誌, 49, 301, 2007.）

北村理恵, 山本　聡, 徳山正徳, 名波正義, 板花玲子, 小瀧
慶長 , 蓮池由起子, 倉賀野隆裕 , 和泉雅章 , 中西　健
（2007）IgA腎症における予後規定因子の検討. 第50回
日本腎臓学会総会, 5.25-27, 浜松.（日本腎臓学会誌, 49, 
326, 2007.）

山本　聡, 堀加穂理, 徳山正徳, 名波正義, 板花玲子, 小瀧
慶長 , 蓮池由起子, 倉賀野隆裕 , 和泉雅章 , 中西　健
（2007）当院におけるＩｇＡ腎症に対する扁摘ステロイド
パルス療法と経口ステロイド療法の比較検討. 第50回日本
腎臓学会総会, 5.25-27, 浜松.（日本腎臓学会誌, 49, 312, 
2007.）

名波正義, 大植麻衣, 北村理恵, 森口林太郎, 板花玲子, 小
瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健
（2007）血液透析患者におけるSpring-8による毛髪鉄含
有量の定量分析. 第50回日本腎臓学会総会, 5.25-27, 浜
松.（日本腎臓学会誌, 49, 261, 2007.）

木田有利, 倉賀野隆裕, 赤池信英, 國場幸史, 伊藤勝清, 名
波正義 , 小瀧慶長 , 蓮池由起子, 和泉雅章 , 中西　健
（2007）急性腎不全犬モデルにおける鉄囲い込み現象
と透析による影響. 第50回日本腎臓学会総会, 5.25-27, 浜
松.（日本腎臓学会誌, 49, 261, 2007.）

伊藤勝清, 倉賀野隆裕, 木田有利 , 北村理恵 , 徳山正徳 , 
名波正義 , 板花玲子, 小瀧慶長 , 和泉雅章 , 中西　健
（2007）エリスロポエチン抵抗性貧血患者は心血管系
合併症のhigh risk 群となる. 第50回日本腎臓学会総会, 
5.25-27, 浜松.（日本腎臓学会誌, 49, 274, 2007.） 

和泉雅章, 北村理恵, 山本　聡, 徳山正徳, 名波正義 , 板
花玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 中西　健
（2007）維持透析患者における副甲状腺摘出手術（Ｐ
ＴＸ）後の高Ｋ血症について. 第50回日本腎臓学会総会, 
5.25-27, 浜松.（日本腎臓学会誌, 49, 351, 2007.）

和泉雅章, 津久田真広, 大植麻衣, 堀加穂理, 徳山正徳, 名
波正義 , 板花玲子, 小瀧慶長 , 倉賀野隆裕 , 中西　健
（2007）ネフローゼ症候群を呈し, 抹消血管細胞移植を併
用した化学療法で治療を行った2例. 第182回日本内科学
会近畿地方会, 5.26, 大阪. 

倉 賀 野 隆 裕 ,  木 田 有 利 ,  赤 池 信
英 ,  新 井 　 幸 ,  國 場 幸 史 ,  中 西
健（2007）SD-D21（カーボスター）によるイヌ透析での
鉄代謝改善効果. 第1回アセテートフリー療法を考える会, 
6.2, 東京. 

大植麻衣, 北村理恵, 山本　聡, 名波正義, 板花玲子, 小瀧
慶長, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 田中惠子, 笠間周平, 芳川
浩男, 中西　健（2007）二重膜濾過血漿交換（DFPP）
で治療した多発性硬化症（MS）の一例. 第52回日本透析
医学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透析医学会雑誌, 40
（Suppl.1）, 386, 2007.）

蓮池由起子, 伊藤勝清, 小瀧慶長 , 板花玲子, 名波正義 , 
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森口林太郎 , 木田有利 , 倉賀野隆裕 , 和泉雅章 , 中西
健（2007）維持血液透析（HD）患者における心血管疾患
（CVD）の発症に対するC反応性蛋白（CRP）の関与. 第
52回日本透析医学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透析
医学会雑誌, 40（Suppl.1）, 623, 2007.）

名波正義, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健, 
高野秀和, 篭島　靖, 境　剛史, 魚住嘉伸（2007）血液透
析患者（HD）における蛍光X線分析法による毛髪鉄含量
（ｈ－Fe）の定量分析. 第52回日本透析医学会学術集会, 
6.15-17, 大阪.（日本透析医学会雑誌, 40（Suppl.1）, 430, 
2007.）

伊藤勝清, 倉賀野隆裕, 木田有利, 徳山正徳, 名波正義, 板
花玲子, 小瀧慶長 , 蓮池由起子, 和泉雅章 , 中西　健
（2007）腎性貧血治療レジメ（ACTIVE研究）の有用性. 
第52回日本透析医学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透
析医学会雑誌, 40（Suppl.1）, 465, 2007.）

木田有利 , 倉賀野隆裕, 赤池信英, 國場幸史, 伊藤勝清, 
徳山正徳, 小瀧慶長, 蓮池由紀子, 和泉雅章, 中西　健
（2007）急性腎不全犬モデルにおける鉄代謝異常；新規
酢酸フリー透析剤（SZ-D21）の効果. 第52回日本透析医
学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透析医学会雑誌, 40 
（Suppl.1）, 449, 2007.）

和泉雅章, 吉矢邦彦, 関田憲一, 深川雅史, 竹岡浩也, 喜田
智幸, 中川清彦, 宮崎哲夫, 澁谷浩二, 中尾尚之, 寺杣一
徳, 申　曽洙, 宮本　孝, 兵庫県透析医会学術統計委員会
（2007）透析歴10年以上の患者の長期予後調査. 第52回
日本透析医学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透析医学
会雑誌, 40（Suppl.1）, 533, 2007.）

板花玲子, 北村理恵, 山本　聡, 徳山正徳, 森口林太郎, 小
瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健
（2007）腎臓内科受診時期と透析導入時の状態の検討. 
第52回日本透析医学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透
析医学会雑誌, 40（Suppl.1）, 713, 2007.）

堀加穂理, 北村理恵, 山本　聡, 板花玲子, 小瀧慶長, 和泉
雅章 ,  切田　学 ,  丸川征四郎 ,  三輪洋人 ,  中西　健
（2007）腹膜透析中止後9年で発症した被嚢性腹膜硬
化症（EPS）の1例. 第52回日本透析医学会学術集会, 
6.15-17, 大阪.（日本透析医学会雑誌, 40（Suppl.1）, 526, 
2007.）

和泉雅章, 北村理恵, 山本　聡, 徳山正徳, 名波正義, 板花
玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 藤本泰久, 中
西　健（2007）二次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲
状腺摘出術（PTX）後の血清Kの変動. 第52回日本透析
医学会学術集会, 6.15-17, 大阪.（日本透析医学会雑誌, 40
（Suppl.1）, 516, 2007.）

倉賀野隆裕（2007）改良型ビタミンE固定型ポリスルフォン
膜を用いたAFBの抗酸化能. 第8回Vitamembrane研究
会, 7.7, 東京. 

津久田真広, 水崎浩輔, 宗本将嗣, 北村理恵, 山本　聡, 徳
山正徳, 名波正義, 畑　玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉
賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健（2007）血液導入時に間質

性肺炎をきたした1例. 第26回武庫川カンファランス, 7.14, 
西宮. 

宗本将嗣, 津久田真広, 水崎浩輔, 北村理恵, 山本　聡, 徳
山正徳, 名波正義, 畑　玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉
賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健（2007）シェーグレン症候
群とMPO-ANCA関連糸球体腎炎を合併した2例. 第11回
兵庫県腎疾患懇話会, 7.20, 神戸. 

北村理恵（2007）骨髄移植後7年を経過し, ネフローゼ症候
群をきたした1例. 第8回阪神病理勉強会, 7.27, 西宮.  

小瀧慶長 , 木田有利, 伊藤勝清, 名波正義 , 畑　玲子, 蓮
池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章 , 中西　健（2007）ヒ
ト大腸癌由来細胞（Caco2）におけるβ2-microglobulin
（BMG）およびCRPによる鉄輸送蛋白の調節異常. 第13
回分子腎臓研究会, 9.1, 東京. 

伊藤勝清, 倉賀野隆裕 , 木田有利 , 津久田真広 , 水崎浩
輔 , 宗本将嗣 , 北村理恵, 古田　穣 , 山本　聡, 徳山正
徳, 名波正義, 畑　玲子, 小瀧慶長, 和泉雅章, 中西　健
（2007）プロトコール化した腎性貧血治療（Active レジ
メ）の有用性. 第27回兵庫県透析合同研究会, 9.30, 神戸. 

水崎浩輔, 津久田真広, 宗本将嗣, 北村理恵, 山本　聡, 徳
山正徳, 名波正義, 畑　玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉
賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健, 神野良男, 中村志郎, 松
本譽之 , 小野寺正征 , 西上隆之（2007）続発性アミロイ
ドーシスによる難治性虚血性腸炎と急激な腎機能低下を
きたした一例. 第27回兵庫県透析合同研究会, 9.30, 神戸. 

津久田真広, 堀加穂理, 古田　穣, 山本　聡, 名波正義, 畑
玲 子 ,  小 瀧 慶 長 ,  蓮 池 由 起
子 ,  倉 賀 野 隆 裕 ,  和 泉 雅 章 ,  中 西
健（2007）ステロイド減量直後に肉眼的血尿をきたした
紫斑病性腎炎の1例. 第37回日本腎臓学会西部学術大会, 
10.19-20, 福井.（日本腎臓学会誌, 49, 722, 2007.）

水崎浩輔 , 宗本将嗣 , 北村理恵, 徳山正徳, 名波正義, 畑
玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉賀野隆裕, 和泉雅章, 岡
一雅, 中西　健（2007）膜性腎症によるネフローゼ症候
群を呈し, LDL apheresis が奏功した混合性結合組織
病（MCTD）の1例. 第37回日本腎臓学会西部学術大会, 
10.19-20, 福井.（日本腎臓学会誌, 49, 702, 2007.）

倉 賀 野 隆 裕 ,  伊 藤 勝 清 ,  木 田 有 利 ,  津 久 田 真
広 ,  水 崎 浩 輔 ,  宗 本 将 嗣 ,  北 村 理 恵 ,  古 田 　
穣 ,  山 本 　 聡 ,  徳 山 正 徳 ,  名 波 正 義 ,  畑 　 玲
子 ,  小 瀧 慶 長 ,  蓮 池 由 起 子 ,  和 泉 雅 章 ,  中 西
健（2007）エリスロポエチン低反応性腎性貧血者は心血管
系合併症のハイリスク群である. 第16回腎とエリスロポエ
チン研究会, 11.17, 東京. 

倉 賀 野 隆 裕 ,  下 中 　 靖 ,  安 野 秀 之 ,  伊 藤
勝 清 ,  木 田 有 利 ,  津 久 田 真 広 ,  水 崎 浩
輔 ,  宗 本 将 嗣 ,  北 村 理 恵 ,  古 田 　 穣 ,  山 本
聡, 徳山正徳, 名波正義, 畑　玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起
子, 和泉雅章, 中西　健（2007）維持透析患者における血
清ヘプシジン濃度は炎症サイトカインに依存しない. 第8回
腎不全病態治療研究会, 12.1, 東京. 
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宗本将嗣, 津久田真広, 水崎浩輔, 北村理恵, 山本　聡, 徳
山正徳, 名波正義, 畑　玲子, 小瀧慶長, 蓮池由起子, 倉
賀野隆裕, 和泉雅章, 中西　健, 笠間周平, 芳川浩男, 田中
惠子（2007）NMO-IｇG陽性多発性硬化症に対する二重
膜濾過血漿交換法（DFPP）の治療経験. 第26回日本ア
フェレシス学会関西地方会, 12.3, 神戸. 

蓮池由起子, 伊藤勝清, 木田有利, 名波正義, 畑　玲子, 倉
賀野隆裕, 小瀧慶長, 和泉雅章, 中西　健（2007）維持血
液透析（HD）患者の予後に対するC反応性蛋白（CRP）
の関与. 第10回腎と筋・エネルギー研究会, 12.15, 京都.

■ その他 ■
中西　健（2007）CKD患者の鉄代謝障害と腎性貧血治療

の問題点. 第10回SMC腎不全セミナー, 1.27, 川越. 
中西　健（2007）CKDから心血管合併症へのmiss i ng 

links. CKD対策学術講演会, 3.8, 大阪. 
小瀧慶長（2007）腎臓病と食事療法. 兵庫医科大学市民健

康講座, 3.14, 西宮. 
中西　健（2007）さいきんの熱い“鉄”の話. 灘医会, 3.17, 西

宮. 
中西　健（2007）腎性貧血における鉄剤投与の問題点：

CKD患者の‘鉄囲い込み’現象. 第22回 瀬戸内腎不全カン
ファレンス, 3.30, 高松. 

中西　健（2007）腎機能障害と動脈硬化－腎臓は老化を防
いでいます！！－. 2007年度インターカレッジ西宮, 4.24, 西
宮. 

中西　健（2007）心腎相関：慢性腎臓病（CKD）と心血管障
害の架橋. 尼崎市内科医会学術講演会, 5.17, 尼崎. 

中西　健（2007）CKD患者の鉄代謝と腎性貧血治療の問題
点. 久留米地区腎セミナー, 7.19, 久留米. 

和泉雅章（2007）慢性腎臓病（CKD）の診断・現況と治
療. 日本の腎臓を守りたい －Innovative Approach to 
Kidney Disease－, 10.13, 神戸. 

倉賀野隆裕（2007）生理的血液透析を求めて～アセテートフ
リー透析の役割～. 今後の透析療法を考える会, 10.23, 福
岡. 

倉賀野隆裕（2007）日本透析療法の現況. ＳＹＢＡ研究会, 
11.18, 伊丹. 

小児科学
Pediatrics

■ 学術論文 ■
［総説］
高木信明, 服部益治（2007）腎・泌尿器疾患診療マニュアル

－小児から成人まで補体調節因子障害による腎症. 日本
医師会雑誌, 136（特別号2）, S232-S233.

服部益治, 堅田泰樹, 土屋千枝, 加藤尚子, 松本芳行（2007）
チャイルドシートの正しい着用率アップのために. 小児保
健研究, 66, 592-594. 

［原著］

谷澤隆邦（2007）KIGS Japan Data慢性腎不全. ホルモンと
臨床, 55, 791-794.

谷澤隆邦（2007）小児慢性腎不全管理の要点. 日本小児腎
不全学会雑誌, 27, 6-8.

Sawaki, J., Tsutsui, H., Hayashi, N., Yasuda, K., Akira, 
S., Tanizawa, T. and Nakanishi, K.（2007）Type 1 
cytokine/chemokine production by mouse NK cells 
following activation of their TLR/MyD88-mediated 
pathways. Int. Immunol., 19, 311-320.

Inukai, T., Hirose, K., Inada, T., Kurosawa, H., Hama, 
A., Inada, H., Chin, M., Nagatoshi, Y., Ohtsuka, Y., 
Oda, M., Goto, H., Endo, M., Morimoto, A., Imaizumi, 
M., Kawamura, N., Miyajima, Y., Ohtake, M., Miyaji, 
R., Saito, M., Tawa, A., Yanai, F., Goi, K., Nakazawa, 
S. and Sugita, K.（2007）Hypercalcemia in childhood 
acute lymphoblastic leukemia: frequent implication of 
parathyroid hormone-related peptide and E2A-HLF 
from translocation 17;19. Leukemia, 21, 288-296. 

Matsuda, K., Shimada, A., Yoshida, N., Ogawa, A., 
Watanabe, A., Yajima, S., Iizuka, S., Koike, K., Yanai, 
F., Kawasaki, K., Yanagimachi, M., Kikuchi, A., 
Ohtsuka, Y., Hidaka, E., Yamauchi, K., Tanaka, M., 
Yanagisawa, R., Nakazawa, Y., Shiohara, M., Manabe, 
A., Kojima, S. and Koike, K.（2007）Spontaneous 
improvement of hematologic abnormalities in patients 
having juvenile myelomonocytic leukemia with 
specific RAS mutations. Blood, 109, 5477-5480. 

樋上敦紀, 石田明人, 住永　亮, 村瀬真紀, 伊東利幸, 湊川
誠, 神岡一郎, 牟禮岳男, 金澤育子, 伴　紘文, 豊嶋大作, 
藤岡一路（2007）当院で経験した結節性硬化症4例につ
いての報告. 加古川市民病院誌, 7, 1-3.

［症例報告］
前川講平, 谷澤隆邦（2007）腹痛が初発症状であった紫斑

病性腎炎の1女児例. 西宮市医師会医学雑誌, 12, 57-59.
前川講平, 海老名俊亮, 磯野員倫, 小幡　岳, 小川智美, 澤

木潤子, 松井朝義, 前　　寛, 綾部信彦, 皆川京子, 服部
益治, 谷澤隆邦（2007）高度のミルクアレルギーを呈した
新生児腎不全の一例. 日本小児腎不全学会雑誌, 27, 101-
104. 

前川講平, 高木信明, 澤木潤子, 前　　寛, 綾部信彦, 大島
圭介, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）腎組織像の改善後も蛋
白尿の持続する肥満関連腎症（ORN）の1例. 日本小児腎
臓病学会雑誌, 20, 89-95. 

Maruyama, T., Yamamoto, S., Nojima, M., Morita, N., 
Tanizawa, T. and Shima, H.（2007）Extramedullary 
relapse of acute lymphoblastic leukemia in childhood 
to prostate. Int.J .Urol., 14, 447-449.

海老名俊亮, 川崎一輝, 菊池信太郎, 中野孝子, 遠藤美紀, 
樋口昌孝, 松永展明（2007）目で見る小児呼吸器疾患　
急速に無気肺をきたした気管支異物の1例. 日本小児呼吸
器疾患学会雑誌, 18, 4-6.
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Miyazaki, O., Nishimura, G., Sago, H., Watanabe, 
N. and Ebina, S.（2007）Prenata l d iagnos is of 
chondrodysplasia punctata tibia-metacarpal type 
using mult idetector CT and three-dimensional 
reconstruction. Pediatr. Radiol., 37, 1151-1154.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
谷澤隆邦（2007）子ども虐待とその周辺.（特別講演）西宮市

民生委員・児童委員会総会, 4.19, 西宮.
服部益治（2007）尿路感染症の診方－身近なれど, 奥深きも

の－.（教育講演）第4回南大阪小児腎疾患カンファレンス, 
6.9, 堺. 

谷澤隆邦（2007）子どもの脳死臓器移植はどうあるべき
か.（教育講演）第29回日本小児腎不全学会総会・学術集
会, 9.27-28, 松江.

服部益治（2007）乳児におけるチャイルドシートの形状差の
検討.（特別講演）第7回こども未来研究会, 11.10, 東京.

大塚欣敏（2007）易感染性について.（教育講演）第4回兵庫
県小児血液懇話会, 11.16, 神戸.

［シンポジウム等］
谷澤隆邦（2007）脳死臓器移植を進めるにはどうしたらよい

か.（総合シンポジウム）第110回日本小児科学会学術集会, 
4.20-22, 京都.

大塚欣敏（2007）小児MDS治療プロトコールJMML.（委員
会セッションシンポジウム）第12回小児骨髄異形成症候群
治療研究会, 6.3, 名古屋.

［一般講演］
深谷　隆, 前田　浩, 大塚拓治, 三舛信一郎, 上谷良行,  

泉　　裕, 久呉真章, 坂本　泉, 常石秀市, 冨永弘久, 服
部益治, 春田恒和, 山本勝輔, 吉田真策（2007）平成17年
度病院小児科アンケート調査結果. 第241回日本小児科学
会兵庫県地方会, 2.3, 尼崎.

柴野貴之, 小野淳一郎, 岡本恭明, 大塚欣敏, 服部益治, 谷
澤隆邦（2007）眼窩内腫瘤により発見されたランゲルハン
ス細胞組織球症の1例. 第241回日本小児科学会兵庫県地
方会, 2.3, 尼崎.

小川智美, 小幡　岳, 磯野員倫, 松井朝義, 皆川京子, 谷澤
隆邦（2007）新生児破傷風が疑われた1例. 第241回日本
小児科学会兵庫県地方会, 2.3, 尼崎. 

大塚欣敏 , 小野淳一郎, 岡本恭明 , 金田由美 , 中川由美 , 
森田直子, 谷澤隆邦（2007）非血縁者間骨髄移植を施
行したcongenital thrombocytopenia with physical 
abnormalityの一例. 第29回日本造血細胞移植学会, 2.16-
17, 福岡.

前　　寛, 柴野貴之, 前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 綾部
信彦, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）腎疾患における肝臓型
尿中脂肪酸結合蛋白の臨床的意義. 第52回兵庫県腎臓研
究会, 3.10, 神戸.

岡本恭明, 大杉聡宏, 小野淳一郎, 前　　寛, 大塚欣敏, 服
部益治, 谷澤隆邦（2007）発症後早期より中枢神経症状を
きたし急激な経過をたどったEB-VAHSの一例. 第20回近

畿小児科学会, 3.18, 和歌山.
前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 前　　寛, 綾部信彦, 服部

益治, 谷澤隆邦（2007）腎移植後に巣状分節性糸球体
硬化症を再発した一例. 第35回近畿小児腎臓病研究会, 
3.24, 大阪. 

樋上敦紀, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 住永　亮, 湊川
誠, 神岡一郎, 牟禮岳男, 金澤育子, 豊嶋大作（2007）当
院NICUにおける先天性サイトメガロウイルス感染症に関
する検討. 第110回日本小児科学会学術集会, 4.20-22, 京
都.（日本小児科学会雑誌, 111, 233, 2007.）

伊東利幸, 石田明人, 村瀬真紀, 湊川　誠, 牟禮岳男, 樋上
敦紀, 豊島大作, 金澤育子, 神岡一郎, 住永　亮（2007）新
生児期早期に発症したミルクアレルギー8例の検討. 第110
回日本小児科学会学術集会, 4.20-22, 京都.（日本小児科
学会雑誌, 111, 257, 2007.）

村瀬真紀, 石田明人, 伊東利幸, 湊川　誠, 樋上敦紀, 牟禮
岳男, 金澤育子, 豊嶋大作, 神岡一郎, 住永　亮（2007）極
低出生体重児の修正3歳までの発育・発達に対する超早
期授乳の効果. 第110回日本小児科学会学術集会, 4.20-
22, 京都.（日本小児科学会雑誌, 111, 232, 2007.）

牟禮岳男, 石田明人, 村瀬真紀, 伊東利幸, 湊川　誠, 樋上
敦紀, 金澤育子, 伴　紘文, 神岡一郎, 住永　亮（2007）
当院における極低出生体重児の低Na血症の臨床的検討
（第2報）低Na血症の3歳時予後. 第110回日本小児科学
会学術集会, 4.20-22, 京都.（日本小児科学会雑誌, 111, 
232, 2007.）

堅田泰樹, 永井敏郎, 作田亮一, 村上信行, 小幡一夫, 吉野 
篤範, 神津　享, 板橋　尚, 竹下絵里, 服部益治（2007）
乳幼児健診でのチャイルドシート着用状況の検討－子
供側・保護者側・医療側要因. 第110回日本小児科学会
学術集会, 4.20-22, 京都.（日本小児科学会誌, 111, 429, 
2007.）

Hattori, M. and Nishida, M.（2007）Comparison of 
respiratory and circulatory physiologic features vis a 
vis car safety seats or car beds in infants. Pediatric 
Academic Societies' Annual Meeting 2007, 5.5-8, 
Toronto, Canada.

柴野貴之, 前川講平, 澤木潤子, 高橋千晶, 前　　寛, 綾部
信彦, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）カラードップラーが経
過観察で有効であった急性巣状細菌性腎炎の1例. 第242
回日本小児科学会兵庫県地方会・総会, 5.19, 神戸. 

高橋千晶, 玉置（橋本）知子, 齊藤優子, 笠間周平, 芳川浩
男, 皆川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）遺伝子診断に
おけるインフォームドコンセントとインフォームドアセント. 
第31回日本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東
京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 45, 2007.）

田附裕子, 前川講平, 飯干泰彦, 谷澤隆邦, 藤元治郎（2007）
Ceftriaxone投与に伴う胆石症に対する治療経験. 第43回
日本小児放射線学会, 6.15-16, 東京.（日本小児放射線学
会雑誌, 23（Suppl.）, 30, 2007.）

大塚欣敏 , 小野淳一郎, 岡本恭明, 谷澤隆邦（2007）Von 



84 兵庫医大業績録（2007）

Willebrand 病を合併した本態性血小板血症の一例. 平
成19年度兵庫県血液腫瘍症例検討会, 6.22, 神戸. 

坂井清英, 浅沼　宏, 前川講平, 谷澤隆邦, 松岡弘文, 大友
義之, 中井秀郎, 近田龍一郎, 島田賢次（2007）本邦にお
けるprimary VUR患児に関するprospective study－日本
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neonatal MR images using cerebral surface model. 
Proceeding of 2007 IEEE International Conference on 
System of Engineering, 1160-1162. 

手島昭樹, 沼崎穂高, 渋谷　均, 西尾正道, 池田　恢, 伊東 
久夫, 関口建次, 上紺屋憲彦, 小泉雅彦, 多湖正夫, 永田
靖, 正木英一, 西村哲夫, 山田章吾（2007）全国放射線治
療施設の2005年定期構造調査報告（第1報）. 日本放射
線腫瘍学会誌, 19, 181-192. 

手島昭樹, 沼崎穂高, 渋谷　均, 西尾正道, 池田　恢, 伊東 
久夫, 関口建次, 上紺屋憲彦, 小泉雅彦, 多湖正夫, 永田
靖, 正木英一, 西村哲夫, 山田章吾（2007）全国放射線治
療施設の2005年定期構造調査報告（第2報）. 日本放射
線腫瘍学会誌, 19, 193-205.

Ando, K., Ishikura, R., Ogawa, M., Shakudo, M., Tanaka, 
H., Minagawa, K., Takada, Y., Yamamoto, S., Fujiwara, 
M. and Hirot a, S.（2007）MRI t ight poster ior 
fossa sign for prenatal diagnosis of Chiari type Ⅱ 
malformation. Neuroradiology, 49, 1033-1039. 

Maeda, H., Hirota, S., Yamamoto, S., Kobayashi, K., Arai, 
K., Miyamoto, Y., Fukuda, T., Sugimoto, K. and 
Nakao, N.（2007）Radiologic variations in gastrorenal 
shunts and collateral veins from gastric varices in 
imaging obtained before balloon-occluded retrograde 
transvenous obliteration. Cardiovasc.Intervent.Radiol., 
30, 410-414. 

小林　薫, 廣田省三, 前田弘彰, 山本　聡（2007）経カテー
テル門脈血流改変による肝硬変治療の研究 B-RTO前
後における肝体積, 肝予備能, 肝線維化マーカーの変化. 
INNERVISION, 22, 49.

Yosh ikawa, T. , Uch ida, K. , Ohno, Y. , Hirota, S., 
Nakamura, T., Yoshizako, T., Ishida, J. and Kitagaki, 
H.（2007）A simple catheter-vessel model for MR 
assessment of drug distribution in arteries and 
optimization of catheter design for intraarterial 
infusiontherapy. J. Magn.Reson.Imaging, 25, 1044-
1050.

［症例報告］
安藤久美子,  石藏礼一 ,  高田恵広 ,  廣田省三（2007）

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome 
（PRES）－hypertensive encephalopathy（高血圧性脳
症）－. Medical Practice, 24, 1285-1288.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
石藏礼一（2006）MRIでわかってきた新しい知見　頭頸部

編.（教育講演）ミッドサマーセミナー, 7.22-23, 神戸. 
石藏礼一（2007）中枢神経領域におけるMRIの適応と最近

の知見.（特別講演）東広島地区医師会学術講演会, 1.18, 
広島. 

中尾宣夫（2007）IVRに必要な画像診断の進歩.（特別講
演）第38回兵庫県画像診断研究会学術講演会, 1.20, 神
戸. 

石藏礼一（2007）Film Interpretation.（教育講演）第38回
兵庫県画像診断研究会学術講演会, 1.20, 神戸. 

前田弘彰（2007）門脈圧亢進症におけるB-RTOの役割.（特
別講演）第7回姫路消化器IVR研究会, 2.22, 姫路. 

小林　薫 , 石藏礼一（2007）冠動脈CTにおけるワークス
テーションの実際－AZE－.（特別講演）第8回関西循環器
イメージング談話会, 3.14, 大阪. 

廣田省三（2007）日常遭遇する症例からみた腹部IVR.（特
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別講演）第30回大阪放射線医学研究会, 3.16, 大阪. 
石藏礼一（2007）頭部－臨床研修医として知っておきたい脳

卒中の画像診断－.（教育講演）第66回日本医学放射線学
会総会, 4.13-15, 横浜.（日本医学放射線学会学術集会抄
録集, 66回, S70, 2007.）

石藏礼一（2007）震災及び災害時における放射線科の対応
と備え.（特別講演）第5回救急医学セミナー, 4.19, 栃木. 

前田弘彰, 羽室雅夫, 二ノ井照久（2007）門脈圧亢進症に対
するIVR.（教育講演）第36回日本IVR学会総会, 5.24-26, 
金沢. 

廣田省三, 大須賀慶悟, 山本　聡（2007）肺AVMに対する
IVR.（教育講演）第36回日本IVR学会総会, 5.24-26, 金
沢. 

廣田省三（2007）肺動静脈奇形に対する塞栓術　疾患概念
と治療戦略.（教育講演）日本IVR学会総会, 5.24-26, 金
沢. 

石藏礼一, 小林　薫（2007）兵庫医大での心臓MRIの現
況.（特別講演）第10回関西循環器イメージング談話会, 
9.12, 大阪. 

小林　薫, 石藏礼一（2007）アダムキュービッツ動脈の描出
－経静脈性MDCT－.（特別講演）第10回関西循環器イ
メージング談話会, 9.12, 大阪. 

廣田省三（2007）門脈圧亢進症に対するIVR B-RTOを中
心に.（特別講演）第79回旭川血管造影研究会, 9.21, 北海
道. 

廣 田 省三（ 2 0 0 7 ）門 脈 圧 亢 進 症のI V R－B - R T O
を中 心 に－.（教 育 講 演 ）第 4 2 回 岡 山 血 管 造 影・
INTERVENTIONAL RADIOLOGY症例検討会
（SAIRO）, 10.6, 岡山. 

廣田省三（2007）門脈圧亢進症のIVR－B-RTOを中心に
－.（特別講演）第29回高知県放射線科医会学術講演会, 
10.12, 高知. 

石藏礼一（2007）小児神経疾患の救急と画像.（教育講演）
第37回小児神経学セミナー, 11.23-25, 大阪. 

山野理子（2007）子宮体部の画像診断－内膜病変のMRI画
像を中心に－.（教育講演）第2回兵庫県細胞診従事者講
習会, 10.27, 神戸. 

Hirota, S., Maeda, H., Kobayashi, K., Yamamoto, S., Arai, 
K. and Nakao, N.（2007）Balloon occluded Retrograde 
transvenous obliteration of gastric varices.（Special 
Lecture）1st Global Embolization Symposium and 
Technology , 4.25-27, Barcelona, Spain. 

Hirota, S., Maeda, H., Kobayashi, K., Yamamoto, S., Arai, 
K. and Nakao, N.（2007）Balloon occluded Retrograde 
transvenous obliteration of gastric varices.（Special 
Lecture）Indonesian Congress of  Radiology, 12.7, 
Jakarta, Indonesia. 

Hirota, S., Maeda, H., Kobayashi, K., Yamamoto, S., Arai, 
K. and Nakao, N.（2007）Interventional radiology in 
GI bleeding.（Special Lecture）Indonesian Congress of  
Radiology, 12.7, Jakarta, Indonesia.

［シンポジウム等］
廣田省三（2006）肺AVMのカテーテル塞栓術の実際.（シン

ポジウム）第7回血管腫・血管奇形IVR研究会, 5.20, 大阪. 
山本　聡, 廣田省三, 阿知波左千子, 小林　薫, 新井桂介, 

前田弘彰, 中尾宣夫（2007）FPD搭載血管撮影装置によ
るCone-beam CTの臨床的検討　肝腫瘍検出能に関する
MDCTとの対比検討.（シンポジウム）第18回医用デジタル
動画像研究会, 6.29, 福岡.（Interventional Radiology, 22, 
508, 2007.）

山本　聡（2007）四肢の非造影MRA～下肢静脈疾患に対
するMR venographyの有用性と限界～.（シンポジウム）
第15回日本MR Angiography研究会, 6.30, 福岡.

［一般講演］
阿知波左千子, 廣田省三 , 小林　薫 , 冨士原将之 , 山本

聡, 前田弘彰, 上紺屋憲彦, 中尾宣夫, 村上昌雄, 菱川良夫
（2005）肝癌粒子線治療後の治療部の血行動態と変化－
3例のAngio CTによる検討－. 第279回日本医学放射線学
会関西地方会（第351回レントゲンアーベント）, 3.12, 神戸. 

新井桂介, 廣田省三, 前田弘彰, 山本　聡, 小林　薫, 阿知
波左千子, 中尾宣夫（2006）コイル塞栓後2年を経て, 塞
栓部に肺炎を合併した多発肺動脈奇形の1例. 第7回血管
腫・血管奇形IVR研究会, 5.20, 大阪. 

高田康弘, 上紺屋憲彦, 冨士原将之, 坪井慶太, 廣田省三, 
中尾宣夫（2006）白血病骨髄移植後, 長期経過観察中発
症した食道癌2症例に対する放射線治療の経験. 第41回
JROG, 12.16, 大阪. 

小林　薫, 廣田省三, 前田弘彰, 山本　聡, 小竹正昌, 三浦行
矣, 中尾宣夫（2006）胃静脈瘤に対するB-RTOの治療成
績およびB-RTO前後の肝線維化マーカー, 細胞増殖因子
の変化. 第35回日本IVR学会総会, 5.18-20, 大阪. 

前田弘彰, 廣田省三, 阿知波左千子, 山本　聡, 小林　薫, 
新井桂介, 中尾宣夫（2006）B-RTO施行時の血管損傷に
ついての検討. 第35回日本IVR学会総会, 5.18-20, 大阪. 

阿知波左千子, 廣田省三, 山本　聡, 小林　薫, 新井桂介, 
前田弘彰, 中尾宣夫（2006）腹部IVRにおけるFlat Panel 
Detector搭載Cone-beam CTの有用性の検討. 第35回日
本IVR学会総会, 5.18-20, 大阪. 

Fukuda, Y., Ando, K., Ishikura, R., Kotoura, N., Tsuda, 
N., Kato, N., Yoshiya, S. and Nakao, N.（2007）
Superparamagnetic iron oxide（SPIO）enhanced 
bone marrow MR imag ing in human subjects 
: Dif ferent iat ion between bone metastasis and 
osteomyelitis. 9th Annual Scietific Meeting of the 
Asian Musculoskeletal Society, 1.26-28, Tokyo. 

高田恵広, 前田弘彰, 新井桂介, 小林　薫, 山本　聡, 阿知
波左千子, 安藤久美子, 石藏礼一, 廣田省三, 中尾宣夫, 池
田譲太, 森川　努（2007）まれな胆嚢壁内血腫の一例. 第
285回日本医学放射線学会関西地方会（第357回レントゲ
ンアーベント）, 2.3, 大阪. 

安藤久美子, 石藏礼一, 小川理世, 末吉新吾, 大芝拓真, 小
橋昌司, Pande, A.R., 長見ゆき, 池田譲太, 森川　努, 廣田
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省三, 中尾宣夫（2007）新生児, 乳児脳MRI Volumetric
解析　灰白質・白質自動抽出法の開発：皮質自動抽出－
第1報－. 第36回日本神経放射線学会, 2.8-10, 香川. 

高田康弘, 冨士原将之, 坪井慶太, 上紺屋憲彦, 廣田省三, 
中尾宣夫（2007）白血病骨髄移植後, 長期経過観察中に
発症した食道癌に対する放射線治療の経験. 第32回神戸
放射線腫瘍懇話会, 2.19, 神戸. 

大芝拓真, 小橋昌司, 安藤久美子, 石藏礼一, 近藤克哉, 畑
豊（2007）脳構造モデルを用いた新生児頭部MR画像か
らの大脳抽出法. Eic電子情報通信学会2007年総合大会, 
3.20-23, 名古屋.（電子情報通信学会2007年総合大会講
演論文集, 301, 2007.）

福田有子（2007）骨軟部領域. 第41回兵庫県放射線医会総
会, 3.24, 神戸. 

安藤久美子, 飯島尋子, 津田奈津子, 阿知波左千子, 山
野理子, 石藏礼一, 辻　孝司, 西口修平, 廣田省三, 中尾
宣夫（2007）SPIO造影MRIによる非アルコール性脂肪肝
炎（NASH）の診断－モデルラットによる検討－. 第66回
日本医学放射線学会総会・学術集会, 4.13-15, 横浜.（日
本医学放射線学会雑誌, 第66回学術集会抄録集, S154, 
2007.）

安藤久美子, 石藏礼一, 小川理世, Pande, A.R., 小橋昌
司, 末吉新吾, 大芝拓真, 冨永　了, 廣田省三, 中尾宣夫
（2007）新生児及び乳児脳MRI Volumetric解析　灰
白質・白質自動抽出法の開発：皮質の自動抽出－第1報－. 
第66回日本医学放射線学会総会・学術集会, 4.13-15, 横
浜.（日本医学放射線学会雑誌, 第66回学術集会抄録集, 
S187, 2007.）

冨士原将之 , 上紺屋憲彦, 高田康弘 , 坪井慶太, 和泉正
幸, 入江美和, 野口一馬, 浦出雅裕, 廣田省三, 中尾宣夫
（2007）舌癌に対する超選択的動注化学療法併用放
射線治療. 第66回日本医学放射線学会総会・学術集会, 
4.13-15, 横浜.（日本医学放射線学会雑誌, 第66回学術集
会抄録集, S235, 2007.）

高田康弘, 冨士原将之, 坪井慶太, 末定靖英, 島田達治, 上
紺屋憲彦, 廣田省三, 中尾宣夫（2007）前立腺癌根治照射
における投与線量変更に関する検討. 第66回日本医学放
射線学会総会・学術集会, 4.13-15, 横浜.（日本医学放射線
学会雑誌, 第66回学術集会抄録集, S247, 2007.）

小川理世, 安藤久美子, 高田恵広, 福田有子, 石藏礼一, 廣
田省三, 中尾宣夫, 森川　努, 池田譲太, 長見ゆき（2007）
Chiari Ⅱ型奇形では胎生後期MRIにおいてテント上およ
びテント下の脳槽が著しく狭い. 第66回日本医学放射線学
会総会・学術集会, 4.13-15, 横浜.（日本医学放射線学会雑
誌, 第66回学術集会抄録集, S301, 2007.）

小林　薫, 廣田省三, 前田弘彰, 山本　聡, 新井桂介, 阿知
波左千子,  小竹正昌, 中尾宣夫 ,  井上淳一, 林　孝之
（2007）B-RTO前後の肝体積, 肝線維化マーカーおよび
細胞増殖因子の変化. 第66回日本医学放射線学会総会・
学術集会, 4.13-15, 横浜.（日本医学放射線学会雑誌, 第66
回学術集会抄録集, S315, 2007.）

山野理子, 安藤久美子, 市川瑠美子, 石藏礼一, 廣田省三, 中
尾宣夫, 楢崎勝弘, 山本泰子, 入江美和（2007）クローン
病の炎症活動性評価における拡散強調画像の有用性. 
第66回日本医学放射線学会総会・学術集会, 4.13-15, 横
浜.（日本医学放射線学会雑誌, 第66回学術集会抄録集, 
S335, 2007.）

阿知波左千子, 廣田省三 , 山本　聡 , 小林　薫 , 新井桂
介, 前田弘彰, 中尾宣夫, 井上淳一, 林　孝之, 加古泰一
（2007）Flat Panel Detector搭載Cone-beam CTの
CTAPによる肝腫瘍検出能に関する検討. 第66回日本医
学放射線学会総会・学術集会, 4.13-15, 横浜.（日本医学
放射線学会雑誌, 第66回学術集会抄録集, S243, 2007.）

小林　薫, 廣田省三, 前田弘彰, 山本　聡, 新井桂介, 阿知
波左千子, 小竹正昌, 中尾宣夫（2007）B-RTO前後にお
ける肝体積, 肝線維化マーカーおよび細胞増殖因子に関
する検討. 第36回日本IVR学会総会, 5.24-26, 金沢.（IVR, 
22（Suppl.）, 43, 2007.）

阿知波左千子, 廣田省三, 山本　聡, 小林　薫, 新井桂介, 
前田弘彰, 中尾宣夫（2007）FPD搭載血管撮影装置によ
るCone-beam CTの臨床的検討－肝腫瘍検出能に関する
MDCTとの対比検討－. 第36回日本IVR学会総会, 5.24-
26, 金沢.（IVR, 22（Suppl.）, 59, 2007.）

高田恵広, 石藏礼一, 阿知波左千子, 長見ゆき, 山本　聡, 
新井桂介, 小林　薫, 福田有子, 山野理子, 安藤久美子, 前
田弘彰, 廣田省三, 中尾宣夫, 林　　宏, 有田憲生（2007）
Small aneurysm（5mm以下）の血管内治療の初期経
験. 第36回日本IVR学会総会, 5.24-26, 金沢.（IVR, 22
（Suppl.）, 101, 2007.）

新井桂介, 前田弘彰, 小林　薫 , 山本　聡 , 阿知波左千
子, 廣田省三, 中尾宣夫（2007）Dual balloon-occluded 
retrograde transvenous obliteration（dual B-RTO）で
治療した胃静脈瘤の3例. 第36回日本IVR学会総会, 5.24-
26, 金沢.（IVR, 22（Suppl.）, 114, 2007.）

山本　聡, 廣田省三, 阿知波左千子, 新井桂介, 小林　薫, 
前田弘彰, 中尾宣夫（2007）緊急コイル塞栓術が有用で
あった腹部内臓動脈瘤の6例. 第36回日本IVR学会総会, 
5.24-26, 金沢.（IVR, 22（Suppl.）, 133, 2007.）

藤本裕子, 小橋昌司, 小川理世, 安藤久美子, 石藏礼一, 近
藤克哉, 廣田省三, 畑　　豊（2007）Fuzzy rule-based 
Active Surface Modelを用いた新生児MR画像からの頭
蓋除去法. Fuzzy System Symposium 2007, 8.29-31, 名
古屋. 

高田恵広, 石藏礼一, 高山勝年, 和田　敬, 中川一郎, 黒川
紳一郎, 中川裕之, 宮坂俊輝, 明珍　薫, 岩崎　聖, 福住明
夫, 田岡俊昭, 坂本雅彦, 吉川公彦（2007）両側総頚動脈
閉塞を伴った未破裂脳底動脈先端部動脈瘤に対するコイ
ル塞栓術の一例. 第8回近畿脳神経血管内治療学会, 9.7-
8, 大阪. 

高田恵広, 石藏礼一, 安藤久美子, 小川理世, 福田有子, 山
野理子, 廣田省三, 榎　卓也, 中尾研一, 山下達也, 酒井敏
行, 琴浦規子（2007）3TMRI FSET2WIにおける淡蒼球, 
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赤球, 小脳歯状核の加齢に伴う信号変化. 第35回日本磁
気共鳴医学会大会, 9.27-29, 神戸. 

福田有子, 石藏礼一, 小川理世, 阿知波左千子, 山野理子, 
安藤久美子, 山下達也, 榎　卓也, 琴浦規子, 廣田省三
（2007）3T MRによる膝関節B-TFE weighted imaging 
with WATS:健常ボランティアにおける初期経験. 第35回
日本磁気共鳴医学会大会, 9.27-29, 神戸. 

石藏礼一, 安藤久美子, 高田恵広, 福田有子, 山野理子, 廣
田省三, 森　鑑ニ, 有田憲生, 中尾研一, 酒井敏行, 琴浦規
子（2007）脳腫瘍のSWIの検討. 第35回日本磁気共鳴医
学会大会, 9.27-29, 神戸. 

小林　薫, 前田弘彰, 山本　聡, 新井桂介, 阿知波左千子, 
廣田省三（2007）心膜横隔静脈から肺静脈への交通枝を
有し, B-RTOが困難であった胃静脈瘤の一例. 第14回兵
庫県IVR懇話会, 10.20, 神戸. 

高田恵広, 石藏礼一, 阿知波左千子, 小川理世, 山本　聡, 
小林　薫, 新井桂介, 福田有子, 山野理子, 前田弘彰, 安藤
久美子, 廣田省三, 長見ゆき, 池田譲太, 森川　努（2007）
脳出血で発症した脳膿瘍の1例. 第287回日本医学放射線
学会関西地方会, 11.10, 大阪. 

阿知波左千子, 前田弘彰, 高田恵広, 山本　聡, 新井桂介, 
小林　薫, 石藏礼一, 廣田省三（2007）収集フレームレー
トの速い新しいFPDを用いたコーンビームCTの初期経験. 
第287回日本医学放射線学会関西地方会, 11.10, 大阪. 

高田恵広, 石藏礼一, 高山勝年, 和田　敬, 中川一郎, 黒川
紳一郎, 中川裕之, 宮坂俊輝, 明珍　薫, 吉川公彦（2007）
両側総頚動脈塞栓を伴った未破裂脳底動脈先端部動脈
瘤に対するコイル塞栓術の一例. 第23回日本脳神経血管
内治療学会, 11.14-17, 神戸. 

廣田省三（2007）肺動静脈奇形に対するIVR. 平成19年度
第3回兵庫医科大学医学会学術講演会, 11.27, 西宮. 

冨士原将之 , 山本　聡, 高田恵広, 阿知波左千子, 高田康
弘, 石藏礼一, 上紺屋憲彦, 廣田省三, 寺田友紀, 野口一
馬（2007）頭頚部癌に対する動注化学療法併用放射線
療法における局所効果の差. 日本放射線腫瘍学会第20
回学術大会, 12.13-15, 福岡.（日本放射線腫瘍学会誌, 19
（Suppl.）, 167, 2007.）

高田康弘 , 冨士原将之, 坪井慶太, 上紺屋憲彦, 和泉正幸, 
田ノ岡征雄, 井上裕之, 中川英雄, 小田雅彦, 廣田省三
（2007）前立腺小線源治療Post plan作成時におけるCT
撮影条件の最適化. 日本放射線腫瘍学会第20回学術大
会, 12.13-15, 福岡.（日本放射線腫瘍学会誌, 19（Suppl.）, 
180, 2007.）

Maeda, H.（2007）Ba l lo on occ luded ret rog rade 
transvenous obliteration（B-RTO）for ruptured gastric 
varices. CIRSE2007, 9.8-12, Athens, Greece. 

Kobayashi, K., Hirota, S., Maeda, H., Yamamoto, S., Arai, 
K., Achiwa, S. and Nakao, N.（2007）Changes in liver 
volume and serum hepatic fibrosis markers after 
balloon-occluded retrograde transvenous obliteration 
for gastric varices. CIRSE2007, 9.8-12, Athens, 

Greece. 
Hirota, S. and Nakamura, K.（2007）Balloon-occluded 

retrograde transvenous obliteration of gastric varices. 
CIRSE2007, 9.8-12, Athens, Greece. 

Maeda, H. and Hirota, S.（2007）B-RTO for emergency 
cases. CIRSE2007, 9.8-12, Athens, Greece. 

Kobayashi, K., Hirota, S., Maeda, H., Yamamoto, S., Arai, 
K., Kotake, M. and Nakao, N.（2007）Change of the 
liver volume and hepatic function after B-RTO for 
gastric varices. CIRSE2007, 9.8-10, Athens, Greece. 

Baba, R., Ueda, K., Okabe, M., Kadomura, T., Hirota, S., 
Ishikura, R., Sakamoto, K. and Kamakura, T.（2007）
What CT images can be obtained using a high-speed, 
wide-range, and large-view flat-panel detector?. RSNA 
2007, 11.25-30, Chicago, U.S.A.

■ その他 ■ 
石藏礼一（2007）はじめに. 臨床放射線, 51, 1733.

 
精神科神経科学
Neuropsychiatry

■ 学術論文 ■
［総説］
守田嘉男, 慶村雅世（2007）老年期の幻覚　幻覚体験の諸

様態. 仁明会精神医学研究, 4, 23-27.
植木昭紀（2007）老年期の妄想　嫉妬妄想（不実妄想）. 仁

明会精神医学研究, 4, 28-34.
大原一幸, 慶村雅世（2007）老年期の妄想　妄想性誤認症

候群. 仁明会精神医学研究, 4, 39-45.
守田嘉男（2006）向精神薬による認知機能障害の治療. 

Schizophrenia Frontier, 7, 252-255.
［原著］
Seino, H., Ueda, H., Kokai, M., Tsuji, N.M., Kashiwamura, 

S., Morita, Y. and Okamura, H.（2007）IL-18 mediates 
the formation of stress-induced, histamine-dependent 
gastric lesions. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver 
Physiol., 292, G262-G267.

Tatsuta, T., Kitanaka, N., Kitanaka, J., Morita, Y. and 
Takemura, M.（2007）Lack of effect of anticonvulsant 
topiramate on methamphetamine-induced stereotypy 
and rewarding property in mice. Pharmacol. Biochem. 
Behav., 87, 48-55.

Kitanaka, J., Kitanaka, N., Tatsuta, T., Morita, Y. and 
Takemura, M.（2007）Blockade of brain histamine 
metabol ism a lters methamphetamine-induced 
expression pattern of stereotypy in mice v ia 
histamine H1 receptors. Neuroscience, 147, 765-777.

Ueki, A., Ueno, H., Sato, N., Shinjo, H. and Morita, 
Y.（2007）Serotonin transporter gene polymorphism 
and BPSD in mild Alzheimer’s disease. J. Alzheimers 
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Dis., 12, 245-253.
Ueno, H., Ueki, A., Shinjo, H., Yasuda, M., Maeda, K. and 

Morita, Y.（2007）The relationship between serotonin 
2A receptor gene polymorphism and Alzheimer’
s disease. Hyogo Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta 
Med. Hyogo.）, 32, 87-93.

［症例報告］
慶村雅世, 大原一幸, 垣田寛人, 森　鑑二, 後藤恭子, 高長

明律, 守田嘉男, 有田憲生（2007）免疫不全のみられない
男性において亜急性に意識障害が軽度なせん妄を呈した
クリプトコッカス髄膜脳炎の1例. 精神科, 10, 173-179.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
Kitanaka, N., Kitanaka, J., Tatsuta, T., Morita, Y. 

a nd Takemura, M.（2007）Clorg yl i ne opposes 
methamphetamine-induced hyperlocomotion through 
alteration of the serotonin turnover in the striatum.
（Symposium）5th International Symposium on 
Receptor Mechanisms, Signal Transduction and Drug 
Effects, 5.10-11, Shizuoka.（Program & Abstracts, 90, 
2007.）

 Kitanaka, J., Kitanaka, N., Tatsuta, T., Morita, Y. and 
Takemura, M.（2007）HMT inh ibitors regu late 
methamphetamine-induced stereotyped behavior in 
mice via H1 receptor-mediated histamine signaling.
（Symposium）5th International Symposium on 
Receptor Mechanisms, Signal Transduction and Drug 
Effects, 5.10-11, Shizuoka.（Program & Abstracts, 90, 
2007.）

［一般講演］
西川慎一郎 , 大原一幸, 西井理恵 , 高長明律 , 守田嘉男

（2007）普通でいる事がわからないと訴えた症例にSSRI
が有効であった一例. 第100回近畿精神神経学会, 2.10, 
和歌山.（精神神経学雑誌, 109, 610, 2007.）

大原一幸, 西井理恵 , 西川慎一郎 , 高長明律 , 守田嘉男
（2007）Charles-Bonnet症候群出現に, 軽度の認知機能
低下が関与していると考えられた盲目高齢男性例. 第100
回近畿精神神経学会, 2.10, 和歌山.（精神神経学雑誌, 
109, 615, 2007.）

北浦寛史 ,  森脇大裕 ,  高長明律 ,  大原一幸 ,  守田嘉男
（ 2 0 0 7 ）初 発 未 治 療 の 統 合 失 調 症 4 例に 対 する
risperidone内用液の使用効果と, その際の問題点. 第100
回近畿精神神経学会, 2.10, 和歌山.（精神神経学雑誌, 
109, 617, 2007.）

北中順惠 ,  北中純一 ,  立田知大 ,  守田嘉男 ,  竹村基彦
（2007）覚せい剤誘発異常行動および報酬効果に対す
るA型モノアミン酸化酵素阻害薬クロルジリンの効果. 第
80回日本薬理学会年会, 3.14-16, 名古屋.（J. Pharmacol. 
Sci., 103（Suppl.I）, 132, 2007.）

北中純一 ,  北中順惠 ,  立田知大 ,  守田嘉男 ,  竹村基彦
（2007）ヒスタミンN-メチル基転移酵素阻害薬による覚

せい剤誘発常同行動パターン変化. 第80回日本薬理学会
年会, 3.14-16, 名古屋.（J. Pharmacol. Sci., 103（Suppl.I）, 
132, 2007.）

立田知大 ,  北中順惠 ,  北中純一 ,  守田嘉男 ,  竹村基彦
（2007）マウスにおける覚せい剤誘発常同行動および報
酬効果に対する抗けいれん薬トピラメートの作用. 第80回
日本薬理学会年会, 3.14-16, 名古屋.（J. Pharmacol. Sci., 
103（Suppl.I）, 132, 2007.）

大原一幸, 西井理恵, 西川慎一郎, 高長明律, 高内　茂, 守
田嘉男（2007）非定型的なタウ病変を呈し, 前頭側頭型
認知症と考えられた孤発例. 第48回日本神経病理学会
総会学術研究会, 5.30-6.1, 東京.（Neuropathology, 27
（Suppl.）, 170, 2007.）

守田嘉男（2007）人生の夕暮れのときを迎えて. 第25回日本
老年学会総会・第49回日本老年医学会学術集会, 6.20-22, 
札幌.（日本老年医学会雑誌, 44（Suppl.）, 2, 2007.）

大原一幸, 高長明律, 西井理恵, 慶村雅世, 西川慎一郎, 守
田嘉男（2007）うつ病・うつ状態患者にパロキセチン
20mgより投与開始した場合の有効性・問題点. 第4回日本
うつ病学会総会, 6.29-30, 札幌.（第4回日本うつ病学会総
会抄録集, 100, 2007.）

西川慎一郎, 大原一幸, 西井理恵, 高長明律, 守田嘉男, 柏
木　徹, 奥　直彦（2007）123I-IMP脳血流SPECTを施行
したCO中毒症例. 第40回日本核医学会近畿地方会, 6.30, 
尼崎.（第40回日本核医学会近畿地方会プログラム, 2 , 
2007.）

佐藤典子,  植木昭紀 ,  植野秀男 ,  眞城英孝, 守田嘉男
（2007）軽度アルツハイマー型認知症の行動・心理症状
とインスリン分解酵素遺伝子多型の関連. 第29回日本生
物学的精神医学会, 7.11-13, 札幌.（第29回日本生物学的
精神医学会・第37回日本神経精神薬理学会合同年会抄録
集, 134, 2007.）

北中純一 ,  北中順惠 ,  立田知大 ,  守田嘉男 ,  竹村基彦
（2007）ロベリア草アルカロイドの毒性と中枢モノアミン
神経機能障害との関連. 第29回日本中毒学会総会・学術
集会, 7.27-28, 東京.（中毒研究, 20, 435-436, 2007.）

Ohara, K., Nishii, R., Nishikawa, S., Takanaga, A., 
Takauchi, S. and Morita, Y.（2007）An autopsy case of 
fronto-temporal dementia without family history, who 
shows an atypical tau neuropathology. 13th Congress 
of International Psychogeriatric Association, 10.14-18, 
Osaka.（International Psychogeriatric, 19（Suppl.1）, 
183, 2007.）

Sato, N., Ueki, A., Ueno, H., Shinjo, H. and Morita, 
Y.（2007）IDE gene polymorphism influence on BPSD 
in mild dementia of Alzheimer’s type. 13th Congress 
of International Psychogeriatric Association, 10.14-18, 
Osaka.（International Psychogeriatric, 19（Suppl.1）, 
185, 2007.）

北中純一 ,  北中順惠 ,  立田知大 ,  守田嘉男 ,  竹村基彦
（2007）ヒスタミン代謝酵素阻害薬による覚せい剤誘
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発常同行動のパターン変化. 第11回日本ヒスタミン学会, 
12.14-15, 富山.（学会プログラム抄録集, 21, 2007.）

佐藤典子,  植木昭紀 ,  植野秀男 ,  眞城英孝, 守田嘉男
（2007）軽度アルツハイマー型認知症の行動・心理症状と
ドパミンD3受容体遺伝子多型の関連. 第12回日本神経精
神医学会, 11.29-30, 東京.（第12回日本神経精神医学会抄
録集, 35, 2007.）

西 川 慎 一 郎 ,  大 原 一 幸 ,  西 井 理
恵 ,  高 長 明 律 ,  守 田 嘉 男 ,  柏 木
徹, 奥　直彦（2007）123I-IMP SPECTを施行した急性一
酸化炭素中毒4例. 第12回日本神経精神医学会, 11.29-30, 
東京.（第12回日本神経精神医学会抄録集, 49, 2007.）

慶村雅世, 岩永伴久, 大原一幸, 高長明律, 田原麻琴, 高尾
真紀, 守田嘉男（2007）Refeeding syndrormeによりせん
妄を呈したアルコール依存症の一例. 第20回日本総合病
院精神医学会総会, 11.30-12.1, 札幌.（総合病院精神医学, 
19（Suppl.）, S-163, 2007.）

■ その他 ■
大原一幸（2007）一般医療機関におけるうつ病の早期発見

とその対応. 精神・心身医学的疾患講座, 4.14, 神戸.
高長明律（2007）遅発性ジスキネジアに対する両側脳深部

刺激療法. Schizophrenia Frontier, 8, 67.
森脇大裕（2007）未投薬, 初回エピソード統合失調症患者

の前頭葉ドパミンD2/3受容体結合性は, 陽性症状および
ジェンダーと関連する. Schizophrenia Frontier, 8, 67-68.

守田嘉男（2007）専門医に求められるもの.（巻頭言）老年精
神医学雑誌, 18, 826-827.

大原一幸, 守田嘉男（2007）大学・精神科紹介8兵庫医科大
学精神科神経科学教室. 最新精神医学, 12, 575-578.

皮膚科学
Dermatology

■ 著書 ■
山西清文（2007）黄色腫症. 今日の治療指針2007,（山口

徹, 北原光夫, 福井次矢　 編）, 医学書院, 東京, 849.
夏秋　優（2007）毛髪と漢方医学. 症例から学ぶ　あなたに

もできる脱毛外来,（高森建二, 勝岡憲生　編）, 診断と治
療社, 東京, 61.

夏秋　優（2007）蕁麻疹の鑑別疾患は？（虫刺症, Sti l l病
など）. じんましん最前線,（秀　道広, 宮地良樹　編）, メ
ディカルレビュー社, 東京, 98-101.

夏秋　優（2007）蕁麻疹に対する漢方薬の使い方は？. じん
ましん最前線,（秀　道広, 宮地良樹　編）, メディカルレ
ビュー社, 東京, 150-153.

夏秋　優, 及川陽三郎, 高田伸弘（2007）ダニ類による刺症. 
ダニと新興再興感染症,（SADI組織委員会　編）, 全国農
村教育協会, 東京, 87-91.

■ 学術論文 ■
［総説］
夏秋　優（2007）虫が関与する感染症　シラミ症. Monthly 

Book Derma, 127, 199-203.

夏秋　優（2007）昆虫による皮膚炎. 綜合臨牀, 56, 2549-
2550.

夏秋　優（2007）皮膚科領域における漢方薬の使い方. 
Monthly Book Derma, 131, 1-6.

夏秋　優（2007）食後の運動で出る蕁麻疹とは？. Q &Aで
わかるアレルギー疾患, 3, 46-47.

夏秋　優（2007）虫刺されの臨床. MEDICO, 38, 225-228.
伊藤孝明（2007）術者が知っておくべき重症虚血肢のフット

ケア. Coronary Intervention, 3, 94-98.
伊藤孝明（2007）糖尿病性潰瘍・壊疽の治療. 糖尿病合併

症, 21, 139-142.
［原著］
山西清文（2007）よく見られる皮膚疾患と鑑別が必要な遺

伝性角化症の臨床　ここまで分かった角化異常と皮膚の
バリア障害. 日本皮膚科学会雑誌, 117, 2310-2311.

山西清文 , 伊藤孝明 , 南祥一郎 , 平野　愛（2007）皮丘
平行パターンを示した足底の色素細胞母斑.V i s u a l 
Dermatology, 6, 268-269.

山西清文（2007）乾癬とカリクレイン. 第21回日本乾癬学会
記録集, 107-108. 

夏秋　優（2007）ドクガ皮膚炎とアレルギー反応. アレル
ギーの臨床, 27, 854-858.

Minami, S., Nakagawa, N., Ito, T., Sadanobu, N., Lin, Y., 
Natsuaki, M. and Yamanishi, K.（2007）A simple and 
effective technique for the cryotherapy of digital 
mucous cysts. Dermatol .Surg., 33, 1280-1282.

伊藤孝明（2007）下肢静脈瘤の治療.日本皮膚科学会雑誌, 
117, 513.

樽谷勝仁（2007）尋常性乾癬のかゆみに対する抗ヒスタミン
薬の有用性. 皮膚アレルギーフロンティア, 5, 122-123.

津田達也, 小西弘江, 今田微香, 山西清文, 宮下　文, 和久
祥三（2007）Netherton症候群の2例.角化症研究会記録
集, 21, 83-86.

［症例報告］
石川千香, 夏秋　優 , 山西清文（2006）Ｃ型肝炎に伴った

クリオグロブリン血症性紫斑の5例. 皮膚の科学, 5, 394-
400.

平野　愛 ,  夏秋　優 ,  今田微香 ,  伊藤孝明 ,  山西清文
（2007）皮膚寄生虫症妄想の1例. 皮膚の科学, 6, 183-
186.

平野　愛, 夏秋　優, 林　義明, 山西清文（2007）ヒアレイン
ミニによる接触皮膚炎. 皮膚病診療, 29, 681-684.

中山由美, 夏秋　優, 山西清文（2007）ヒルドイドソフトによ
る接触皮膚炎の1例. 皮膚の科学, 6, 89-93.

中山由美 ,  夏秋　優 ,  定延直哉 ,  川崎加織 ,  山西清文
（2007）紅皮症をきたしたブフェキサマクによる接触皮膚
炎の1例. 皮膚の科学, 6, 16-21.

中山由美 ,  夏秋　優 ,  山西清文（2007）妊婦に生じた
Schamberg病の1例. 皮膚の科学, 6, 26-29.

川崎加織, 夏秋　優, 宮田明子, 山西清文（2007）アセトアミ
ノフェンによる多発性固定薬疹の1例. 皮膚の科学, 6, 107-
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110.
［研究報告］
夏秋　優（2007）ハエ症.寄生虫症薬物治療の手引き2007, 

厚生労働科学研究費補助金・ヒューマンサイエンス振興団
体政策創薬総合研究事業「熱帯病・寄生虫症に対する稀
少疾病治療薬の輸入・保管・治療体制の開発研究」斑, 東
京, 77-78.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
山西清文（2007）よく見られる皮膚疾患と鑑別が必要な遺

伝性角化症の臨床「ここまで分かった角化異常と皮膚の
バリア障害」.（教育講演）第106回日本皮膚科学会総会, 
4.20-22, 横浜.（日本皮膚科学会雑誌, 117, 531, 2007.）

夏秋　優（2007）ハチ刺症と治療 アナフィラキシー対
策.（教育講演）第19回日本アレルギー学会春季臨床大会, 
6.10-12, 横浜.（アレルギー, 56, 304, 2007.）

宮田明子（2007）兵庫医大皮膚科における円形脱毛症治療
の現状.（教育講演）第77回兵庫県皮膚科医会総会, 6.23, 
神戸.（皮膚の科学, 6, 415, 2007.）

［シンポジウム等］
夏秋　優（2007）接触皮膚炎診療ガイドラインを作ろ

う: パッチテストのICDRG基準にEBMがあるか?.（ワー
クショップ）第3 7回日本皮膚アレルギー・接触皮膚
炎学会総会学術大会, 12 .14 -16 , 名古屋.（Jou r n a l 
of  Environmental Dermatology and Cutaneous 
Allergology, 1（Suppl.1）, 79, 2007.）

Tsuda, T., Matsuki, M., Ishikawa, C., Konishi, H., Mori, 
M., Mizutani, H., Takizawa, T. and Yamanishi, 
K.（2007）Arginine at codon 142 of transglutaminase 
1 is indispensable for development of skin barrier 
structures in mice.（Plenary Session）The 32nd 
Annua l Meet ing of the Japanese Society for 
Invest igat ive Dermatology, 4.18-20, Yokohama.
（J.Dermatol.Sci., 47, 53-54, 2007.）

［一般講演］
平野　愛, 津田達也, 石川千香, 山西清文（2007）疣贅状の

外観を呈したアミロイドーシスの1例. 第399回日本皮膚科
学会大阪地方会, 2.3, 神戸.（皮膚の科学, 6, 221, 2007.）

平野　愛, 夏秋　優, 南祥一郎, 伊藤孝明, 山西清文, 中村
多一, 中村清子（2007）男性乳癌の1例. 第400回日本皮膚
科学会大阪地方会, 3.17, 大阪.（皮膚の科学, 6, 324-325, 
2007.）

平野　愛 , 夏秋　優 , 石川千香, 宮田明子, 中川　登 , 林
義明, 山西清文（2007）点眼薬による接触皮膚炎. 第3回
阪神アレルギーフォーラム, 3.31, 尼崎.

Miyata, A., Natsuaki, M., Ishikawa, C. and Yamanishi, 
K.（2007）Drug-induced IL-5 production is enhanced 
in peripheral blood mononuclear cells from patients 
with maculopapular drug eruption. The 32nd Annual 
meeting of the Japanese Society for Investigative 
Dermatology, 4.18-20, Yokohama.（J.Dermatol.Sci., 47, 

104, 2007.）
藤本朋子, 今田微香, 宮田明子, 林　義明, 南祥一郎, 伊藤

孝明, 夏秋　優, 山西清文, 小塚雄民（2007）非水疱型先
天性魚鱗癬様紅皮症に合併した悪性繊維性組織球腫の
1例. 第106回日本皮膚科学会総会, 4.20-22, 横浜.（日本皮
膚科学会雑誌, 117, 688, 2007.）

川崎加織, 今田微香, 津田達也, 夏秋　優, 山西清文, 小野
竜輔, 石井文人, 橋本　隆（2007）重複癌に合併した線
状IgA水疱性皮膚症の1例. 第106回日本皮膚科学会総会, 
4.20-22, 横浜.（日本皮膚科学会誌, 117, 662, 2007.）

中川　登, 伊藤孝明, 定延直哉, 林　義明, 南祥一郎, 夏秋
優, 山西清文（2007）難治性下腿皮膚潰瘍に対する自家
骨髄移植を用いた再生医療. 第22回日本皮膚外科学会・
第25回日本臨床皮膚外科学会合同学術大会, 6.9-10, 東
京.（日本皮膚外科学会誌, 11, 236, 2007.）

定延直哉, 伊藤孝明, 藤本朋子, 川崎加織, 中川　登, 今田
微香, 林　義明, 南祥一郎, 山西清文（2007）センチネル
リンパ節生検で陰性であった転移性悪性黒色腫の1例. 第
22回日本皮膚外科学会・第25回日本臨床皮膚外科学会合
同学術大会, 6.9-10, 東京.（日本皮膚外科学会誌, 11, 236, 
2007.）

伊藤孝明（2007）美容以外の硬化療法の目的は？. 第27回
日本静脈瘤学会総会, 6.18-20, 京都.（静脈学, 18, 111, 
2007.）

武井怜子,  中川　登 ,  定延直哉 ,  伊藤孝明 ,  山西清文
（2007）リンパ管造影CTによるセンチネルリンパ節の同
定を試みた有棘細胞癌の1例.日本皮膚科学会第49回沖縄
地方会, 7.14-15, 那覇.

伊藤孝明（2007）下肢静脈瘤の治療－どの治療法が最も良
いか－. 兵庫県保険医協会第436回診療内容向上研究会, 
7.28, 神戸.

津田達也 ,  小西弘江 ,  石川千香 ,  中川　登 ,  山西清文
（2007）先天性爪甲硬厚症2型の家系にみられたケラチ
ン17の新規ミスセンス変異. 第22回角化症研究会, 8.4, 東
京.

樽谷勝仁, 佐野栄紀, 片山一朗（2007）中等症以下の乾癬治
療におけるネオーラルの投与法に関する多施設共同研究
－中間報告第2報－. 第22回日本乾癬学会学術大会, 9.7-8, 
志摩.（プログラム・抄録集, 66, 2007.）

津田達也, 小西弘江, 石川千香, 松木正人, 青地聖子, 小宮
根真弓, 岩月啓氏, 山西清文（2007）乾癬における血清
Chitinase 3 like-1（CHI3L1）および secretory leukocyte 
peptidase inhibitor（SLPI）の臨床的有用性. 第22回日本
乾癬学会, 9.7-8, 志摩.（プログラム・抄録集, 81, 2007.）

青地聖子, 辻　和英, 中西　元, 許　南浩, 津田達也, 山西
清文 , 小宮根真弓, 岩月啓氏（2007）乾癬病型と血清
S100A8/A9についての検討. 第22回日本乾癬学会, 9.7-8, 
志摩.（プログラム・抄録集, 84, 2007.）

定延直哉, 南祥一郎, 山本雅章, 中川　登, 伊藤孝明, 夏秋
優, 山西清文（2007）背部に生じた脂腺腺腫. 第71回日本
皮膚科学会東部支部学術大会, 9.22-23, 札幌.
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山本雅章, 定延直哉, 中川　登, 樽谷勝仁, 伊藤孝明, 夏秋
優, 山西清文（2007）植皮から50数年を経て生じた有棘
細胞癌の1例. 第71回日本皮膚科学会東部支部学術大会, 
9.22-23, 札幌.

吉見宣子, 平野　愛, 中川　登, 定延直哉, 伊藤孝明, 山西
清文（2007）肛門部に生じた基底細胞癌の1例. 第403回
日本皮膚科学会大阪地方会, 9.29, 大阪.

藤本朋子,  津田達也 ,  小西弘江 ,  山西清文 ,  宮下　文
（2007）SPI N K5に新規non-sense変異を検出した
Netherton症候群. 第58回日本皮膚科学会中部支部学術
大会, 10.20-21, 京都.

宮本園子, 中山由美, 南祥一郎, 伊藤孝明, 夏秋　優, 山西
清 文（ 2 0 0 7 ）尾 骨 部 に 生じた m y x o p a p i l l a r y 
ependymoma. 第58回日本皮膚科学会中部支部学術大
会, 10.20-21, 京都.

津田達也, 小西弘江, 石川千香, 山西清文（2007）毛根を用
いた遺伝子診断の試み. 第79回兵庫県皮膚科医会総会・
学術講演会, 11.17, 神戸.

山西清文（2007）トランスグルタミナーゼ1異常症の分子病
態解析. 第33回日本応用酵素協会研究発表会, 11.27, 大
阪.

樽谷勝仁, 山西清文（2007）Arrestinファミリーの表皮細胞
における役割の検討. 第21回表皮細胞研究会, 12.1, 京都.

宮西真規子, 夏秋　優 , 山西清文 , 林部栄子, 和田恭直
（2007）Microsporum canisによるcelsus禿瘡の1例. 第
404回日本皮膚科学会大阪地方会, 12.1, 奈良.

宮本園子, 夏秋　優, 宮西真規子, 宮田明子, 山西清文, 中
村裕子, 勝野朋幸, 越智史浩, 難波光義（2007）経過中
にH H V- 6の再活性化とインスリン依存型糖尿病を発
症した急性汎発性発疹性膿疱症. 第37回日本皮膚ア
レルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会, 12.14-16, 名
古屋.（Journal of Environmental Dermatology and 
Cutaneous Allergology, 1（Suppl.1）, 145, 2007.）

Nakagawa, N., Tsuda, T., Ohta, N., Matsuki, M., Yagi, 
N., Hatta, I., Tsujimoto, G. and Yamanishi, K.（2007）
Functional genomic analysis of skin barrier defects 
with deranged molecular organization of stratum 
corneum intercel lu la r l ipids in mice lack ing 
transglutaminase 1. 13th European congress on 
Biotechnology, 9.16-19, Barcelona, Spain.

Miyata, A., Yamamoto, M., Hayashi, Y., Nanbu, M., 
Nakagawa, N., Tsuda, T., Minami, S. and Yamanishi, 
K.（2007）Study of efficacy of epinastine hydrochloride 
in patients with pruritic dermatosis and chronic 
urticaria and its effects on QOL of the patients. World 
Allergy Congress 2007, 12.2-6, Bangkok, Thailand.
（World Allergy Organization Journal, S58, 2007.）

■ その他 ■
山西清文（2007）患者さんのQOL改善が期待できる乾癬

治療. 大阪乾癬患者友の会（梯の会）第17回学習懇談会, 
6.16, 大阪.

山西清文（2007）水疱症（すいほうしょう）水ぶくれをおこす
病気について. ひと皮むくとなにがある？日常の表皮の下に
ひそむもの, 市民対象講座2007年度インターカレッジ西宮
大学共同講座（前期）, 9.27, 西宮. 

山西清文（2007）皮膚バリア障害の分子病理. 第8回北九州
皮膚病理研究会, 12.13, 小倉. 

山西清文（2007）分子皮膚病態学の進展. 京都府立医科大
学学友会兵庫県支部会報, 6, 10-15.

伊藤孝明（2007）下肢静脈瘤の治療: どの治療法が最も良
いか. 兵庫保険医新聞, 1538号（10.25）, 4.

伊藤孝明（2007）美容以外の硬化療法の目的は？. Medical 
Tribune, 40（10.18）, 42.

樽谷勝仁（2007）乾癬の新しい治療について. 大阪乾癬患者
友の会第17回定例総会, 6.16, 大阪.

外科学
Surgery

■ 著書 ■
Shimada, Y., Hashimoto, Y., Ito, T., Okumura, T., Tanaka, 

E., Mori, Y., Tsunoda, S., Ortiz, C., Nagayama, S. and 
Fujimoto, J.（2007）SiRNA treatment for esophageal 
cancer cells. In: XLII Congress of the European 
Society for Surgical Research,（Alwayn, I.P.J. ed.）, 
Medimond S.r.l., Italy, 13-16.

嶋田　裕, 藤元治朗（2007）食道癌に対する化学（放射線）
療法. オンコロジークリニカルガイド　消化器癌化学療法 
食道・胃・大腸,（久保田哲朗,大村健二　編）, 南山堂, 東
京, 130-135.

笹子三津留　編（2007）がん看護　実践シリーズ5　胃がん, 
初版, メヂカルフレンド社, 東京. 

笹子三津留　編（2007）インフォームドコンセントのための
図説シリーズ　胃がん, 初版, 医薬ジャーナル社, 大阪. 

Sasako, M.（2007）Total Gastrectomy with Radical 
Systemic Lymphadenectomy（Japanese Procedure）. 
In: Atlas of Upper Gastrointestinal and Hepato-
Pancreato-Biliary Surgery, 1st ed,（Clavien, P.A., Sarr, 
M.G., Fong, Y. and Georgiev, P. eds.）, Springer-Verlag, 
Berlin, 179-188.

■ 学術論文 ■
［総説］
藤元治朗, 飯室勇二（2007）侵襲に対する生体反応の制御

因子　増殖因子. Surgery Frontier, 14, 12-15.
飯室勇二, 藤元治朗（2007）遺伝子導入による肝硬変治療

は可能か？. 分子消化器病, 4, 333-339.
嶋田　裕, 松本繁巳, 森田周子, 王　孔志, 森川司朗, 藤元治

朗（2007）胸部早期食道癌. 外科治療, 96（増刊）, 399-
405.

嶋田　裕, 辻本豪三, 信正　均, 藤元治朗（2007）食道癌化
学放射線感受性予測チップの開発と実用化に向けた取り



94 兵庫医大業績録（2007）

組み. バイオテクノロジージャーナル, 7, 315-320.
嶋田　裕, 飯室勇二, 藤元治朗（2007）消化器癌の転移機

構からみた治療戦略. 外科治療, 97, 418-420.
平野公通, 鈴村和大, 藤元治朗（2007）遺伝子導入による肝

硬変の治療. Surgery Frontier, 14, 186-189.
斉藤慎一（2007）脈管解剖に基づいた肝切除シュミレーショ

ンの有用性. 手術, 61, 493-504.
斉藤慎一, 山中潤一, 藤元治朗（2007）肝癌手術の術前シ

ミュレーションとその精度. 外科, 69, 43-48.
竹末芳生, 中嶋一彦, 池内浩基（2007）感染予防のための

Standard Precaution. 救急医学, 31, 1123-1125.
堀　和敏, 池内浩基, 中埜廣樹, 應田義雄, 樋田信幸, 松本

譽之, 三輪洋人（2007）潰瘍性大腸炎の上部消化管病変
の臨床と経過－画像所見を中心に. 胃と腸, 42, 441-448.

竹末芳生 , 中嶋一彦, 和田恭直 , 一木　薫 , 倉本美佳 , 栁
秀憲, 池内浩基（2007）新感染症学（上）新時代の基礎・
臨床研究, 外科領域における耐性菌の現状と対策. 日本
臨牀, 65（増刊2）, 508-512.

竹末芳生 , 中嶋一彦, 和田恭直 , 一木　薫 , 倉本美佳 , 栁
秀憲, 池内浩基（2007）新感染症学（下）新時代の基礎・
臨床研究, 消化器外科. 日本臨牀, 65（増刊3）, 598-603.

竹末芳生, 中嶋一彦, 和田恭直, 栁　秀憲, 池内浩基（2007）
肺真菌症. 綜合臨牀, 56（増刊）, 979-983.

竹末芳生, 中嶋一彦, 冨田尚裕, 池内浩基（2007）ベッドサイ
ドで必要な外科基本手技と管理指針　周術期の感染予
防と管理. 外科治療, 96, 1024-1028.

平島詳典, 山田康秀, 笹子三津留（2007）S-1の胃がんにおけ
る術後補助療法とコンプライアンスの改善. 医学のあゆみ, 
222,1203-1208.

今村博司, 桜本信一, 木下　平, 古河　洋, 笹子三津留
（2007）胃癌に対する術後補助科学療法（ACTS-GC）. 
腫瘍内科, 1, 489-494.

濱口哲弥, 笹子三津留（2007）消化管　胃癌. 内科, 100, 
1167-1173.

Sasako, M., Saka, M., Fukagawa, T., Katai, H. and Sano, 
T.（2007）Surgical treatment of advanced gastric 
cancer: Japanese perspective. Dig. Surg., 24, 101-107.

［原著］
Iimuro, Y., Seki, E., Son, G., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and 

Fujimoto, J.（2007）Role of innate immune response 
in liver regeneration. J. Gastroenterol. Hepatol., 22
（Suppl.1）, S57-S58. 

Yamanaka, J., Saito, S. and Fujimoto, J.（2007）Impact 
of preoperative planning using virtual segmental 
volumetry on l iver resection for hepatocellular 
carcinoma. World J. Surg., 31, 1249-1255.

Asano, Y., Iimuro, Y., Son, G., Hirano, T. and Fujimoto, 
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冨田尚裕（2007）『悲嘆』について学ぶ.（公開講座）聖トマス
大学・寄付公開講座, 11.30, 尼崎. 

三好康雄（2007）BRCA2遺伝子変異と臨床病理学的特徴. 
第1回ABC Summit, 12.8, 熊本. 

産科婦人科学
Obstetrics and Gynecology

■ 著書 ■
長谷川昭子, 香山浩二（2007）受精. 図説よくわかる臨床不妊

症学,（柴原浩章, 森本義晴, 京野廣一　編著）, 中外医学
社, 東京, 2-12.

■ 学術論文 ■
［総説］
香山浩二（2007）卵巣の凍結保存. 医学のあゆみ, 223, 115-

121.
小森慎二, 原田佳世子, 中村有里（2007）一般不妊検査・治

療の再評価－臨床的意義と限界－腹腔鏡検査. 産婦人科
の実際, 56, 685-688. 

小森慎二（2007）精子不動化抗体の対応抗原. 臨床免疫・ア
レルギー科, 47, 592-596. 

武信尚史（2007）切迫早産における尿中トリプシンインヒビ
ター（Urinary trypsin inhibitor）の役割について. 産婦人
科の進歩, 59, 173.

小森慎二, 和田　龍, 衣田隆俊（2007）免疫性不妊症とその
対策. 産婦人科治療, 95, 178-181.

近藤宣幸, 野島道夫, 山本新吾, 島　博基, 持田菜穂子, 堀内

功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クラインフェル
ター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 産婦
人科の実際, 56, 1407-1412.

小森慎二（2007）免疫性不妊症. 日本産科婦人科学会雑誌, 
59, N437-N441. 

田中宏幸（2007）子宮動脈塞栓療法. 産婦人科の実際, 56, 
229-234. 

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）In vitro growth and 
maturation of mouse oocyte-granulosa cell complex 
from cryopreserved ovaries and achievement of pup 
birth. Reprod. Med. Biol., 6, 77-83.

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Ovarian tissue banking. Journal of 
Mammalian Ova Research, 24, 8-13. 

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）Contribution of zona 
proteins to oocyte growth. Soc. Reprod. Fertil. Suppl., 
63, 229-235. 

Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Role of male 
reproductive tract CD52（mrt-CD52）in reproduction. 
Soc. Reprod. Fertil. Suppl., 63, 103-110.

［原著］
Hasegawa, A., Kanazawa, N. and Koyama, K.（2007）

Contribution of zona pellucida proteins to ovarian 
folliculogenesis. Reproductive Immunology and Biology, 
22, 1-7. 

Ito, K., Hasegawa, A., Komori, S. and Koyama, K.（2007）
Biochemical property and immunogenicity of mouse 
male reproductive tract CD52（mrt-CD52）. J. Reprod. 
Immunol., 75, 32-39.

［症例報告］
内田暁子, 堀内　功, 青木美和, 木下明美, 福岡　実, 衣田

隆俊 ,  鍔本浩志 ,  小笠原利忠, 小森慎二 ,  香山浩二
（2007）術前診断として卵巣悪性腫瘍が強く疑われた子
宮内膜症性嚢胞の3症例. 産婦人科の進歩, 59, 27-30. 

鍔本浩志, 武信尚史, 福岡　実, 木下明美, 衣田隆俊, 安達
進, 小笠原利忠, 香山浩二（2007）子宮頸癌Ib2及びIb1
（直径3cm）に対して術前化学療法により妊孕能温存を試
みた3症例. 産婦人科の進歩, 59, 133-137.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Biological and 

immunological significance of CD52 in Reproduction.
（Invited）X International Congress of Reproductive 
Immunology, 6.10-14, Opatija, Croatia. 

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Possible role of zona pellucid 
proteins in ovarian follicle development.（Invited）X 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia.

［シンポジウム等］ 
長谷川昭子, 香山浩二（2007）卵巣組織の凍結保存と生殖
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補助医療への応用.（シンポジウム）第7回RMB（生殖医
学・生物学）研究会シンポジウム, 1.13, 東京. 

長谷川昭子, 香山浩二（2007）Preantral follicle の体外発育
と成熟－動物実験を中心に－.（シンポジウム）日本生殖医
療エンジニアリング研究会第2回学術集会, 2.25, 東京.  

小森慎二（2007）抗精子抗体と不妊症.（シンポジウム）第52
回日本生殖医学会総会・学術講演会, 10.24-26, 秋田.（日
本生殖医学会雑誌, 52, 198, 2007.）

［一般講演］
福岡　実（2007）当科に紹介された症例についての報告. 第6

回尼崎地区産婦人科疾患勉強会, 1.18, 尼崎. 
長谷川昭子, 霞　弘之 , 持田菜穂子, 小森慎二, 香山浩二

（2007）マウス凍結保存卵巣由来未発育卵母細胞の培養
による発育誘導と産仔への発生について. 第132回日本生
殖医学会関西支部集談会・第34回関西アンドロロジーカン
ファレンス, 3.3, 大阪. 

中西健太郎, 堀内　功, 小森慎二, 香山浩二, 霞　弘之, 澤
井英明, 玉置知子（2007）胎児羊水染色体検査にて父親
の染色体の構造異常が判明した不育症の1症例. 第132回
日本生殖医学会関西支部集談会・第34回関西アンドロロ
ジーカンファレンス, 3.3, 大阪. 

武信尚史, 小森慎二, 香山浩二, 長谷川昭子, 小林眞一郎
（2007）雌性生殖組織におけるCD52の存在とその機能. 
第132回日本生殖医学会関西支部集談会・第34回関西アン
ドロロジーカンファレンス, 3.3, 大阪. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史 , 堀内　功 , 田中宏幸, 小森慎二 , 原
田直樹, 香山浩二（2007）インターフェーズF I S H法
（13,18,21,X,Y）にて正常と判断されたが染色体検査にて
del（4）（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回
関西出生前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知
子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第28回
臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

Komori, S., Horiuchi, I., Ito, Y., Tsubamoto, H. and Koyama, 
K.（2007）Solid pelvic tumor in a woman with Mayer 
– Rokitansky – Kustner – Hause syndrome.16th Annual 
Congress of the International Society for Gynecologic 
Endoscopy, 3.18-21, Osaka.

霞　弘之 , 長谷川昭子, 小森慎二, 小林眞一郎, 香山浩二
（2007）抗透明帯自己抗体が卵巣障害の原因となりうる
か？. 第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-
17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 354, 2007.）

武信尚史 , 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二 , 香山浩二
（2007）顆粒膜細胞におけるCD52の発現. 第59回日本産
科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科
婦人科学会雑誌, 59, 434, 2007.）

長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二 , 繁田　実, 香山浩二
（2007）精漿中CD52の性状分析. 第59回日本産科婦人科
学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学

会雑誌, 59, 445, 2007.）
Calongos, G., 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二（2007）

マウスin vitro卵胞発育におけるurinary pure FSHと
recombinant FSHの比較. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 464, 2007.）

堀内　功 ,  福岡　実 ,  霞　弘之 ,  小森慎二 ,  香山浩二
（2007）凍結胚移植における自然周期とホルモン補充周
期の臨床成績の比較. 第59回日本産科婦人科学会総会・
学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 
473, 2007.）

伊藤善啓, 衣田隆俊, 福岡　実, 中西健太郎, 内田暁子, 武信
尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）帝王切開術
後創部妊娠にて選択的子宮動脈塞栓術が奏効し子宮温存
が可能であった2症例. 第59回日本産科婦人科学会総会・
学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 
505, 2007.）

中西健太郎, 霞　弘之, 堀内　功, 澤井英明, 小森慎二, 香
山浩二（2007）羊水検査時に判明した胎児の16番染色体
逆位の遺伝カウンセリング. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 525, 2007.）

田中宏幸, 木下明美, 伊藤宏一, 内田暁子, 武信尚史, 小森
慎二, 香山浩二（2007）生体腎移植後妊娠において妊娠
許可条件を満たさず妊娠し妊娠継続した1症例. 第59回日
本産科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本
産科婦人科学会雑誌, 59, 718, 2007.）

Hasegawa, A., Calongos, G., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Clinical detection and in-vitro 
animal experiments of anti-zona pellucida antibodies. 
27th Annua l Meet ing of American Society for 
Reproductive Immunology, 5.14-16, Toronto, Canada.
（Am. J. Reprod. Immunol., 57, 324, 2007.）

Takenobu, T., Hasegawa, A., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Presence and function of CD52 in 
female reproductive tissues. 27th Annual Meeting of 
American Society for Reproductive Immunology, 5.14-
16, Toronto, Canada.（Am. J. Reprod. Immunol., 57, 352, 
2007.）

西山深雪, 澤井英明, 浦尾充子, 宮本幸一, 霞　弘之, 小森
慎二, 沼部博直, 小野晶子, 友田茉莉, 松田尚子, 村上裕
美, 村島京子, 富和清隆, 中山健夫, 香山浩二, 小杉眞司
（2007）羊水検査を考慮しているクライアントに適した遺
伝カウンセリング実現への取り組み－妊婦の意思決定を支
援するための問診票の開発と説明文書の作成－. 第31回日
本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本
遺伝カウンセリング学会誌, 28, 47, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知子, 
原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 香山
浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症例へ
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
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学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13, 18, 21, X, Y）にて正常と判
定されたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例の
遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会学
術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 
55, 2007.）

持田菜穂子,  長谷川昭子,  霞　弘之 ,  小森慎二 ,  香山
浩二（2007）マウス初期発育卵胞の2段階IVG（In vitro 
growth）による発育と成熟および卵子受精能. 第48回日本
哺乳動物卵子学会, 5.26-27, 甲府. 

長谷川昭子, 持田菜穂子, 霞　弘之 , 小森慎二, 香山浩二
（2007）透明帯タンパクの卵胞および卵母細胞発育におけ
る役割. 第48回日本哺乳動物卵子学会, 5.26-27, 甲府. 

Horiuchi, I., Hasegawa, A., Kasumi, H., Mochida, N., Komori, 
S. and Koyama, K.（2007）Live birth from parenteral 
follicle oocytes in cryopreserved mouse ovaries after 
IVG, IVM and IVF. X International Congress of 
Reproductive Immunology, 6.10-14, Opatija, Croatia. 

Calongos, G., Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）Anti 
zona pellucida antibodies impair mouse folliculongesis 
and oocyte meiotic maturation in vitro. X International 
Congress of Reproductive Immunology, 6.10-14, Opatija, 
Croatia.

Harada, K., Tanaka, H., Tsuji, Y. and Koyama, K.（2007）
Analysis of the relationship between ureqplasmal 
infection and premature birth. X International 
Congress of Reproductive Immunology, 6.10-14, Opatija, 
Croatia.　

衣田隆俊, 堀内　功, 加藤雅史, 鍔本浩志, 伊藤善啓, 小森慎
二, 香山浩二（2007）子宮筋腫症例に対する腟式子宮全摘
術のピットフォール－LAVHにおいて子宮筋腫の腹腔内遺
残を術中に確認した1例－. 第6回兵庫県産婦人科内視鏡
手術懇談会, 6.23, 兵庫. 

中村有里, 木下明美, 伊藤善啓, 内田暁子, 中西健太郎, 武
信尚史, 金澤理一郎, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二, 森澤
大祐, 堤千佳子, 金森徹三, 李　正明（2007）分娩時, 一時
体外式ペースメーカー下に管理した完全房室ブロック合併
妊娠の1症例. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術集会, 
6.15-16, 大津.（産婦人科の進歩, 59, 204, 2007.）

福岡　実, 鍔本浩志, 武信尚史, 田中宏幸, 伊藤善啓, 衣田
隆俊, 木下明美, 小森慎二, 香山浩二（2007）外陰部Low-
grade myofibroblastic sarcomaが疑われた1例. 第116回
近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 大津.（産婦
人科の進歩, 59, 218, 2007.）

小森慎二, 霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井英
明, 香山浩二（2007）ロバートソン転座の一家系. 第116回
近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 大津.（産婦
人科の進歩, 59, 219, 2007.）

伊藤善啓, 原田佳世子, 中西健太郎, 武信尚史, 田中宏幸, 鍔
本浩志, 小森慎二, 香山浩二（2007）当院で経験した子宮
体部癌に対して妊孕性温存治療を行った挙児希望患者2
例. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 
大津.（産婦人科の進歩, 59, 222, 2007.）

堀内　功, 内田暁子, 福岡　実, 衣田隆俊, 木下明美, 伊藤宏
一, 霞　弘之, 繁田　実, 小林眞一郎, 長谷川昭子, 小森慎
二, 香山浩二（2007）抗透明帯抗体とPOF症例の関係の
臨床的検討. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術集会, 
6.15-16, 大津.（産婦人科の進歩, 59, 230, 2007.）

木下明美, 中村有里, 伊藤宏一, 中西健太郎, 伊藤善啓, 武信
尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）前
回帝王切開術後の前置胎盤の1症例. 第81回兵庫県産科婦
人科学会総会ならびに学術集会, 7.1, 神戸. 

福岡　実, 加藤雅史, 衣田隆俊, 内田暁子, 原田佳世子, 金
澤理一郎 , 霞　弘之 , 鍔本浩志 , 小森慎二 , 香山浩二
（2007）PET検査にて判明した子宮筋腫層内侵入奇胎の
1例. 第81回兵庫県産科婦人科学会総会ならびに学術集会, 
7.1, 神戸. 

武信尚史 , 田中宏幸, 原田佳世子, 小森慎二 , 香山浩二
（2007）当科で取り扱った前回帝王切開後, 全前置胎盤の
症例. 第43回日本周産期・新生児医学会総会および学術集
会, 7.8-10, 東京.（日本周産期・新生児医学会雑誌, 43, 483, 
2007.）

原田佳世子,  田中宏幸 ,  武信尚史 ,  小森慎二 ,  香山浩
二（2007）Ureap l a sma感染と早期産の関連および
Ureaplasma由来リポ蛋白の作用の検討. 第43回日本周産
期・新生児医学会総会および学術集会, 7.8-10, 東京.（日本
周産期・新生児医学会雑誌, 43, 531, 2007.）

田中宏幸, 原田佳世子, 武信尚史 , 小森慎二 , 香山浩二
（2007）当科で経験した抗ｃ抗体におり免疫性胎児水腫
の1症例. 第43回日本周産期・新生児医学会総会および学
術集会, 7.8-10, 東京.（日本周産期・新生児医学会雑誌, 43, 
638, 2007.）

木下明美, 中村有里, 衣田隆俊, 内田暁子, 伊藤善啓, 堀内
功, 小森慎二, 香山浩二（2007）膀胱に浸潤していた子宮
内膜症の1症例. 第18回近畿エンドメトリオーシス・GnRH
研究会, 8.25, 大阪. 

堀内　功, 福岡　実 , 中村有里 , 霞　弘之 , 繁田　実, 小
林眞一郎, 持田菜穂子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二
（2007）当科における抗透明帯抗体検査の臨床的検討. 
第25回日本受精着床学会総会・学術講演会, 8.30-31, 仙
台. 

持田菜穂子, 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二, 香山浩二
（2007）マウス初期発育卵胞の2段階IVF（In Vit ro 
Growth）による発育と成熟. 第25回日本受精着床学会総
会・学術講演会, 8.30-31, 仙台. 

澤井英明, 霞　弘之 ,  堀内　功 ,  小森慎二 ,  香山浩二
（2007）着床前診断を検討している不育症カップルへの
第三者的立場からの遺伝カウンセリング. 第52回日本生殖
医学会総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生殖医学



110 兵庫医大業績録（2007）

会雑誌, 52, 247, 2007.）
長谷川昭子, 武信尚史, 小林眞一郎, 小森慎二, 香山浩二

（2007）卵丘細胞におけるCD52の存在と意義. 第52回日
本生殖医学会総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生
殖医学会雑誌, 52, 288, 2007.）

霞　弘之, 堀内　功, 澤井英明, 武信尚史, 小森慎二, 香山
浩二（2007）親の染色体の構造異常に起因する不育症2症
例に対する遺伝カウンセリング. 第52回日本生殖医学会総
会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生殖医学会雑誌, 52, 
300, 2007.）

Komori, S., Kasumi, H., Uchida, K., Nakamura, Y., Tanaka, 
H. and Koyama, K.（2007）Analysis of the androgen 
effect for the expression of translationally controlled 
tumor Protein（TCTP）in mouse ser tol i cel ls. 
American Society for Reproductive Medicine 63rd 
Annual Meeting（ASRM2007）, 10.13-17, Washington 
D.C., U.S.A.（2007 ASRM FINAL PROGRAM, 115, 
2007.）

Nakamura, Y., Komori, S., Kasumi, H., Tanaka, H. and 
Koyama, K.（2007）Analysis of androgenic effect 
during spermatogenesis in testis. American Society 
for Reproductive Medicine 63rd Annual Meeting
（ASRM2007）, 10.13-17, Washington D.C., U.S.A.（2007 
ASRM FINAL PROGRAM, 115, 2007.）

Calongos, G., Hasegawa, A., Komori, S. and Koyama, 
K.（2007）Comparison of urinary and recombinant 
FSH in-vitro growth, maturation and fertilization of 
mouse preantral follicles. The International Ovarian 
Conference 2007, 11.2-3, Hakone.

Hasegawa, A., Mochida, N., Komori, S. and Koyama, 
K.（2007）Early follicle development using a two-step 
culture system. The International Ovarian Conference 
2007, 11.2-3, Hakone.

伊藤宏一, 堀内　功, 鍔本浩志, 伊藤善啓, 原田佳世子, 内
田暁子, 福岡　実, 中村有里, 小森慎二, 香山浩二（2007）
子宮筋腫症例へのLAVHにおいて子宮筋腫核の腹腔内遺
残を術中に確認した1例. 第117回近畿産科婦人科学会学
術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 417, 2007.）

中西健太郎, 福岡　実, 中村有里, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信
尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）当科で経験し
た胎児共存奇胎の1症例. 第117回近畿産科婦人科学会学
術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 397, 2007.）

衣田隆俊, 伊藤宏一, 中村有里, 鍔本浩志, 福岡　実, 内田暁
子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤理一郎, 小森慎二, 香山浩二
（2007）腹腔内化学療法の合併症：カテーテル接触によ
り膣断端治療不全をおこした2例. 第117回近畿産科婦人
科学会学術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 413, 
2007.）

鍔本浩志, 福岡　実, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤
理一郎, 小森慎二, 香山浩二（2007）当院・当科での外来
化学療法の現状. 第117回近畿産科婦人科学会学術集会, 

11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 424, 2007.）
小森慎二, 伊藤善啓, 霞　弘之, 香山浩二（2007）女性ホル

モン含有クリームの長期使用に発生した乳癌の1例. 第22回
日本更年期医学会学術集会, 11.17-18, 東京.（日本更年期
医学雑誌, 15（Suppl.）, 107, 2007.）

小森慎二, 阪田和子, 霞　弘之, 田中宏幸, 香山浩二（2007）
Translationally controlled tumor protein（TCTP）の発
現におけるアンドロゲン作用の検討. 第22回日本生殖免疫
学会総会・学術集会, 11.30-12.1, 東京.

■ その他 ■
鍔本浩志（2007）癌性腹膜炎を呈した卵巣癌患者に対する

アプローチ. 第6回尼崎地区産婦人科疾患勉強会, 1.18, 尼
崎.

霞　弘之（2007）遺伝カウンセリングについて. 第5回西宮・
兵庫医科大学産婦人科勉強会, 6.21, 西宮.

福岡　実（2007）子宮頸癌の子宮温存治療. 兵庫医科大学産
婦人科勉強会, 11.15, 西宮. 

鍔本浩志（2007）癌治療のトピックス. 兵庫医科大学産婦人
科勉強会, 11.15, 西宮. 

武信尚史, 長谷川昭子, 持田菜穂子, 霞　弘之, 小森慎二, 小
林眞一郎, 香山浩二（2007）卵丘細胞におけるCD52の性
状分析. 兵庫医科大学産婦人科勉強会, 11.15, 西宮. 

原田佳世子, 田中宏幸, 辻　芳之, 長田久美子, 香山浩二
（2 0 0 7）Ur e a p l a s m a感染と早期産の関連および
Ureaplasma由来リポ蛋白の作用の検討. 兵庫医科大学産
婦人科勉強会, 11.15, 西宮. 

整形外科学
Orthopaedic Surgery

■ 著書 ■
田中寿一（2007）舟状骨骨折. 最新整形外科学大系15A

手関節・手指 I, 1版,（三浪明男　編）, 中山書店, 東京, 
218-230. 

田中寿一（2007）その他の手根骨骨折. 最新整形外科学大
系15A　手関節・手指 I, 1版,（三浪明男　編）, 中山書店, 
東京, 231-238. 

田中寿一（2007）腱鞘炎（ばね指, de Quervain病）. 手の外
科の要点と盲点, 1版,（金谷文則　編）, 文光堂, 東京, 331-
333. 

麩谷博之（2007）血管肉腫. 最新整形外科学大系20　骨・軟
部腫瘍および関連疾患, 1版,（吉川秀樹　編）, 中山書店, 
東京, 328-329. 

麩谷博之（2007）骨線維肉腫. 最新整形外科学大系20
骨・軟部腫瘍および関連疾患, 1版,（吉川秀樹　編）, 中山
書店, 東京, 330-332. 

麩谷博之（2007）長管骨アダマンチノーマ. 最新整形外科学
大系20　骨・軟部腫瘍および関連疾患, 1版,（吉川秀樹 
編）, 中山書店, 東京, 333-336. 

福西成男（2007）外来診療の役割. 経験から学ぶ大規模災
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害医療－対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編）, 永井書
店, 大阪, 226-229. 

戸祭正喜　訳（2007）先天性膝関節変形. INSALL & 
SCOTT　膝の外科, 原著4版,（Scott, W. N. and Insall, J. 
N. 原著, 久保俊一, 齋藤知行　監訳）, 金芳堂, 京都, 1191-
1222. 

八木正義, 吉矢晋一（2007）膝半月板損傷のMRI診断. 図解
よくわかる整形外科MRI診断実践マニュアル, 1版,（伊藤
博元　編）, 全日本病院出版会, 東京, 205-210.

■ 学術論文 ■
［総説］
吉矢晋一（2007）職業, スポーツ活動について. 関節外科, 26

（4月増刊）, 25-27. 
田中寿一（2007）トップアスリートのメディカルケアを通じて

スポーツにおける医師の役割を考える. 兵庫県全外科医会
会誌, 41, 5-10. 

麩谷博之, 福永　訓, 西尾祥史, 吉矢晋一（2007）内軟骨腫
の治療. 整形・災害外科, 50, 651-656. 

戸祭正喜（2007）中足骨疲労骨折. 整形外科, 58, 972-977. 
八木正義, 吉矢晋一（2007）円板状半月切除術. 関節外科, 

26, 7-11. 
八木正義, 吉矢晋一（2007）関節鏡視下半月板切除術の成

績. 関節外科, 26, 293-297. 
今村史明, 吉矢晋一（2007）人工関節置換術後の創治癒遅

延とその対策. 関節外科, 26, 1430-1436. 
水野清典, 村津裕嗣, 黒田良祐, 吉矢晋一, 黒坂昌弘（2007）

MIS-TKAにおける軟部組織バランス. 整形外科最小侵襲
手術ジャーナル, 42, 62-69.

［原著］
田中寿一（2007）TJ screw systemを用いた小関節靱帯再

建術. 北海道整形外科外傷研究会会誌, 23, 92-97. 
福西成男, 福井智一, 今村史明, 吉矢晋一, 柴沼　均（2007）

臼蓋形成不全股に対する骨移植併用THAへのCT free 
navigation systemの応用. Hip Joint, 33, 310-313. 

福西成男, 今村史明, 福井智一, 吉矢晋一（2007）Chiari骨
盤骨切り術の中期成績－14年以上経過例－. Hip Joint, 33, 
107-110. 

森山徳秀, 戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）高レベル
アスリートの腰椎椎間板ヘルニアの手術成績. 日本臨床ス
ポーツ医学会誌, 15, 257-260. 

戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）骨端線未閉鎖の上腕
骨小頭離断性骨軟骨炎症例に対する手術的治療. 中部日
本整形外科災害外科学会雑誌, 50, 949-950. 

橘　俊哉, 森山徳秀, 山中一浩, 荒川　晃, 岡田文明, 草野
芳生, 吉矢晋一（2007）腰椎椎間板ヘルニア　発症から手
術までの期間はヘルニアの脱出形態に関係する. 日本腰痛
学会雑誌, 13, 161-164. 

今村史明, 福西成男, 福井智一, 吉矢晋一（2007）KTプレー
トを用いた臼蓋再建術の検討. Hip Joint, 33, 231-235. 

奥野宏昭, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 蔭山敬久, 吉矢晋
一（2007）尺骨急性塑性変形に橈骨頭亜脱臼と橈骨骨幹

部骨折を伴った1例. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 
50, 417-418. 

福永　訓, 麩谷博之, 吉矢晋一（2007）左上腕骨病的骨折を
伴った骨原発悪性リンパ腫の1例. 中部日本整形外科災害
外科学会雑誌, 50, 527-528. 

足立　克 ,  森山徳秀 ,  橘　俊哉 ,  宮脇淳志 ,  吉矢晋一
（2007）中下位頸椎損傷に対するOasys systemを用いた
治療経験. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50, 137-
138. 

福井智一, 福西成男, 今村史明, 吉矢晋一, 柴沼　均（2007）
CT free navigation systemを併用したMIS THAの成績. 
Hip Joint, 33, 314-317. 

高原啓嗣, 山中一浩, 森山徳秀, 橘　俊哉, 岡田文明, 草野
芳生, 糸原　仁, 吉矢晋一（2007）化膿性脊椎炎に合併し
た感染性大動脈瘤の1例. 臨床整形外科, 42, 383-386. 

鄒　天瑞, 森山徳秀, 橘　俊哉, 岡田文明, 草野芳生, 山中
一浩, 吉矢晋一, 平野博嗣, 植松邦夫（2007）腰部硬膜内
に発生したhemangiopericytomaの1例. 臨床整形外科, 42, 
597-600. 

Futani, H., Fukunaga, S., Nishio, S., Yagi, M. and Yoshiya, 
S.（2007）Successful treatment of bilateral calcaneal 
intraosseous lipomas using endoscopically assisted 
tumor resection. Anticancer Res., 27, 4311-4314. 

Fukunishi, S., Yoh, K., Kamae, S. and Yoshiya, S.（2007）
Beta 2-microglobulin amyloid deposit in HLA-B27 
transgenic rats. Mod. Rheumatol., 17, 380-384. 

Fukunishi, S., Yoh, K. and Yoshiya, S.（2007）Bone graft 
for large bone cysts of the femoral neck in patients on 
hemodialysis. Clin. Orthop. Relat. Res., 461, 175-179. 

Yag i, M., Kuroda, R., Nagamune, K., Yoshiya, S. 
and Kurosaka , M.（2007）Double-bund le ACL 
reconstruction can improve rotational stability. Clin. 
Orthop. Relat. Res., 454, 100-107. 

Fukunaga, S., Futani, H. and Yoshiya, S.（2007）
Endoscopically assisted resection of a scapular 
osteochondroma causing snapping scapula syndrome. 
World J. Surg. Oncol., 5, 37. 

Ogura, H., Tachibana, T., Yamanaka, H., Kobayashi, K., 
Obata, K., Dai, Y., Yoshiya, S. and Noguchi, K.（2007）
Axotomy increases plasma membrane Ca2+ pump 
isoform4 in primary afferent neurons. Neuroreport, 18, 
17-22. 

Seino, D., Fukunishi, S. and Yoshiya, S.（2007）Late 
foreign-body reaction to PLLA screws used for 
f ixation of acetabular osteotomy. J. Orthopaed. 
Traumatol., 8, 188-191. 

Fukui, T., Dai, Y., Iwata, K., Kamo, H., Yamanaka, H., 
Obata, K., Kobayashi, K., Wang, S., Cui, X., Yoshiya, 
S. and Noguchi, K.（2007）Frequency-dependent 
ERK phosphorylation in spinal neurons by electric 
stimulation of the sciatic nerve and the role in 
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electrophysiological activity. Mol. Pain, 3, 18. 
Matsumoto, T., Mizuno, K., Muratsu, H., Tsumura, N., 

Fukase, N., Kubo, S., Yoshiya, S., Kurosaka, M. and 
Kuroda, R.（2007）Influence of intra-operative joint 
gap on post-operative flexion angle in osteoarthritis 
patients undergoing posterior-stabilized total knee 
arthroplasty. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc., 
15, 1013-1018. 

Nakagawa, N., Abe, S., Saegusa, Y., Imura, S., Kubo, H., 
Nishibayashi, Y. and Yoshiya, S.（2007）Long-term 
results of open elbow synovectomy for rheumatoid 
arthritis. Mod. Rheumatol., 17, 106-109. 

Niikura, T., Tsujimoto, K., Yoshiya, S., Tadokoro, K., 
Kurosaka, M. and Shiba, R.（2007）Vancomycin-
impregnated calcium phosphate cement for methicillin-
resistant Staphylococcus aureus femoral osteomyelitis. 
Orthopedics, 30, 320-321. 

Tanaka, K., Muratsu, H., Mizuno, K., Kuroda, R., Yoshiya, 
S. and Kurosaka, M.（2007）Soft t issue ba lance 
measurement in anterior cruciate ligament-resected 
knee joint: cadaveric study as a model for cruciate-
retaining total knee arthroplasty. J. Orthop. Sci., 12, 
149-153. 

Hoshino, Y., Kuroda, R., Nagamune, K., Yagi, M., Mizuno, 
K., Yamaguchi, M., Muratsu, H., Yoshiya, S. and 
Kurosaka, M.（2007）In vivo measurement of the pivot-
shift test in the anterior cruciate ligament-deficient 
knee using an electromagnetic device. Am. J. Sports 
Med., 35, 1098-1104. 

Hoshino, Y., Kuroda, R., Nagamune, K., Nishimoto, 
K., Yagi, M., Mizuno, K., Yoshiya, S. and Kurosaka, 
M.（2007）The effect of graft tensioning in anatomic 
2-bundle ACL reconstruction on knee joint kinematics. 
Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc., 15, 508-514. 

Kubo, S., Muratsu, H., Yoshiya, S., Mizuno, K. and 
Kurosaka, M.（2007）Reliability and usefulness of a 
new in vivo measurement system of the pivot shift. 
Clin. Orthop. Relat. Res., 454, 54-58. 

Shimizu, K., Yoshiya, S., Kurosaka, M., Sugihara, T., 
Beppu, M. and Aoki, H.（2007）Change in the cross-
sectional area of a patellar tendon graft after anterior 
cruciate ligament reconstruction. Knee Surg. Sports 
Traumatol. Arthrosc., 15, 515-521.

［症例報告］
戸祭正喜（2007）小児上腕骨内顆骨折の1例. 近畿小児整形

外科, 19, 9-12.
■ 学会発表 ■

［指定講演］
吉矢晋一（2007）膝関節周囲骨折の診断と治療.（教育講演）

第6回姫路市整形外科医会勤務医委員会, 2.3, 姫路. 
吉矢晋一（2007）膝半月板損傷診断・治療のpitfall.（教育講

演）第3回川崎・多摩整形外科セミナー, 4.7, 川崎. 
吉矢晋一（2007）半月板切除について.（教育講演）第32回日

本膝関節学会学術集会, 6.14-16, 札幌. 
吉矢晋一（2007）膝関節手術の合併症.（教育講演）第31回

東北膝関節研究会, 7.7, 仙台. 
吉矢晋一（2007）スポーツ下肢傷害の評価と治療.（教育講

演）第22回熊本スポーツ整形外科研究会, 8.24, 熊本. 
吉矢晋一（2007）半月板損傷の臨床.（教育講演）八戸整形

外科医会, 9.21, 八戸. 
吉矢晋一（2007）膝関節外傷・障害診断におけるチェックポ

イント.（教育講演）第5回西はりま整形外科懇話会, 10.13, 
赤穂. 

吉矢晋一（2007）スポーツドクターに求められるもの.（教育
講演）第16回北海道整形外科スポーツ医学研修会, 11.30, 
札幌. 

Yoshiya, S.（2007）Kinematic analysis of the using 2D-3D 
image matching and sensor.（Invitation Lecture）The 
4th International Symposium for Orthopaedic Sports 
Medicine, 5.12, Keelung, Taiwan. 

Yoshiya, S.（2007）Repeat ACL injury a fter ACL 
reconst ruct ion.（Inv it at ion Lecture）The 4th 
International Symposium for Orthopaedic Sports 
Medicine, 5.12, Keelung, Taiwan. 

Yoshiya, S.（2007）Long-term results of the arthroscopic 
men isca l repa ir.（Inv itat ion Lecture）The 4th 
International Symposium for Orthopaedic Sports 
Medicine, 5.12, Keelung, Taiwan. 

Yoshiya, S.（2007）Treatment of chronic MCL injury.
（Instructional Lecture）The 6th Biennial ISAKOS 
Congress, 5.27-31, Florence, Italy. 

田中寿一（2007）スポーツドクターの役割.（教育講演）北陸
臨床整形外科医会研修会, 2.18, 福井. 

田中寿一（2007）アスリートの傷害治療.（教育講演）平成19
年度川西市医師会健康スポーツ医学研修会, 5.19, 川西. 

田中寿一（2007）スポーツ選手の手・肘部傷害の治療.（教育
講演）第80回日本整形外科学会学術総会, 5.24-27, 神戸. 

Tanaka, J.（2007）Outcome of capitate shortening for 
Kienbock's disease.（Instructional Lecture）The 
12th Annual Meeting of the Deutsch-Japanische 
Orthopadische Tagung 2007, 5.25, Kobe. 

田中寿一（2007）スポーツ選手の手舟状骨骨折の治療.（教
育講演）姫路市整形外科医会, 7.7, 姫路. 

田中寿一（2007）スポーツ選手の手部・肘部傷害の治療.（教
育講演）佐賀県臨床整形外科医会, 7.21, 佐賀. 

田中寿一（2007）DTJscrewによる骨折治療－手舟状骨治療
を中心に－.（教育講演）第2回整形外科ビジュアルフォーラ
ム, 8.18, 大阪. 

田中寿一（2007）TJ screw systemを用いた小関節靭帯・腱
再建術－その適応とコツ－.（教育講演）平成19年度岡山大
学整形外科桃整会夏季セミナー, 8.19, 岡山. 

田中寿一（2007）アスリートの傷害治療－手・肘部を中心に
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－.（教育講演）第27回埼玉整形外科フォーラム, 10.18, 川
越. 

田中寿一（2007）スポーツにおける医師の役割－宮本選手の
フェイスガード作製の経験から－.（教育講演）第13回長崎
スポーツ医科学研究会, 11.14, 長崎. 

田中寿一（2007）舟状骨骨折　偽関節の治療.（教育講演）
第2回かみつけ上肢を熱く語る会, 11.17, 前橋. 

麩谷博之（2007）膝関節の痛み.（教育講演）第5回痛みの治
療懇話会, 4.14, 大阪. 

麩谷博之（2007）整形外科の診療における超音波診断の役
割.（教育講演）第22回中国・四国地区整形外科教育研修
会, 7.22, 香川. 

麩谷博之（2007）日常診療での骨軟部腫瘍の診断のすすめ
方.（教育講演）尼崎市整形外科医会講演会, 11.24, 尼崎. 

麩谷博之（2007）整形外科の診療における超音波診断の活
用法－軟部腫瘍を中心に－.（教育講演）平成19年度第5回
兵庫県整形外科医会学術講演会, 12.8, 加古川. 

森山徳秀（2007）スポーツと腰痛－スポーツ復帰を目指して
－.（教育講演）鳥取臨床整形スポーツ研究会, 3.24, 米子. 

森山徳秀（2007）腰部脊柱管狭窄症の診断と治療.（教育講
演）第1回北区三田地区学術講演会, 7.5, 三田. 

森山徳秀（2007）腰部脊柱管狭窄症の病態と治療.（教育講
演）第8回丹波整形外科医学会学術講演会, 9.20, 篠山. 

戸祭正喜（2007）小児期のスポーツ障害.（教育講演）第9回
兵庫医大整形外科開業医会学術講演会, 3.17, 神戸. 

戸祭正喜（2007）野球肘の診断と治療.（教育講演）第196回
阪神整形外科談話会, 6.28, 西宮. 

戸祭正喜（2007）学童期のスポーツ障害.（教育講演）宝塚市
整形外科医会学術講演会, 10.13, 宝塚.

［シンポジウム等］
吉矢晋一, 楊　鴻生, 金澤優純, 北　　潔（2007）上肢機能

に対する腕立て訓練の介入効果.（シンポジウム）第19回日
本運動器リハビリテーション学会, 7.7-8, 軽井沢.（運動療法
と物理療法, 18, 141, 2007.）

田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏 , 奥野宏昭 , 常深健二郎
（2007）腱・靱帯骨付着法－TJ screw systemの開発.（シ
ンポジウム）第50回日本手の外科学会学術集会, 4.19-20, 
山形.（日本手の外科学会雑誌, 24, S164, 2007.）

森山徳秀, 山中一浩, 橘　俊哉, 岡田文明, 糸原　仁, 井上
真一, 加藤洋規, 諸岡孝俊, 吉矢晋一, 村川和重, 森山萬
秀, 柳本富士雄, 福永智栄, 中条浩介, 木下雅春（2007）
脊椎手術後疼痛の対応－ペインクリニックと脊椎外科医の
連携について－.（シンポジウム）第5回痛みの治療懇話会, 
4.14, 大阪. 

戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）骨軟骨欠損部に自家
骨軟骨柱移植を行った上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例
の治療成績.（パネルディスカッション）第19回日本肘関節
学会学術集会, 2.10, 神戸.（日本肘関節学会雑誌, 14, S17, 
2007.）

戸祭正喜（2007）成長期における肩関節のスポーツ障害.（パ
ネルディスカッション）第18回日本小児整形外科学会学術

集会, 11.2-3, 神戸. 
八木正義（2007）ACL再建術　現状：route.（シンポジウム）

第19回関西関節鏡・膝研究会, 3.3, 大阪. 
黒田良祐, 八木正義, 星野祐一, 山口　基, 長宗高樹, 久保

晴司, 松本彰生, 水野清典, 吉矢晋一, 黒坂昌弘（2007）2
ルート前十字靱帯再建術の術後成績－1ルート再建術との
比較－.（パネルディスカッション）第80回日本整形外科学
会学術総会, 5.24-27, 神戸.（日本整形外科学会雑誌, 81, 
S14, 2007.）

黒田良祐, 久保晴司, 水野清典, 木下恵祐, 星野祐一, 八木
正義, 佐々木謙, 西本浩司, 吉矢晋一, 黒坂昌弘（2007）大
腿四頭筋腱を用いたPCL再建術の術後成績.（シンポジウ
ム）第32回日本膝関節学会学術集会, 6.14-16, 札幌.（第32
回日本膝関節学会学術集会抄録集, 92, 2007.）

［一般講演］
麩谷博之 , 福永　訓, 吉矢晋一（2007）両側の踵骨骨内脂

肪腫に対して, 内視鏡支援による掻爬術で早期社会復帰
が可能であった1例. 第40回日本整形外科学会骨・軟部腫
瘍学術集会, 7.12-13, 甲府.（日本整形外科学会雑誌, 81, 
S777, 2007.）

新井桂介, 前田弘彰, 阿知波左千子, 山本　聡, 小林　薫, 廣
田省三, 中尾宣夫, 麩谷博之, 吉矢晋一（2007）CTガイド
下ラジオ波焼灼療法（RFA）で治療した類骨骨腫の1例. 
第21回日本IVR学会関西地方会（第42回関西IVR研究
会）, 2.10, 大阪狭山.（IVR: Interventional Radiology, 22, 
497, 2007.）

肥塚明日香, 麩谷博之, 山平正浩, 東浦晶子, 柴田陽子, 橋
本眞里子, 脇　英彦, 廣田誠一 , 吉矢晋一 , 飯島尋子
（2007）5cm以下の軟部肉腫に対する超音波診断の有用
性. JSS関西第6回地方会, 3.4, 大阪.（超音波検査技術, 32, 
382, 2007.）

高田康弘, 冨士原将之, 坪井慶太, 上紺屋憲彦, 中尾宣夫, 麩
谷博之（2007）骨肉腫に対する術中体外放射線照射自家
骨移植の経験. 第285回日本医学放射線学会関西地方会, 
2.3, 大阪. 

福西成男, 福井智一, 今村史明, 柴沼　均, 吉矢晋一（2007）
CT free navigation systemを使用した人工股関節置換術
の成績. 第37回日本人工関節学会, 2.2-3, 東京.（第37回日
本人工関節学会プログラム・抄録集, 167, 2007.）

福西成男, 福井智一, 今村史明, 吉矢晋一, 柴沼　均（2007）
CT Free Navigation Systemを用いたTHAにおけるCup
設置角の検討. 第80回日本整形外科学会学術総会, 5.24-
27, 神戸.（日本整形外科学会雑誌, 81, S393, 2007.）

福西成男, 今村史明, 福井智一, 吉矢晋一, 楊　鴻生（2007）
長期透析患者における大腿骨頚部アミロイド骨嚢腫に対す
る骨移植術. 第34回日本股関節学会, 10.11-12, 金沢.（第34
回日本股関節学会プログラム・抄録集, 252, 2007.）

福西成男, 今村史明, 福井智一, 吉矢晋一, 楊　鴻生（2007）
長期透析患者アミロイド股関節症に対するTHAの臨床成
績. 第34回日本股関節学会, 10.11-12, 金沢.（第34回日本股
関節学会プログラム・抄録集, 252, 2007.）
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森山徳秀, 橘　俊哉, 岡田文明, 山中一浩, 糸原　仁, 高原
啓嗣, 大井雄紀, 吉矢晋一（2007）胸椎部広範囲海綿状血
管腫の1例. 第27回脊椎外科を学ぶ会, 2.17, 大阪. 

森山徳秀, 山中一浩, 岡田文明, 草野芳生, 糸原　仁, 高原
啓嗣, 吉矢晋一（2007）透析性頸椎症に対する手術成績
－頸椎インスツルメンテーションの適応と問題点－. 第36回
日本脊椎脊髄病学会, 4.26-27, 金沢.（日本脊椎脊髄病学
会雑誌, 18, 137, 2007.）

戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）骨端線未閉鎖の上腕
骨小頭骨端離断性骨軟骨炎症例に対する手術的治療. 第
108回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会, 4.13-14, 
広島.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50（春季学
会号）, 117, 2007.）

戸祭正喜, 高島孝之, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）尺骨骨幹
部疲労骨折の治療経験. 第50回日本手の外科学会学術
集会, 4.19-20, 山形.（日本手の外科学会雑誌, 24, S105, 
2007.）

戸祭正喜, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）小児上肢変形矯正骨
切り術後の固定にDFSミニ固定器を用いた3例. 第20回日
本創外固定・骨延長学会, 4.27-28, 弘前. 

戸祭正喜, 柳田博美, 田中寿一, 高島孝之, 吉矢晋一（2007）
プロサッカーチームにおける肉離れの治療経験. 第33回日
本整形外科スポーツ医学会, 6.14-16, 札幌.（日本整形外科
スポーツ医学会雑誌, 27, 20, 2007.）

戸祭正喜（2007）野球肘・外側障害（離断性骨軟骨炎）の治
療. 第7回肩と肘を語る会, 7.28, 大阪. 

戸祭正喜（2007）陳旧性Hume骨折の1例. 第40回近畿小児
整形外科懇話会, 9.18, 滋賀. 

大迎知宏 ,  田中寿一 ,  戸祭正喜 ,  奥野宏昭 ,  吉矢晋一
（2007）母指CM関節症に対するThompson変法の経験. 
第24回中部日本手の外科研究会, 2.9, 神戸.（第24回中部日
本手の外科研究会プログラム・抄録集, 142-143, 2007.）

大迎知宏 ,  田中寿一 ,  奥野宏昭 ,  蔭山敬久 ,  吉矢晋一
（2007）肩鎖関節脱臼の治療 鎖骨フックプレートとスー
チャーアンカーを用いた肩鎖関節脱臼の治療経験. 第109
回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会, 10.4-5, 奈
良.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50（秋季学会
号）, 30, 2007.）

橘　俊哉, 森山徳秀, 山中一浩, 岡田文明, 糸原　仁, 井上
真一, 吉矢晋一（2007）後弯を伴った頚椎OPLLに対しイ
ンスツルメントを用いた頚椎後方除圧固定の3例. 第28回脊
椎外科を学ぶ会, 9.22, 大阪. 

八木正義, 戸祭正喜, 清野大輔, 岡山明洙, 佐々木崇, 吉矢
晋一（2007）治療に難渋した陳旧性膝関節脱臼の1例. 第
32回日本膝関節学会学術集会, 6.14-16, 札幌.（第32回日本
膝関節学会学術集会抄録集, 142, 2007.）

今村史明, 福西成男, 吉矢晋一（2007）関節リウマチ股臼底
突出に対するKTプレートを用いた全人工股関節置換術の
検討. 第37回日本人工関節学会, 2.2-3, 東京.（第37回日本
人工関節学会プログラム・抄録集, 358, 2007.）

今村史明, 福西成男, 吉矢晋一（2007）関節リウマチに対す

る下肢多関節手術の合併症. 第51回日本リウマチ学会総
会・学術集会, 4.26-29, 横浜.（日本リウマチ学会総会・学
術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム・抄録集51
回・16回, 371, 2007.）

岡田文明, 森山徳秀, 山中一浩, 橘　俊哉, 草野芳生, 糸原
仁, 高原啓嗣, 吉矢晋一（2007）超高齢者脊椎手術のrisk 
management. 第36回日本脊椎脊髄病学会, 4.26-27, 金
沢.（日本脊椎脊髄病学会雑誌, 18, 336, 2007.）

岡田文明, 森山徳秀, 山中一浩, 橘　俊哉, 糸原　仁, 井上真
一, 吉矢晋一（2007）腰椎分離症に対するpedicle screw
とhookによる固定術の治療経験. 第15回日本腰痛学会, 
11.10, 大阪.（第15回日本腰痛学会プログラム・抄録集, 82, 
2007.）

岡田文明 ,  森山徳秀 ,  吉矢晋一 ,  黒田美穂 ,  井垣　歩
（2007）痛み関連電位　健常者における検討. 第37回日
本臨床神経生理学会・学術大会, 11.19-23, 宇都宮.（臨床
神経生理学, 35, 423, 2007.）

奥野宏昭, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 常深健二郎, 蔭山
敬久, 吉矢晋一（2007）当科における内側型野球肘に対す
る靱帯再建症例の検討. 第19回日本肘関節学会学術集会, 
2.10, 神戸.（日本肘関節学会雑誌, 14, S21, 2007.）

奥野宏昭 ,  田中寿一 ,  戸祭正喜 ,  大迎知宏 ,  吉矢晋一
（2007）母指CM関節症に対するThompson変法の治療成
績. 第50回日本手の外科学会学術集会, 4.19-20, 山形.（日
本手の外科学会雑誌, 24, S88, 2007.）

福永　訓, 麩谷博之, 吉矢晋一（2007）肩甲骨の骨軟骨腫に
よるSnapping Scapula Syndromeに小切開手術を行った2
例. 第40回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 7.12-
13, 甲府.（日本整形外科学会雑誌, 81, S764, 2007.）

福永　訓 , 麩谷博之 , 森山徳秀, 山中一浩, 岡田文明 , 橘
俊哉, 糸原　仁, 高原啓嗣, 吉矢晋一（2007）原発性仙骨
腫瘍に対する手術治療の合併症の検討. 第40回日本整形
外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 7.12-13, 甲府.（日本整形
外科学会雑誌, 81, S673, 2007.）

足立　克, 宮脇淳志, 福西成男, 吉矢晋一（2007）骨盤輪後
弓破綻に対する仙腸関節プレートの使用経験. 第11回兵
庫股関節研究会, 2.17, 神戸. 

足立　克, 福西成男, 宮脇淳志, 吉矢晋一（2007）骨盤輪
後弓破綻に対する仙腸関節プレートの使用経験. 第109
回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会, 10.4-5, 奈
良.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50（秋季学会
号）, 130, 2007.）

蔭山敬久, 大迎知宏, 戸祭正喜, 奥野宏昭, 田中寿一, 吉矢晋
一（2007）当科における手指再建術の治療経験. 第24回中
部日本手の外科研究会, 2.9, 神戸.（第24回中部日本手の外
科研究会プログラム・抄録集, 98-99, 2007.）

蔭山敬久 ,  田中寿一 ,  戸祭正喜 ,  大迎知宏 ,  吉矢晋一
（2007）舟状骨骨折治療におけるDTJ screwの有用性に
ついて. 第50回日本手の外科学会学術集会, 4.19-20, 山
形.（日本手の外科学会雑誌, 24, S76, 2007.）

蔭山敬久 ,  田中寿一 ,  大迎知宏 ,  奥野宏昭 ,  吉矢晋一
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（2007）舟状骨々折salvage症例の検討. 第109回中部日
本整形外科災害外科学会・学術集会, 10.4-5, 奈良.（中部
日本整形外科災害外科学会雑誌, 50（秋季学会号）, 54, 
2007.）

井上真一, 宮本裕史, 宇野耕吉, 乾　義弘, 田所　浩, 恵美直
敦, 角谷賢一朗, 岡田欣之（2007）腰椎椎間板ヘルニアに
対する内視鏡下ヘルニア摘出術（MED法）後のX線学的
変化の検討－従来法（Love法）との比較－. 第36回日本脊
椎脊髄病学会, 4.26-27, 金沢.（日本脊椎脊髄病学会雑誌, 
18, 514, 2007.）

井上真一, 森山徳秀, 橘　俊哉, 吉矢晋一（2007）同一入院
期間に複数回手術を行った症例の分析と対策－脊椎手術
のリスクマネージメント－. 第40回脊椎外科同好会, 8.25, 
奈良. 

横井英之（2007）骨粗鬆症患者における骨密度測定方法の
検討. 第12回兵庫県骨・カルシウムを語る会, 11.8, 神戸. 

中山　寛, 柏　薫里, 八木正義, 吉矢晋一, 津森洋平, 山口
基（2007）前十字靱帯再建術後のスポーツ復帰　異なっ
た移植腱と術式の間の比較. 第108回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会, 4.13-14, 広島.（中部日本整形外科
災害外科学会雑誌, 50（春季学会号）, 40, 2007.）

中山　寛, 八木正義, 吉矢晋一, 山口　基（2007）前十字靱
帯再建術後再断裂例の検討－BTBとハムストリング腱使
用例の比較－. 第80回日本整形外科学会学術総会, 5.24-
27, 神戸.（日本整形外科学会雑誌, 81, S161, 2007.）

中山　寛, 柏　薫里, 八木正義, 吉矢晋一, 津森洋平, 山口
基（2007）前十字靭帯再建術における移植腱, 固定部位
の違いが成績に与える影響について. 第33回日本関節鏡
学会学術集会, 6.14-16, 札幌.（関節鏡, 32（抄録号）, 71, 
2007.）

福井智一, 福西成男, 吉矢晋一（2007）Harris-Garante 
Porous CupのHDP Liner破損に対してLinerのみの
Cement 固定を行った症例. 第11回兵庫股関節研究会, 
2.17, 神戸. 

福井智一, 福西成男, 今村史明, 吉矢晋一, 柴沼　均（2007）
CT Free Navigation Systemを併用したMIS THAの経
験. 第80回日本整形外科学会学術総会, 5.24-27, 神戸.（日
本整形外科学会雑誌, 81, S292, 2007.）

福井智一, 福西成男, 今村史明, 吉矢晋一, 柴沼　均（2007）
CT free navigat ion systemを併用したTHAのCup 
aligmentの評価（MIS v.s. Standard）. 第34回日本股関節
学会, 10.11-12, 金沢.（第34回日本股関節学会プログラム・
抄録集, 342, 2007.）

津森洋平, 山口　基, 八木正義, 吉矢晋一, 黒田良祐, 黒坂
昌弘, 村田秀則（2007）BTBによるACL再建術に対する
Revision手術時にスクリュードライバーの破損を生じた2例. 
第33回日本関節鏡学会学術集会, 6.14-16, 札幌.（関節鏡, 
32（抄録号）, 177, 2007.）

西尾祥史, 山田直子, 上田晴康, 秦　正樹, 山根木康嗣, 大
山秀樹, 中正恵二, 麩谷博之, 吉矢晋一, 岡村春樹, 寺田信
行（2007）IL-18とα-ガラクトシルセラミドの併用によるが

んの肺転移抑制の機構. 第96回日本病理学会総会, 3.13-
15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 167, 2007.）

西尾祥史, 麩谷博之, 福永　訓, 吉矢晋一（2007）大腿骨遠
位に発生した骨肉腫に対して術中体外照射自家骨移植で
膝関節を温存した2例. 第109回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会, 10.4-5, 奈良.（中部日本整形外科災害
外科学会雑誌, 50（秋季学会号）, 44, 2007.）

西尾祥史, 福西成男, 福井智一, 吉矢晋一（2007）寛骨臼骨
折術後のOAに対するTHAの経験. 第34回日本股関節学
会, 10.11-12, 金沢.（第34回日本股関節学会プログラム・抄
録集, 208, 2007.）

西尾祥史, 山田直子, 寺田信行, 麩谷博之, 吉矢晋一（2007）
IL-18とα-ガラクトシルセラミドの併用による癌の肺転移抑
制. 第22回日本整形外科学会基礎学術集会, 10.25-26, 浜
松.（日本整形外科学会雑誌, 81, S916, 2007.）

大井雄紀, 橘　俊哉, 森山徳秀, 山中一浩, 岡田文明, 吉矢
晋一（2007）フックシステムを用いた胸腰椎後方固定術の
検討. 第109回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会, 10.4-5, 奈良.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50 
（秋季学会号）, 116, 2007.）

高木陽平, 八木正義, 横井英之, 福井智一, 岡山明洙, 今村
史明, 福西成男, 吉矢晋一（2007）薄筋腱により生じた弾
発膝の一例. 第19回関西関節鏡・膝研究会, 3.3, 大阪.（第
19回関西関節鏡・膝研究会プログラム・演題抄録, 1 , 
2007.）

諸岡孝俊, 田中寿一, 大迎知宏, 戸祭正喜, 吉矢晋一, 正富
隆（2007）兄弟体操選手に同一受傷機転で生じた上腕三
頭筋腱断裂の治療経験. 第18回日本臨床スポーツ医学会
学術集会, 11.3-4, 別府.（日本臨床スポーツ医学会誌, 15, 
S161, 2007.）

高原啓嗣, 山中一浩, 森山徳秀, 橘　俊哉, 岡田文明, 糸原
仁, 高木陽平, 吉矢晋一（2007）化膿性脊椎炎に合併した
感染性大動脈瘤の1例. 第413回整形外科集談会京阪神地
方会, 1.20, 大阪.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 
50, 365, 2007.）

中西　瞳, 田中寿一, 戸祭正喜, 大迎知宏, 奥野宏昭, 蔭山敬
久, 吉矢晋一（2007）手舟状骨偽関節難治症例の1例. 第
414回整形外科集談会京阪神地方会, 3.17, 大阪.（中部日本
整形外科災害外科学会雑誌, 50, 543, 2007.）

大井雄紀, 戸祭正喜, 加藤洋規, 吉矢晋一（2007）小児の化
膿性肩関節炎が疑われた1例. 第415回整形外科集談会京
阪神地方会, 6.16, 大阪.（中部日本整形外科災害外科学会
雑誌, 50, 763, 2007.）

八木正義, 横井英之, 福井智一, 中山　寛, 今村史明, 福西成
男, 吉矢晋一（2007）診断に難渋した反復性膝蓋骨脱臼の
1例. 第416回整形外科集談会京阪神地方会, 9.15, 大阪. 

武久敬洋, 岡田文明, 森山徳秀, 山中一浩, 橘　俊哉, 糸原
　仁 , 井上真一, 高原啓嗣, 江川博昭 , 小林政義 , 吉矢
晋一（2007）頸・腰椎固定術後に胸椎病変をきたした
Destructive Spondyloarthropathyの一例. 第417回整形
外科集談会京阪神地方会, 11.17, 大阪. 
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山口　基, 津森洋平, 黒田良祐, 久保晴司, 黒坂昌弘, 八木
正義, 田中寿一, 吉矢晋一（2007）トップアスリートに対す
るACL再建術の検討. 第33回日本整形外科スポーツ医学
会学術集会, 6.14-16, 札幌.（日本整形外科スポーツ医学会
雑誌, 27, 195, 2007.）

荒木大輔, 長宗高樹, 黒田良祐, 星野祐一, 八木正義, 黒坂
昌弘（2007）鏡視下前十字靱帯再建術において膝屈曲角
度は大腿骨骨孔位置の決定にどのように影響するか?. 第
109回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会, 10.4-5, 
奈良.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50（秋季学
会号）, 169, 2007.）

松岡紗也香, 相澤　徹, 吉矢晋一, 戸祭正喜, 山口睦弘, 狩野
祐司（2007）少年野球チームに対する整形外科的メディカ
ルチェック事業への試み. 第18回日本臨床スポーツ医学会
学術集会, 11.3-4, 別府.（日本臨床スポーツ医学会誌, 15, 
S206, 2007.）

Tanaka, J.（2007）Minimum invasive surgery for Scaphoid 
fracture using DTJ screw. The 10th Triennia l 
Congress of the International Federation of Societies 
for Surgery of the Hand, 3.11-15, Sydney, Australia. 

Futani, H., Fukunaga, S., Nishio, S. and Yoshiya, S.（2007）
Successfully treated bilateral calcaneal intraosseous 
lipomas by endoscopically assisted tumor resection. 
14th International Symposium on Limb Salvage, 9.11-14, 
Hamburg, Germany. 

Tachibana, T., Moriyama, T., Yamanaka, K., Okada, F., 
Itohara, H., Inoue, S. and Yoshiya, S.（2007）Duration of 
sciatica for contained and non-contained lumbar disc 
herniation. 9th Annual Meeting of the Spine Society of 
Europe, 10.3-6, Brussels, Belgium.  

Yagi, M., Kuroda, R., Yoshiya, S., Kubo, S., Tanaka, K., 
Mizuno, K., Muratsu, H. and Kurosaka, M.（2007）
Can we differentiate four grading of the pivot shift 
test by manual examination?－Quantiative evaluation 
of dynamic rotational instability during the pivot shift 
test. The 6th Biennial ISAKOS Congress, 5.27-31, 
Florence, Italy. 

Yagi, M.（2007）Double bundle ACL reconstruction. The 
15th Triennial Congress of Asia Pacific Orthopaedic 
Association, 9.9-13, Seoul, Korea. 

Yagi, M.（2007）Double bundle ACL reconstruction. 
International Arthroscopy Festival, 10.24-27, Portorose, 
Slovenia. 

Okada, F., Moriyama, T., Yamanaka, K., Tachibana, T., 
Itohara, H., Takahara, H. and Yoshiya, S.（2007）
Functional evalution for spinal cord in patients with 
cervical myelopathy using MEP and SEP. 23rd Annual 
Meeting of the European Section of the Cervical Spine 
Research Society, 5.30-6.1, Leuven, Belgium. 

Okayama, A., Yoshiya, S., Yagi, M., Shibanuma, N., Kubo, 
D., Kobashi, S., Kondo, K. and Hata, Y.（2007）In vivo 

analysis of knee kinematics after ACL reconstruction 
using automated image registration and fuzzy logic. 
53rd Annual Meeting of the Orthopaedic Research 
Society, 2.11-14, San Diego, U. S. A.

Fukunaga, S., Futani, H., Moriyama, T., Okada, F., 
Tachibana, T., Yamanaka, K., Nishio, S. and Yoshiya, 
S.（2007）Clinical outcome of sacral amputation due to 
primary bone tumors. 14th International Symposium 
on Limb Salvage, 9.11-14, Hamburg, Germany. 

Inoue, S., Miyamoto, H., Uno, K., Inui, Y., Tadokoro, 
K., Megumi, N., Kakutani, K. and Okada, Y.（2007）
Radiological analysis of disc degeneration after 
microendscopic discectomy（MED）in comparison with 
conventional discectomy. International Society for the 
Study of the Lumbar Spine, 6.10-14, Hong Kong, China. 

Kashiwa, K., Yoshiya, S., Futani, H., Yagi, M., Yamaguchi, 
M., Tomatsuri, M. and Tanaka, J.（2007）Pathological 
fracture with microgeodic desease affecting the toes 
in athletes－A report of twe cases－. The 6th Biennial 
ISAKOS Congress, 5.27-31, Florence, Italy. 

Nakayama, H., Yamaguchi, M., Yagi, M. and Yoshiya, 
S.（2007）Early repeat injury after anterior cruciate 
ligament reconstruction－Comparison of ipsilateral 
and contralateral injuries－. The 6th Biennial ISAKOS 
Congress, 5.27-31, Florence, Italy. 

Tsumori, Y., Yoshiya, S., Yagi, M., Yamaguchi, M. 
and Kurosaka, M.（2007）Effect of bone bruise 
on progression of osteoarthritic changes in ACL 
reconstructed knees. The 15th Triennial Congress of 
Asia Pacific Orthopaedic Association, 9.9-13, Seoul, 
Korea. 

Nishio, S., Futani, H., Fukunaga, S. and Yoshiya, S.（2007）
Extracorporeal irradiated autogenous bone graft in 
limb-salvage of femur. 14th International Symposium 
on Limb Salvage, 9.11-14, Hamburg, Germany. 

Takagi, Y., Yoshiya, S., Yagi, M. and Tsumori, Y.（2007）
Snapping knee caused by gracilis tendons. The 15th 
Triennial Congress of Asia Pacific Orthopaedic 
Association, 9.9-13, Seoul, Korea. 

Hoshino, Y., Mizuno, K., Nagamune, K., Yagi, M., 
Kuroda, R., Yamaguchi, M., Muratsu, H., Yoshiya, S. 
and Kurosaka, M.（2007）An in vivo measurement of 
dynamic instability in the ACL deficient knee during 
the pivot shift test using an elecrtomagnetic device.  
53rd Annual Meeting of the Orthopaedic Research 
Society, 2.11-14, San Diego, U. S. A.

Nishimoto, K., Mizuno, K., Hoshino, Y., Nagamune, 
K., Yagi, M., Kuroda, R., Yamaguchi, M., Muratsu, 
H., Yoshiya, S. and Kurosaka, M.（2007）Analysis 
of the graft bending angle at the femoral bone 
tunnel entrance in the anatomic double bundle ACL 
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reconstruction transtibial versus far anteromedial. 53rd 
Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, 
2.11-14, San Diego, U. S. A.

Mizuno, K., Muratsu, H., Kuroda, R., Yagi, M., Nagamune, 
K., Hoshino, Y., Nishimoto, K. and Kurosaka, M.（2007）
Minus size femoral component affects not only flexion 
but also full extionsion gap in posterior cruciate-
retaining total knee arthroplasty depending on the 
tibal slope. 53rd Annual Meeting of the Orthopaedic 
Research Society, 2.11-14, San Diego, U. S. A.

■ その他 ■
田中寿一（2007）トップアスリートのメディカルケアー. KAK

（神戸アカデミッククラブ）, 7.19, 神戸. 
麩谷博之（2007）骨・軟部腫瘍における低侵襲の検査と治

療. 神戸大学大学院特別講義, 8.23, 神戸. 
福西成男（2007）大腿骨頚部骨折における地域連携パスに

ついて. 第6回兵庫医科大学病診・病病連携勉強会・連絡
会, 11.17, 西宮. 

森山徳秀（2007）たかが腰痛されど腰痛. 兵庫医科大学市民
健康講座, 2.7, 西宮. 

森山徳秀（2007）腰痛の診断と治療－最近の話題－. 兵庫医
大病診連携の会, 2.21, 西宮. 

森山徳秀（2007）腰部脊柱管狭窄症の診断と治療. 高齢者
の歩行障害を考える会, 6.21, 伊丹. 

森山徳秀（2007）たかが腰痛されど腰痛. 甲子園口健康講
座, 6.27, 西宮. 

 

形成外科学
Plastic Surgery

■ 学術論文 ■
［原著］
Nishimoto, S., Oyama, T. and Matsuda, K.（2007）

Simultaneous concentration of platelets and marrow 
cells: a simple and useful technique to obtain source 
cells and growth factors for regenerative medicine. 
Wound Repair Regen., 15, 156-162. 

［症例報告］
Nishimoto, S., Oyama, T., Tsugawa, T. and Toda, 

N.（2007）Platelet Rich Plasma（PRP）supplementation 
for pha langea l pseudoarthrosis treatment : a 
preliminary case report.  The Internet Journal of 
Plastic Surgery, 4（2）.（http://www.ispub.com/ostia/
index.php?xmlFilePath=index.xml）

■ 学会発表 ■
［指定講演］
垣淵正男（2007）皮膚科から形成外科への診療連携.（特別

講演）第53回尼崎臨床皮膚科勉強会, 6.28, 尼崎. 
垣淵正男（2007）眼瞼下垂の治療について.（特別講演）第23

回阪南眼科勉強会, 7.21, 泉大津. 

西本　聡（2007）多血小板血漿（PRP）について.（特別講
演）第4回近畿形成外科医会連合学術集会（第26回大阪
形成外科医会）, 7.28, 大阪. 

福田健児（2007）分層採皮層の創傷治癒における適正湿度
の検討.（特別講演）第1回近畿創傷マネジメント研究会セ
ミナー, 12.15, 大阪（大阪第一ホテル）. 

福田健児（2007）マウス皮膚欠損モデルにおける被覆材に
よる治癒速度の検討　第一報.（特別講演）第1回近畿創
傷マネジメント研究会セミナー, 12.15, 大阪（大阪第一ホテ
ル）.

［シンポジウム等］ 
垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 横山茂和, 蔭

山晶子, 小熊　孝, 妻野知子, 藤田和敏（2007）移植神経
に対する端側神経縫合－顔面神経再建への応用－.（シン
ポジウム）第34回日本マイクロサージャリー学会学術集会, 
10.18-19, 福島.（抄録集, 75, 2007.）

垣淵正男（2007）眼窩ブローアウト骨折の整復術式につい
て.（パネルディスカッション）第25回日本頭蓋顎顔面外科
学会総会・学術集会, 11.8-9, 東京.（抄録集, 16, 2007.）

［一般講演］ 
河合建一郎（2007）当科における悪性腫瘍切除後眼瞼部全

層欠損の再建法. 第18回眼瞼・義眼床手術研究会, 2.24, 
京都. 

妻野知子, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 門脇
未来, 蔭山晶子（2007）野球による顔面骨骨折症例の検
討. 第50回日本形成外科学会総会・学術集会, 4.11-13, 東
京.（抄録集, 153, 2007.）

垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 門脇未来, 妻野
知子, 蔭山晶子（2007）Open approachによる斜鼻の治療
経験. 第50回日本形成外科学会総会・学術集会, 4.11-13, 
東京.（抄録集, 155, 2007.）

河合建一郎, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 門脇未来, 蔭
山晶子, 妻野知子（2007）当科における眼瞼部全層欠損の
再建法について. 第50回日本形成外科学会総会・学術集
会, 4.11-13, 東京.（抄録集, 184, 2007.）

門脇未来, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 蔭
山晶子, 妻野知子（2007）先天性眼瞼下垂に対する大腿筋
膜移植術の検討. 第50回日本形成外科学会総会・学術集
会, 4.11-13, 東京.（抄録集, 187, 2007.）

西本　聡, 大山知樹, 福田健児, 河合建一郎, 門脇未来, 蔭
山晶子, 妻野知子, 垣淵正男（2007）Fronto-Orbita l 
advancementにおける従来法と骨延長法の適応. 第50回
日本形成外科学会総会・学術集会, 4.11-13, 東京.（抄録集, 
251, 2007.）

福田健児, 西本　聡, 河合建一郎, 門脇未来, 妻野知子, 蔭
山晶子, 垣淵正男（2007）超高齢者における眼窩, 眼瞼悪
性腫瘍の経験. 第50回日本形成外科学会総会・学術集会, 
4.11-13, 東京.（抄録集, 294, 2007.）

Nishimoto, S.（2007）Midface advancenent for syndromic 
craniosynostosis（LefortⅢ）. 3rd Asia Pacific Congress 
on Craniofacial Surgery and Distraction Osteogenesis, 
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4.29-5.4, Bands Island, Republic of Maldives. 
横山茂和, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 蔭

山晶子, 妻野知子, 藤田和敏（2007）端側神経縫合を用い
た大耳介神経による顔面神経再建の経験. 兵庫県マイクロ
サージャリー研究会, 5.19, 神戸. 

蔭山晶子, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 横
山茂和, 妻野知子, 藤田和敏（2007）外眼筋の絞扼を認め
た眼窩骨折の経験. 第27回兵庫県形成外科医会研究会, 
5.26, 神戸. 

Nishimoto, S.（2007）Platelet rich plasma derived from 
bone marrow aspirate. 52nd Annual Meeting The 
Plastic Surgery Research Council, 6.20-23, Stanford, 
California. 

妻野知子（2007）心臓カテーテル後に発生した背部皮膚潰
瘍の1例. 第7回兵庫褥創・皮膚潰瘍研究会, 6.30, 神戸. 

藤田和敏, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 小熊
　孝, 妻野知子, 蔭山晶子, 横山茂和（2007）右上半身Ⅲ度
熱傷から発症したProbable Toxic Shock Syndromeの一
例. 第4回近畿形成外科医会連合学術集会（第26回大阪
形成外科医会）, 7.28, 大阪. 

横山茂和, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 蔭山
晶子, 妻野知子, 藤田和敏（2007）切断を回避できた上腕
部重度熱圧挫傷の1例. 第21回神戸形成外科集団会, 9.8, 
神戸. 

河合建一郎（2007）皮膚創部でのTRP（Transient Receptor 
Potential）遺伝子発現について. 第16回日本形成外科学会
基礎学術集会, 10.11-12, 神戸.（抄録集, 18, 2007.）

西本　聡（2007）ウサギの皮膚潅流圧（SPP）測定. 第16回
日本形成外科学会基礎学術集会, 10.11-12, 神戸.（抄録集, 
28, 2007.）

福田健児（2007）骨膜弁を用いた眉毛挙上術. 第25回日本頭
蓋顎顔面外科学会総会・学術集会, 11.8-9, 東京.（抄録集, 
23, 2007.）

小熊　孝（2007）鼻骨骨折整復後の吊り上げ固定法. 第25
回日本頭蓋顎顔面外科学会総会・学術集会, 11.8-9, 東
京.（抄録集, 30, 2007.）

妻野知子（2007）hemifacial microsomiaの成人例の治療経
験. 第25回日本頭蓋顎顔面外科学会総会・学術集会, 11.8-
9, 東京.（抄録集, 35, 2007.）

西本　聡（2007）頭蓋骨, 硬膜欠損後に生じた増大する拍動
性皮下水腫に対する治療. 第25回日本頭蓋顎顔面外科学
会総会・学術集会, 11.8-9, 東京.（抄録集, 37, 2007.）

蔭山晶子, 垣淵正男, 西本　聡, 福田健児, 河合建一郎, 横
山茂和, 小熊　孝, 妻野知子, 藤田和敏（2007）動眼神経
麻痺を伴う眼瞼下垂の治療経験. 第28回兵庫県形成外科
医会研究会, 11.17, 神戸. 

西本　聡, 河合建一郎, 妻野知子, 福田健児, 蔭山晶子, 横山
茂和, 藤田和敏, 小熊　孝, 垣淵正男（2007）慢性虚血肢
の創傷治癒遅延に対する末梢血および骨髄血由来多血小
板血漿の効果. 第37回日本創傷治癒学会, 12.6-7, 横浜.（日
本創傷治癒学会プログラム・抄録集37回, 69, 2007.）

■ その他 ■
西本　聡（2007）形成外科で扱う小児の先天異常, 外傷, 腫

瘍について. 第15回兵庫医大小児科臨床カンファレンス, 
2.22, 西宮（兵庫医科大学）. 

西本　聡（2007）糖尿病性潰瘍. 平成19年度日本形成外科
学会春季学術研修会, 4.10, 東京（ホテル日航東京）. 

西本　聡（2007）赤ちゃんと形成外科. 兵庫医科大学市民健
康講座, 5.30, 西宮（兵庫医科大学）. 

河合建一郎（2007）当科における基礎研究について. 第2回
阪神形成外科セミナー, 5.31, 大阪. 

垣淵正男（2007）形成外科が行う眼瞼下垂, 内反症, 眼瞼小
腫瘍などに対する手術. 第89回兵庫医科大学眼科オープン
カンファレンス, 9.27, 西宮（兵庫医科大学）. 

泌尿器科学
Urology

■ 著書 ■
近藤宣幸（2007）抗精子抗体. 男性不妊症の臨床,（岩本晃

明, 松田公志　編）, メジカルビュー社, 東京, 187-190. 
近藤宣幸, 島　博基（2007）手術的精子採取法．図説よくわ

かる臨床不妊症学　生殖補助医療編,（柴原浩章, 森本義
晴, 京野廣一　編）, 中外医学社, 東京, 177-187.

島　博基（2007）性分化異常. NEW泌尿器科学, 改訂第2版,
（西沢　理, 松田公志, 武田正之 編）, 南江堂, 東京, 149-
156.

■ 学術論文 ■
［総説］
Yamamoto, S.（2007）Molecu la r epidemiology of 

uropathogenic Escherichia coli. J. Infect. Chemother., 
13, 68-73.

Kanematsu, A., Yamamoto, S. and Ogawa, O.（2007）
Changing concepts of bladder regeneration. Int. J. Urol., 
14, 673-678. 

近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 持田菜穂子, 堀内
功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クラインフェル
ター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 産婦
人科の実際, 56, 1407-1412．

近藤宣幸（2007）男性不妊症の診断:医療面接と診察. 
Modern Physician, 27, 1587-1591．

山本新吾, 角谷智子（2007）経尿道的内視鏡手術　ドレーン
＆カテーテル留置図. 泌尿器ケア, 12, 65-68. 

山本新吾, 角谷智子（2007）陰茎癌の手術　ドレーン＆カ
テーテル留置図. 泌尿器ケア, 12, 173-176.

山本新吾, 角谷智子（2007）腎移植術. 泌尿器ケア, 12, 277-
280. 

山本新吾, 角谷智子（2007）ダイジェスト版 ドレーン＆カテー
テル留置図. 泌尿器ケア, 12, 325-332.

山本新吾（2007）過活動膀胱の診断と治療. 西宮市医師会医
学雑誌, 12, 19-22.
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山本新吾（2007）膀胱炎様症状があるにもかかわらず膿尿
が認められない場合に考慮すべき疾患. Infection Front, 
10, 12-13.

山本新吾, 倉園久夫（2007）大腸菌の尿路病原因子. 泌尿器
外科, 20（臨増）, 557-559. 

山本新吾（2007）患者さんの訴えからわかる！術後急性期症
状コントロール 留置カテーテルに接続した蓄尿袋に尿が溜
まっていない！. 泌尿器ケア, 12, 772-773.

山本新吾（2007）患者さんの訴えからわかる！術後急性期症
状コントロール 留置カテーテルが気持ち悪い, 当たって痛
い！. 泌尿器ケア, 12, 770-771. 

山本新吾（2007）患者さんの訴えからわかる！術後急性期症
状コントロール 留置カテーテル内が真っ赤になった！. 泌
尿器ケア, 12, 768-769. 

島　博基, 山本新吾（2007）性分化異常. 小児外科, 39, 949-
955.

島　博基, 山本新吾（2007）停留精巣の長期フォローアップ. 
小児外科, 39, 1236-1240. 

山本新吾（2007）尿路感染症 前立腺炎. 日本医師会雑誌, 
136（特別2）, S278-S 279. 

［原著］
Imamura, M., Kanematsu, A., Yamamoto, S., Kimura, Y., 

Kanatani, I., Ito, N., Tabata, Y. and Ogawa, O.（2007）
Basic fibroblast growth factor modulates proliferation 
and collagen expression in urinary bladder smooth 
muscle cells. Am. J. Physiol. Renal. Physiol., 293, F1007- 
F1017.

山本新吾, 滝内秀和, 野島道生, 田ノ岡征雄, 三井要造, 上
田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 島　博基（2007）ハンドアシスト法腹腔鏡下ドナー
腎採取術31例の経験. Japanese Journal of Endourology 
and ESWL, 20, 237-242.

邱　　君, 山本新吾, 丸山琢雄 , 近藤宣幸, 野島道生 , 島
博基（2007）Histone Deacetylase阻害剤Sod ium 
Butyrateによる前立腺癌細胞の増殖抑制効果の検討. 兵
庫医科大学医学会雑誌, 32, 77-85.

Takahashi, K., Yano, I., Fukuhara, Y., Katsura, T., 
Takahashi, T., Ito, N., Yamamoto, S., Ogawa, O. and 
Inui, K.（2007）Distinct effects of omeprazole and 
rabeprazole on the tacrolimus blood concentration 
in a kidney transplant recipient. Drug Metab. 
Pharmacokinet., 22, 441-444.

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基（2007）射精障害の臨床的観察 
不妊症合併例を含めて. 日本性機能学会雑誌, 22, 311-315.

［症例報告］
Maruyama, T., Yamamoto, S., Nojima, M., Morita, N., 

Tanizawa, T. and Shima, H.（2007）Extramedullary 
relapse of acute lymphoblastic leukemia in childhood to 
the prostate. Int. J. Urol., 14, 447-449. 

橋本貴彦, 山本新吾, 東郷容和, 上田康生, 樋口喜英, 丸山

琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森　義則, 廣田誠一, 島　博基
（2007）自然破裂をきたした腎細胞癌の1例. 泌尿器科紀
要, 53, 49-52.

橋本貴彦, 山本新吾, 東郷容和, 上田康生, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森　義則, 新長真由美, 羽尾裕
之, 廣田誠一, 島　博基（2007）巨大後腹膜平滑筋肉腫の
1例. 泌尿器科紀要，53, 167-169. 

上田康生 , 樋口喜英 , 橋本貴彦, 三井要造 , 丸山琢雄 , 近
藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 新長真由美, 廣田誠一, 島
博基（2007）転移巣骨生検によって診断が得られた前立
腺癌の1例. 泌尿器科紀要, 53, 327-330. 

島　博基（2007）停留精巣の診断と治療の現状. 泌尿器科
紀要, 53, 503-504.

上田康生, 鈴木　透, 新長真由美, 橋本貴彦, 三井要造, 樋口
喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 廣田誠
一, 島　博基（2007）腫瘍内出血を契機に発見された傍糸
球体細胞腫の1例. 泌尿器科紀要, 53, 561-564.

丸山琢雄, 吉岡　優, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 鈴木
透, 樋口喜英, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 新長真由
美, 廣田誠一, 島　博基（2007）排尿困難をきたした前立
腺貯留嚢胞の1例. 泌尿器科紀要, 53, 887-889.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
山本新吾（2007）泌尿器科手術における周術期感染予

防.（教育セミナー）第58回秋田県泌尿器科集談会, 3.24, 
秋田. 

山本新吾（2007）腎移植と感染症.（卒後生涯教育プログラ
ム）第95回日本泌尿器科学会総会, 4.14-17, 神戸. 

山本新吾（2007）尿路性器感染症のガイドラインupdate.（特
別講演）第13回熊本尿路性器感染症研究会, 7.5, 熊本. 

山本新吾（2007）前立腺癌の診断と治療.（教育講演）神戸
薬科大学第33回卒後教育講座, 9.9, 神戸. 

山本新吾（2007）泌尿器科領域の腹腔鏡手術－腎・副腎
－.（特別講演）釧路泌尿器科研究会学術講演会, 9.27, 釧
路. 

島　博基（2007）医療訴訟について.（特別講演）第54回兵庫
県泌尿器科医会総会, 11.10, 神戸.

［シンポジウム等］
山本新吾（2007）尿路感染症.（ケーススタディー）第95回日

本泌尿器科学会総会, 4.14-17, 神戸. 
山本新吾（2007）市中尿路感染症における抗菌薬選択上の

留意点.（ワークショップ）第55回日本化学療法学会総会, 
6.1-2, 仙台.（日本化学療法学会雑誌, 55（Suppl. A）, 70, 
2007.）

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基（2007）フロプロピオンを用いた
選択的α1A遮断薬シロドシンによる射精障害の回避法に
ついての検討.（ワークショップ）第18回日本性機能学会学
術総会，9.14-15，岡山.（日本性機能学会雑誌, 22, 183-184, 
2007.）

［一般講演］
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鈴木　透, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 新長真由美, 廣田誠
一（2007）腎被膜から発生した脂肪平滑筋腫の1例. 第198
回日本泌尿器科学会関西地方会, 2.17, 神戸. 

Shima, H., Yamamoto, S., Qiu, J. and Hashimoto-Tamaoki, 
T.（2007）Suppression of the growth of human prostate 
cancer cells in vitro and in vivo by an activated form 
made of natural or synthetic rubber/resin with sodium  
butyrate in low concentration. 2007 Prostate Cancer 
Symposium, 2.22-24, Orlando, Florida, U.S.A. 

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 久保雅弘
（2007）巨大水腎症に発生した腎盂癌の1例. 第26回阪神
泌尿器科医会, 2.28, 西宮. 

三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 橋本貴彦, 田中宏幸, 
香山浩二, 皆川京子, 谷澤隆邦, 宮本　賀（2007）妊娠前血
清Cr値が2.5mg/dlで妊娠し分娩しえた腎移植後妊娠の1
例. 第40回日本臨床腎移植学会, 2.28-3.2, 金沢.（移植, 42, 
206, 2007.）

近藤宣幸, 樋口喜英 , 丸山琢雄 , 野島道生 , 山本新吾, 島
博基（2007）TESE後にEDを訴えたKlinefelter症候群患
者の1例．第34回関西アンドロロジーカンファランス, 3.3, 豊
中. 

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）経会陰的前
立腺生検後の排尿状態と合併症についての検討. 第9回兵
庫排尿障害セミナー, 3.22, 神戸. 

Shima, H., Yamamoto, S., Nojima, M., Kondoh, N., 
Maruyama, T., Takiuchi, H., Tanooka, M. and Nakao, 
N.（2007）Preoperative estimation of vascular structure 
in the renal hilar region through CT-based three 
dimensional imaging in laparoscopic nephrectomy. 
The 8th Triennial Meeting of the German-Japanese 
Confederation of Urology, 3.26-31, Tokyo. 

大西　真, 山本新吾, 倉園久生, 濱砂良一, 渡辺治雄（2007）
腸管外病原性大腸菌の系統解析. 第81回日本感染症学会
総会, 4.10-11, 京都.（感染症学雑誌, 81, 625, 2007.）

今村正明, 兼松明弘, 金谷　勲, 山本新吾, 田畑泰彦, 小川
修（2007）膀胱平滑筋の再生におけるbasic Fibrobrast 
Growth Factor（bFGF）の役割. 第95回日本泌尿器科
学総会, 4.14-17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑誌, 98, 197, 
2007.）

今村正明, 金谷　勲, 兼松明弘, 山本新吾, 田畑泰彦, 小川
修（2007）bFGFは膀胱閉塞時に尿路上皮より産生され, 
ERK経路を介して平滑筋の増殖, マトリクス産生及び収縮
力を制御する. 第95回日本泌尿器科学会総会, 4.14-17, 神
戸.（日本泌尿器科学会雑誌, 98, 265, 2007.）

坂口　強, 山本新吾, 島　博基（2007）Robot assisted 
Doppler echo angiography. 第95回日本泌尿器科学総会, 
4.14-17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑誌, 98, 359, 2007.）

三井要造, 野島道生, 樋口喜英, 上田康生, 鈴木　透, 丸山
琢雄, 山本新吾, 島　博基, 善本哲郎, 中尾　篤, 滝内秀
和, 山本裕信, 井原英有（2007）腎移植後CMV, EBV, ヘル
ペスウイルス感染に対するMMF, バシリキシマブ使用の影
響. 第95回日本泌尿器科学総会, 4.14-17, 神戸.（日本泌尿
器科学会雑誌, 98, 406, 2007.）

金谷　勲, 兼松明弘, 今村正明, 稲継泰之, 伊藤哲之, 山本新
吾, 田畑泰彦, 筏　義人, 小川　修（2007）生体吸収性人
工材料による尿道再生. 第95回日本泌尿器科学総会, 4.14-
17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑誌, 98, 458, 2007.）

高橋　彰, 山本新吾, 金丸聰淳, 国島康晴, 塚本泰司, 小川
修（2007）急性単純性病原因子, 複雑性膀胱炎, O血清型
の比較. 第95回日本泌尿器科学総会, 4.14-17, 神戸.（日本
泌尿器科学会雑誌, 98, 534, 2007.）

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）経会陰的前
立腺生検後の排尿状態と合併症についての検討. 第95回
日本泌尿器科学総会, 4.14-17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑
誌, 98, 543, 2007.）

Kondoh, N., Higuchi, Y., Maruyama, T., Nojima, M., 
Yamamoto, S. and Shima, H.（2007）Salvage therapy 
trial for erectile dysfunction using phosphodiesterase 
type 5 inhibitors and vitamin E. 32nd Annual Meeting 
of American Society of Andrology, 4.18-24, Tampa, 
U.S.A. 

丸山琢雄, 邱　　君, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口
喜英, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 上紺屋憲
彦, 廣田省三, 中尾宣夫（2007）化学療法と膀胱温存療法:
化学療法でどこまで膀胱温存可能か. 第5回兵庫県泌尿器
科悪性腫瘍研究会, 4.26, 神戸. 

Takahashi, A., Kanamaru, S., Kurazono, H., Kunishima, 
Y., Tsukamoto, T., Ogawa, O. and Yamamoto, S.（2007）
Escherichia coli from uncomplicated and complicated 
cystitis and from asymptomatic bacteriuria possesses 
similar phylogeny, virulence genes and O serogroup 
profiles. AUA2007 Annual Meeting, 5.19-24, Anaheim, 
U.S.A. 

Imamura, M., Kanematsu, A., Yamamoto, S., Kanatani, 
S., Tabata, Y. and Ogawa, O.（2007）Basic fibroblast 
growth factor（bFGF）promotes bladder smooth 
muscle cell proliferation and matrix remodeling 
through ERK1/2 pathway. AUA 2007 Annual Meeting, 
5.19-24, Anaheim, U.S.A. 

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 久保雅弘
（2007）巨大水腎症に発生した腎盂癌の1例. 第199回日本
泌尿器科学会関西地方会, 6.9, 西宮. 

山本新吾, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 邱　　君, 樋口
喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 島　博基, 田ノ岡征
雄, 滝内秀和（2007）ハンドアシスト法による腹腔鏡下ド
ナー腎採取術. 第53回兵庫県泌尿器科医会, 6.23, 神戸. 
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近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島道
生, 山本新吾, 島　博基（2007）選択的α1A遮断薬シロド
シン内服による射精障害の検討. 日本アンドロロジー学会
第26回学術大会, 7.5-6, 浦安. 

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島道
生, 山本新吾, 島　博基（2007）小児精索静脈瘤に対する
顕微鏡下低位結紮術の検討．第16回日本小児泌尿器科学
会総会, 7.13-15, 神戸.（日本小児泌尿器科学会雑誌, 16, 86, 
2007.）

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）当科におけ
る小児急性陰嚢症の臨床的検討. 第16回日本小児泌尿器
科学会総会, 7.13-15, 神戸.（日本小児泌尿器科学会雑誌, 
16, 63, 2007.）

三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）左骨盤腎に
発生した水腎症に対し腎盂形成術が奏功した1例. 第16回
日本小児泌尿器科学会, 7.13-15, 神戸.（日本小児泌尿器科
学会雑誌, 16, 91, 2007.）

邱　　君, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）
Histone deacetylase阻害剤による前立腺癌細胞の増殖抑
制効果の検討. 第6回兵庫がん治療・細胞療法研究会, 9. 1, 
神戸. 

Shima, H., Qiu, J. and Yamamoto, S.（2007）A new 
alternative modality to control human HRPC cells. 24th 
Korea-Japan Urological Congress, 10.5-6, Cheongju, 
Korea. 

山本新吾（2007）プライマリー医のための過活動膀胱の診断
と治療. 伊丹医師会学術講演会, 9. 6, 伊丹. 

島　博基, 山本新吾, 邱　　君, 玉置（橋本）知子（2007）
物質構造波がヒト前立腺癌細胞の増殖を単独あるいは
低濃度の酪酸ナトリウムの組み合せで抑制（Structure-
based substance wave controls proli feration of 
fuman prostate cancer cells with or without sodium 
butyrate）. 第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日
本癌学会総会記事, 66回, 116, 2007.）

邱　　君, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）
Histone deacetylase阻害剤による前立腺癌細胞の増殖抑
制効果の検討. 第27回阪神泌尿器科医会, 10.11, 西宮. 

三井要造, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 持田菜
穂子, 霞　弘之, 香山浩二（2007）精嚢嚢胞を合併し, 精
巣上体嚢胞穿刺により運動精子が得られた常染色体優性
嚢胞腎患者の1例. 第35回関西アンドロロジーカンファレン
ス, 10.20, 大阪. 

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 近藤宣幸, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基, 上紺屋憲彦, 廣田省三, 中尾
宣夫（2007）浸潤性膀胱癌（T2, 3N0M0）に対する動注
化学放射線療法による膀胱温存の効果. 第45回日本癌治
療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 515, 

2007.）
上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山

琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）
膀胱癌患者におけるBladder Check NMP22の臨床的検
討. 第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治
療学会誌, 42, 522, 2007.）

樋口喜英, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 新長真
由美（2007）限局性前立腺癌における術前内分泌療法
（NHT）の有効性の検討. 第45回日本癌治療学会総会, 
10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 730, 2007.）

島　博基, 山本新吾, 邱　　君, 玉置（橋本）知子（2007）活
性型ゴム・レジンがヒト前立腺癌細胞の増殖をin vitroおよ
びin vivoで抑制する. 第45回日本癌治療学会総会, 10.24-
26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 738, 2007.）

鈴木　透, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生 , 山本新吾, 島　博基（2007）下大静脈
腫瘍塞栓摘除術症例の臨床的検討. 第34回腎癌研究会, 
10.27, 京都. 

樋口喜英, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 新長真
由美（2007）限局性前立腺癌における術前内分泌療法
（NHT）の有効性の検討. 第57回日本泌尿器科学会中部
総会, 11.7-9, 奈良. 

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山琢
雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 川口理作, 
滝内秀和, 古倉浩次, 善本哲郎（2007）膀胱癌患者におけ
るBladder Check NMP22の臨床的検討. 第54回兵庫県泌
尿器科医会総会, 11.10, 神戸. 

高橋　彰, 山本新吾, 石川清仁, 安田　満, 高橋　聡, 門田晃
一, 村谷哲郎, 清田　浩, 荒川創一, 村谷哲郎（2007）尿路
由来キノロン耐性大腸菌の系統分類, 保有病原因子の検
討. 第18回尿路感染症研究会, 11.17, 東京. 

野島道生, 鈴木　透, 上田康生, 樋口喜英, 三井要造, 山本
新吾, 島　博基, 谷澤隆邦, 田ノ岡征雄（2007）ドナーの腎
動静脈瘻に対し, バーチャル血管内画像と術中超音波画像
をガイドとして動静脈瘻を結紮し, 安全に移植を実施でき
た生体腎移植の1例. 第43回日本移植学会総会, 11.22-24, 
仙台.（移植, 42（総会臨時）, 360, 2007.）

山本新吾, 滝内秀和, 野島道生, 三井要造, 上田康生, 鈴木
透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 島　博基（2007）ハ
ンドアシスト法腹腔鏡下ドナー腎採取術31例の経験. 第
21回日本Endourology・ESWL学会総会, 11.26-28, 東
京.（Japanese Journal of Endourology and ESWL, 20, 
125, 2007.）

山本新吾, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 邱　　君, 樋口
喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 島　博基（2007）
腹 腔 鏡 下 腎 部 分 切 除 術 4 例 の 経 験 .  第 2 1 回日本
Endourology・ESWL学会総会, 11.26-28, 東京.（Japanese 
Journal of Endourology and ESWL, 20, 110, 2007.）

三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山
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琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 新長真由
美, 廣田誠一（2007）ステロイド単独療法にて軽快した後
腹膜線維症の1例. 第201回日本泌尿器科学会関西地方会, 
12.1, 高槻. 

野島道生（2007）兵庫医科大学における腎移植200例. 第21
回大阪腎移植病理研究会, 12.21, 西宮.

■ その他 ■
山本新吾（2007）慢性前立腺炎と間質性膀胱炎－診断と治

療－. Ｋネットカンファレンス, 4.18, 西宮. 
大園誠一郎, 舛森直哉, 服部良平, 山本新吾, 雑賀隆史

（2007）進行性腎細胞癌におけるサイトカイン療法の現状
と将来 各種治療法の整理と治療選択. Pharma Medica, 
25, 60-69. 

脳神経外科学
Neurosurgery

■ 著書 ■
有田憲生（2007）補助診断法　脳室・脳槽撮影. ニュースタ

ンダード脳神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田和
雄　編）, 三輪書店, 東京, 120. 

有田憲生（2007）補助診断法　髄液検査. ニュースタンダー
ド脳神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田和雄　
編）, 三輪書店, 東京, 122-123. 

有田憲生（2007）補助診断法　脳波. ニュースタンダード脳
神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田和雄　編）, 
三輪書店, 東京, 123-124. 

有田憲生（2007）補助診断法　局所脳機能検査. ニュースタ
ンダード脳神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田和
雄　編）, 三輪書店, 東京, 124-128. 

有田憲生（2007）補助診断法　血液生化学的検査. ニュース
タンダード脳神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田
和雄　編）, 三輪書店, 東京, 130-135. 

有田憲生（2007）脳腫瘍　下垂体腺腫. ニュースタンダード
脳神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田和雄  編）, 
三輪書店, 東京, 186-216. 

有田憲生（2007）中枢神経系の炎症性疾患. ニュースタン
ダード脳神経外科学, 2版,（生塩之敬, 種子田護, 山田和雄 
編）, 三輪書店, 東京, 333-346. 

森　鑑二, 有田憲生（2007）頭蓋底部腫瘍摘出術. 脳神経
外科専門医をめざすための経験すべき手術44, 1版,（河瀬 
斌　総編集）, メジカルビュー社, 東京, 215-224. 

友金祐介, 有田憲生（2007）脳腫瘍　天幕下腫瘍. 脳神経
外科専門医をめざすための経験すべき手術44, 1版,（河瀬 
斌　総編集）, メジカルビュー社, 東京, 206-214.

■ 学術論文 ■
［総説］
有 田 憲 生 ,  友 金 祐 介（ 2 0 0 7 ）髄 膜 腫 摘 出 の工 夫

Petroclival meningioma②. 脳神経外科速報, 17, 156-163. 
有田憲生（2007）髄膜腫摘出の工夫　鞍結節部髄膜腫. 脳

神経外科速報, 17, 558-565. 
有田憲生（2007）髄膜腫摘出の工夫　大脳鎌髄膜腫. 脳神

経外科速報, 17, 798-803. 
有田憲生（2007）髄膜腫摘出の工夫　側脳室三角部髄膜腫

に対するparietal paramedian approach. 脳神経外科速
報, 17, 1144-1151. 

有田憲生（2007）髄膜腫摘出の工夫　視神経鞘髄膜腫. 脳
神経外科速報, 17, 1394-1398. 

森　鑑二, 有田憲生（2007）無症候性脳腫瘍. 日本医師会雑
誌, 136, 705-709. 

白川　学, 山田尚希, 木村幸子, 藤本陽子, 有田憲生（2007）
経蝶形骨洞手術. OPE NURSING, 22, 722-727.

［原著］
Nakano, A., Kanemura, Y., Mori, K., Kodama, E., 

Yamamoto, A., Sakamoto, H., Nakamura, Y., Okano, 
H., Yamasaki, M. and Arita, N.（2007）Expression of 
the neural RNA-binding protein Musashi1 in pediatric 
brain tumors. Pediatr. Neurosurg., 43, 279-284.

有田憲生（2007）頭蓋咽頭腫の外科治療　22年間57症例の
解析. 日本内分泌学会雑誌, 83（Suppl.）, 76-77. 

［症例報告］
Nishimura, M., Kurimoto, T., Yamagata, Y., Ikemoto, 

H., Arita, N. and Mimura, O.（2007）Giant pituitary 
adenoma manifesting as homonymous hemianopia. Jpn. 
J. Ophthalmol., 51,151-153.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
有田憲生（2007）小脳血管芽腫の手術.（教育ビデオセッショ

ン）第53回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会, 4.7, 
大阪. 

有田憲生（2007）下垂体近傍腫瘍の臨床と病理.（教育セミ
ナー）第25回日本脳腫瘍病理学会, 4.19-20, 熊本. 

有田憲生（2007）脳血管障害の診断と治療　最近の話
題.（特別講演）第4回武庫川リンク研究会, 6.14, 尼崎. 

有田憲生（2007）トルコ鞍近傍病変に対する外科的アプロー
チ.（特別講演）第27回神経放射線ワークショップ, 7.12-14, 
神戸. 

有田憲生（2007）髄膜腫の基本手術手技.（教育セミナー）第
66回社団法人日本脳神経外科学会総会, 10.3-5, 東京. 

Arita, N.（2007）Tumors in the sella and paraseller 
regions: Treatment results and future perspective 
based on a consecutive series of over 1,000 patients.
（I nv i t ed Spea ker）Memor i a l I nt er nat i on a l 
Neurosurgical Forum in Osaka 2007, 11.23, Osaka.

［シンポジウム等］
有田憲生（2007）頭蓋咽頭腫の外科治療－22年間55症例の

解析－.（シンポジウム）第17回日本間脳下垂体腫瘍学会, 
2.23-24, 山形.（抄録集, 99, 2007.）

［一般講演］
友金祐介, 有田憲生（2007）dTVを用いた脳神経術前拡散テ

ンソルtractographyの作成とその有用性について. 第16回
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日本脳神経外科コンピュータ研究会, 1.28, 徳島. 
新光阿以子, 友金祐介, 藤田重一, 森　鑑二, 蒲　恵蔵, 有田

憲生（2007）第3脳室chordoid gliomaの一例. 第5回関西
間脳下垂体疾患研究会, 2.10, 大阪. 

新光阿以子, 白川　学, 池本秀康, 有田憲生（2007）下垂体
機能低下症で発症した成人ランゲルハンス細胞組織球
症の一例. 第17回日本間脳下垂体腫瘍学会, 2.23-24, 山
形.（抄録集, 103, 2007.）

友金祐介, 有田憲生（2007）3T MRIを用いた脳神経拡散テ
ンソルtractography作成について. 第53回日本脳神経外科
学会近畿支部学術集会, 4.7, 大阪.（抄録集, 31, 2007.）

尾都野一刀, 尾崎　功, 陰山博人 , 垣田寛人, 前田行雄
（2007）歯突起骨折に対しanterior screw fixationを施行
した1例. 第53回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会, 
4.7, 大阪.（抄録集, 36, 2007.）

崔　永得, 藤田重一, 友金祐介, 蒲　恵蔵, 有田憲生（2007）
開頭術および抗生剤投与が有用であった多発性硬膜下膿
瘍の一例. 第53回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会, 
4.7, 大阪.（抄録集, 31, 2007.）

新光阿以子, 藤田重一, 友金祐介, 森　鑑二, 蒲　恵蔵, 有田
憲生（2007）成人頭蓋骨に発生したLangerhans細胞組織
球症の一例. 第65回近畿脳腫瘍研究会, 4.7, 大阪.（抄録
集, 38, 2007.）

藤田重一, 森　鑑二, 友金祐介, 有田憲生（2007）両側前頭
開頭における手術手技の工夫. 第16回脳神経外科手術と
機器学会, 4.12-13, 東京.（抄録集, 115, 2007.）

友金祐介, 藤田重一, 森　鑑二, 蒲　恵蔵, 有田憲生（2007）
後頭蓋下腫瘍手術における脳神経術前拡散テンソル
tractographyの有用性について. 第16回脳神経外科手術と
機器学会, 4.12-13, 東京.（抄録集, 81, 2007.）

松崎和仁, 友金祐介, 島田健司, 牟礼英生, 田村哲也, 堀口
英久, 影治照喜, 永廣信治（2007）定位脳組織生検の診断
率と合併症. 第16回脳神経外科手術と機器学会, 4.12-13, 
東京.（抄録集, 118, 2007.）

陰山博人, 尾崎　功, 尾都野一刀, 前田行雄, 藤田重一, 有田
憲生（2007）歯突起骨折に対しanterior screw fixationを
施行した1例. 第22回日本脊髄外科学会, 6.14-15, 埼玉.（抄
録集, 163, 2007.）

白川　学, 新光阿以子, 有田憲生（2007）トルコ鞍部腫瘍に
対する内鏡下経鼻的手術. 第20回兵庫県下垂体疾患症例
検討会, 6.21, 西宮. 

陰山博人, 友金祐介, 藤田重一, 林　　宏, 白川　学, 有田
憲生（2007）胸髄硬膜動静脈瘻の一手術例. 第37回兵庫
県脳神経外科医懇話会, 7.7, 兵庫. 

林　　宏, 白川　学, 有田憲生（2007）t-PA静注療法認可後
の超急性期経動脈的血行再建術. 第34回近畿脳神経血管
内手術法ワークショップ, 7.13-15, 和歌山. 

友金祐介, 後藤　惠, 松崎和仁, 田村哲也, 崔　永得, 有田
憲生（2007）遅発性ジストニアに対し両側淡蒼球深部脳刺
激術を行った1例. 第8回舞連カンファレンス, 8.13, 徳島. 

森　鑑二, 藤田重一, 有田憲生（2007）髄膜腫におけるオー

ロラキナーゼの発現の検討. 第8回日本分子脳神経外科学
会, 8.31-9.1, 西宮.（抄録集, 43, 2007.）

友金祐介, 後藤　惠, 松崎和仁, 田村哲也, 崔　永得, 有田
憲生（2007）遅発性ジストニアに対し両側淡蒼球深部脳刺
激術を行った1例. 第54回日本脳神経外科学会近畿支部学
術集会, 9.8, 大阪.（抄録集, 50, 2007.）

白川　学, 林　　宏, 有田憲生（2007）t-PA投与後に血管内
治療を追加した脳梗塞の一例. 第54回日本脳神経外科学
会近畿支部学術集会, 9.8, 大阪.（抄録集, 43, 2007.）

白川　学, 新光阿以子, 有田憲生（2007）経鼻的内視鏡単独
経蝶形骨洞手術. 第8回日本内分泌学会近畿支部学術集
会, 9.29, 京都.（抄録集, 26, 2007.）

森　鑑二 , 蒲　恵蔵 , 藤田重一, 有田憲生（2007）Low 
Grade Glioma長期生存例の臨床的検討. 第66回社団法
人日本脳神経外科学会総会, 10.3-5, 東京.（Neurologia 
medico-chirurgica, 47（Extra Issue）, 201, 2007.）

藤田重一, 友金祐介, 森　鑑二, 有田憲生（2007）鞍結節部
髄膜腫手術症例の検討－視機能について－. 第66回社団
法人日本脳神経外科学会総会, 10.3-5, 東京.（Neurologia 
medico-chirurgica, 47（Extra Issue）, 226, 2007.）

友金祐介, 森　鑑二, 藤田重一, 蒲　恵蔵, 有田憲生（2007）
後頭蓋下腫瘍手術における脳神経術前拡散テンソル
tractographyの有用性について. 第66回社団法人日本脳
神経外科学会総会, 10.3-5, 東京.（Neurologia medico-
chirurgica, 47（Extra Issue）, 173, 2007.）

友金祐介, 森　鑑二, 藤田重一, 蒲　恵蔵, 有田憲生（2007）
当院における聴神経鞘腫手術について－過去8年間の成
績を元に－. 第66回社団法人日本脳神経外科学会総会, 
10.3-5, 東京.（Neurologia medico-chirurgica, 47（Extra 
Issue）, 188, 2007.）

白川　学, 新光阿以子, 有田憲生（2007）トルコ鞍部腫瘍
に対する内視鏡下経鼻的手術. 第66 回社団法人日本脳
神経外科学会総会, 10.3-5, 東京.（Neurologia medico-
chirurgica, 47（Extra Issue）, 271, 2007.）

藤田重一, 森　鑑二, 友金祐介, 有田憲生（2007）大脳鎌
髄膜腫手術症例の検討. 第12回日本脳腫瘍の外科学会, 
11.2-3, 神戸.（抄録集, 114, 2007.）

Mori, K., Fujita, S. and Arita, N.（2007）Expression 
analysis of Aurora B kinase in meningiomas. 5th 
meeting of Asian Society for Neuro-Oncology, 11.3-5, 
Istambul, Turkey.

林　　宏, 白川　学, 崔　永得, 有田憲生（2007）rt-PA静注
療法認可後の経動脈的血行再建術. 第23回日本脳神経血
管内治療学会総会, 11.14-17, 神戸.（抄録集, 215, 2007.）

白川　学, 新光阿以子, 有田憲生（2007）成長ホルモン受容
体拮抗薬使用中に腫瘍増大を認めた一例. 第21回兵庫県
下垂体疾患症例検討会, 11.29, 西宮. 

森　鑑二 , 藤田重一, 蒲　恵蔵 , 有田憲生（2007）Low 
Grade Glioma長期生存例のQuality of lifeに関与する要
因の検討. 第25回日本脳腫瘍学会, 12.9-11, 東京.（抄録集, 
201, 2007.）
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白川　学, 新光阿以子, 有田憲生（2007）トルコ鞍部腫瘍に
対する内視鏡下経鼻的手術. 第12回関西脳神経外科手術
研究会, 12.15, 大阪.（抄録集, 12, 2007.）

眼科学
Ophthalmology

■ 著書 ■
三村　治, 神野早苗（2007）斜視と間違いやすい眼疾患検

査のコツ. すぐに役立つ眼科診療の知識　両眼視,（大月 
洋　編）, 金原出版, 東京, 78-82.

三村　治（2007）視神経症と正常眼圧緑内障の鑑別のコツ. 
眼科インストラクションコース10　診療ガイドラインに準拠
した視神経と視野による緑内障診断完全マスター,（谷原
秀信　編）, メジカルビュー社, 東京, 62-64.

三村　治（2007）眼はなぜ丸い？. 視覚と眼球運動のすべ
て,（若倉雅登, 三村　治　編）, メジカルビュー社, 東京, 
12-16.

三村　治（2007）眼球運動がなければ物は見えないの？. 視
覚と眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村　治　編）, メジ
カルビュー社, 東京, 18-23.

三村　治（2007）弱視が薬で治るって？. 視覚と眼球運動の
すべて,（若倉雅登, 三村　治　編）, メジカルビュー社, 東
京, 88-91.

三村　治（2007）眼位を決めるもの, 乱すものにはなにが
ある？. 視覚と眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村　治
編）, メジカルビュー社, 東京, 122-127.

三村　治（2007）外眼筋は層も線維も多種類からできてい
るの？. 視覚と眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村　治
編）, メジカルビュー社, 東京, 128-133.

三村　治（2007）視神経移植とは？. 視覚と眼球運動のすべ
て,（若倉雅登, 三村　治　編）, メジカルビュー社, 東京, 
216-221.

三村　治（2007）瞳孔. 標準眼科学, 第10版,（大野重昭, 木
下　茂　編）, 医学書院, 東京, 236-242.

三村　治（2007）神経眼科. 標準眼科学, 第10版,（大野重昭, 
木下　茂　編）, 医学書院, 東京, 243-256.

三村　治（2007）重症筋無力症. 眼科インストラクションコー
ス12 　小児の眼疾患診療まるごとマスター,（佐藤美保, 黒
坂大次郎　編）, メジカルビュー社, 東京, 96-99.

三村　治（2007）頭痛（片頭痛）. 眼科診療便利手帖, 改訂
第2版,（島崎　潤, 後藤　浩　編）, 診断と治療社, 東京, 
19.

三村　治（2007）めまい. 眼科診療便利手帖, 改訂第2版,
（島崎　潤, 後藤　浩　編）, 診断と治療社, 東京, 20.

三村　治（2007）重症筋無力症. 眼科診療便利手帖, 改訂第
2版,（島崎　潤, 後藤　浩　編）, 診断と治療社, 東京, 198.

三村　治（2007）輻湊不全. 今日の眼疾患治療指針, 第2版,
（田野保雄, 樋田哲夫　編）, 医学書院, 東京, 426.

三村　治（2007）調節不全を伴う輻湊不全. 今日の眼疾患治

療指針, 第2版,（田野保雄, 樋田哲夫　編）, 医学書院, 東
京, 426-427.

三村　治（2007）輻湊麻痺. 今日の眼疾患治療指針, 第2版,
（田野保雄, 樋田哲夫　編）, 医学書院, 東京, 427.

三村　治（2007）輻湊けいれん. 今日の眼疾患治療指針, 第2
版,（田野保雄, 樋田哲夫　編）, 医学書院, 東京, 427.

三村　治（2007）開散麻痺. 今日の眼疾患治療指針, 第2版,
（田野保雄, 樋田哲夫　編）, 医学書院, 東京, 427-428.

栗本拓治（2007）Fisher症候群. 今日の眼疾患治療指針, 第2
版,（田野保雄, 樋田哲夫　編）, 医学書院, 東京, 433.

栗本拓治（2007）眼窩先端症候群, 上眼窩裂症候群, 海綿静
脈洞症候群. 今日の眼疾患治療指針, 第2版,（田野保雄, 樋
田哲夫　編）, 医学書院, 東京, 434.

池田誠宏（2007）硝子体出血の鑑別診断と手術適応の鑑
別. 眼科プラクティス17　みんなの硝子体手術,（田野保雄 
編）, 文光堂, 東京, 282-283.

細谷友雅 , 細谷比左志, 横井則彦（2007）糖尿病角膜上
皮症. 眼科プラクティス 18　前眼部アトラス,（大鹿哲郎 
編）, 文光堂, 東京, 224-225.

■ 学術論文 ■
［総説］
三村　治, 木村亜紀子（2007）眼科医からみたBasedow病

眼障害. Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌 2007, 178-
183.

三村　治（2007）眼球運動検査法. 検査と技術, 35, 111-115.
三村　治（2007）眼瞼下垂. 小児科, 48, 1251-1257.
三村　治（2007）まぶしい・目を開けているのがつらい

－やさしい眼瞼痙攣の診断法と治療法－. Progress in 
Medicine, 27, 2519-2522.

木村亜紀子（2007）大型弱視鏡. 眼科, 49, 1575-1580.
木村亜紀子（2007）欠けている視野の診かた. あたらしい眼

科, 24, 1585-1594.
難波光義 ,  小西康輔 ,  浜口朋也 ,  鈴木克彦 ,  池田誠宏

（2007）ロービジョンハイリスク症例への対応－内科医とし
ての立場から－. 日本眼科紀要, 58, 403-406.

［原著］
Nishimura, M., Ookawara, T., Eguchi, H., Fujiwara, N., 

Yoshihara, D., Yasuda, J., Mimura, O. and Suzuki, 
K.（2006）Inhibition of gene expression of heparin-
binding epidermal growth factor-like growth factor by 
extracellular superoxide dismutase in rat aortic smooth 
muscle cells. Free Radic. Res., 40, 589-595.

中村あい, 木村亜紀子, 内海隆生 , 保科幸次, 三村　治
（2007）先天上斜筋麻痺術後にみられた交代性上斜位様
変化. 眼科臨床医報, 101, 41-44.

井上貴美子, 木村亜紀子, 中村あい, 目黒千章, 窪田真実, 高
井絵美, 三村　治（2007）共同偏視に対する外眼筋手術. 
眼科臨床医報, 101, 45-48.

三村　治 , 内海隆生 , 木村亜紀子, 田中久子, 栗本拓治
（2007）眼運動神経麻痺の予後－薬物療法でどこまで治
るか？－. 眼科臨床医報, 101, 178-181.
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Shimizu, S., Kitada, M., Ishikawa, H., Itokazu, Y., 
Wakao, S. and Dezawa, M.（2007）Peripheral nerve 
regeneration by the in vitro differentiated-human bone 
marrow stromal cells with Schwann cell property. 
Biochem. Biophys. Res. Commun., 359, 915-920.

八木淳子, 石川裕人, 池田誠宏, 三村　治（2007）網膜新生
血管を生じた眼トキソプラズマ症. あたらしい眼科, 24, 961-
964.

伊藤吉將, 岡本紀夫, 別所雅史, 川上吉美, 三村　治, 長井紀
章（2007）旧型眼底カメラに最新デジタルカメラの取り付
け例. あたらしい眼科, 24, 1125-1127.

田中久子, 木村亜紀子, 鈴木克彦, 三村　治（2007）固定内斜
視の治療効果. 神経眼科, 24, 327-332.

［症例報告］
上田美子, 岡本紀夫, 奥野壽臣, 三村　治（2007）Multiple 

evanescent white dot syndromeの1例. 眼科臨床医報, 
101, 7-8.

田片将士, 岡本紀夫, 栗本拓治, 三村　治（2007）ペグイン
ターフェロン・リバビリン併用療法により網膜前出血をきた
したと考えられた1例. あたらしい眼科, 24, 111-114.

内海隆生, 岡本紀夫, 三村　治（2007）両眼に網膜動脈ルー
プ形成症を認めた1例. 眼科臨床医報, 101, 134-136.

Ikeda, N., Ikeda, T., Nomura, C. and Mimura, O.（2007）
Ciliochoroidal effusion syndrome associated with 
posterior scleritis. Jpn. J. Ophthalmol., 51, 49-52.

岡本紀夫, 栗本拓治, 三村　治（2007）網膜動脈閉塞症と脈
絡膜循環障害を同時にきたした1例. あたらしい眼科, 24, 
391-393.

瀬尾道子, 岡本紀夫, 三村　治（2007）前後部円錐水晶体を
認めたアルポート症候群. 眼科臨床医報, 101, 494-495.

西村雅史, 神野早苗, 窪田敦子, 和田恭直, 細谷友雅, 三村
治（2007）多剤耐性を示し両眼の角膜潰瘍をきたした成
人淋菌性角結膜炎の1例. あたらしい眼科, 24, 489-493.

岡本知子, 岡本紀夫, 三村　治（2007）長期間経過観察する
ことができた糖尿病網膜症に脈絡膜新生血管を合併した
1例. 眼科臨床医報, 101, 585-588.

田片将士, 岡本紀夫, 栗本拓治, 三村　治（2007）若年者に
みられたクリオフィブリノーゲン血症が原因と考えられた
網膜中心動脈閉塞症の1例. 臨床眼科, 61, 625-629.

青山さつき, 岡本紀夫 , 栗本拓治 , 田上雄一 , 三村　治
（2007）半側網膜中心静脈閉塞症に網膜中心動脈閉塞症
が続発したリウマチ性関節炎の1例. 眼科, 49, 731-735.

内海隆生, 保科幸次, 三村　治（2007）水晶体真性落屑の
UBM画像所見. 眼科臨床医報, 101, 663-665.

細谷友雅, 外園千恵, 稲富　勉, 上田真由美, 福岡秀記, 内海
隆生, 保科幸次, 神野早苗, 三村　治, 木下　茂（2007）抗
癌薬TS-1Ｒの全身投与が原因と考えられた角膜上皮障害. 
臨床眼科, 61, 969-973.

栗本拓治, 岡本紀夫, 高安紀之, 三村　治（2007）視神経炎
と動眼神経麻痺を合併した眼部水痘帯状ヘルペスの1例. 
眼科, 49, 991-996.

細谷友雅, 横井則彦, 加藤弘明, 山田英明, 木下　茂（2007）
タングステン混合物が結膜に固着し手術を要した1例. 日本
眼科紀要, 58, 233-236.

内海隆生, 栗本拓治, 三村　治（2007）乗用車のアンテナに
よる外傷性眼窩先端症候群の1例. 日本眼科紀要, 58, 244-
248.

Nishimura, M., Kurimoto, T., Yamagata, Y., Ikemoto, 
H., Arita, N. and Mimura, O.（2007）Giant pituitary 
adenoma manifesting as homonymous hemianopia. Jpn. 
J. Ophthalmol., 51, 151-153.

上田美子, 岡本紀夫, 栗本拓治, 高安紀之, 三村　治（2007）
非虚血型網膜中心静脈閉塞症と網膜動脈分枝閉塞症を
同時にきたした1例. あたらしい眼科, 24, 1257-1260.

岡本紀夫, 斎藤禎子, 瀬口道秀, 福田全克（2007）腎性貧血を
合併した糖尿病網膜症. 日本眼科紀要, 58, 437-442.

Oono, S., Kurimoto, T., Fukazawa, K. and Mimura, 
O.（2007）Compressive optic neuropathy caused by a 
paranasal sinus cyst of Wegener’s granulomatosis. Jpn. 
J. Ophthalmol., 51, 480-481.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
神野早苗（2007）角膜のエキスパートをめざして.（特別講演）

第16回兵庫臨床眼科研究会, 1.20, 神戸. 
木村亜紀子（2007）斜視手術の基本, 基本的な手技.（教

育セミナー）第30回日本眼科手術学会総会, 1.26-28, 京
都.（眼科手術, 20（臨時増刊）, 42, 2007.）

三村　治, 清水公也, 中馬秀樹, 河野玲華,林　孝雄, 石川
均（2007）日常外来,白内障手術後に遭遇する上下複視
の診断・治療.（インストラクションコース）第30回日本眼
科手術学会総会, 1.26-28, 京都.（眼科手術, 20（臨時増
刊）,166, 2007.）

栗本拓治（2007）新たな視神経保護と再生への試み.（特別
講演）第5回神戸市立西市民病院眼科オープンカンファレ
ンス, 2.3, 神戸. 

三村　治（2007）眼と脳の機能解剖学・眼球運動障害.（教
育講演）日本視能訓練士協会, 生涯教育制度新人教育プ
ログラム, 2.10-12, 京都. 

神野早苗（2007）緑内障ガイドラインに沿った乳頭の見
方.（教育講演）緑内障診断セミナー, 3.9, 西宮. 

三村　治（2007）神経眼科なんて怖くない.（特別講演）第
103回群馬県眼科医会春季集談会, 3.11, 前橋. 

三村　治（2007）両眼視機能検査.（教育講演）眼科診療
アップデートセミナー2007（IN京都）, 3.24-25, 京都. 

神野早苗（2007）緑内障ガイドラインに沿った乳頭の見
方.（教育講演）緑内障診断セミナー, 5.24, 加古川.

三村　治（2007）やさしい眼球運動・眼瞼の診かた.（特別講
演）第67回東京医大眼科臨床懇談会, 5.24, 東京.

三村　治（2007）一般臨床で知っておきたい眼科の知
識.（特別講演）守口市医師会学術講演会, 5.25, 守口. 

木村亜紀子（2007）上下斜視の検査と診断.（教育講演）第23
回日本弱視斜視学会講習会, 6.16, 名古屋.（日本弱視斜視
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学会報, 44, 92, 2007.）
三村　治（2007）眼瞼痙攣・片側顔面痙攣の長期予後.（特

別講演）第3回新潟ボツリヌス療法研究会, 6.28, 新潟.
三村　治（2007）眼位－眼球運動と眼瞼のみかた.（特別講

演）第291回関西眼疾患研究会, 7.18, 東京.
三村　治（2007）やさしい眼球運動と眼瞼のみかた.（特別講

演）第7回青森県眼科フォーラム, 7.21, 青森.
池田誠宏（2007）糖尿病網膜症－基礎から最近の話題まで

－.（特別講演）兵庫県西部地区眼科医会特別講演会, 8.4, 
明石.

三村　治（2007）複視をみたら.（教育講演）眼科アップデー
トセミナーin岡山2007, 8.19, 岡山.

神野早苗（2007）眼表面の疾患.（特別講演）日本小動物獣
医師会2007年年次学会, 8.25-26, 大阪.（講演集, 70-71, 
2007.）

三村　治（2007）やさしい神経眼科－神経眼科なんて怖くな
い！－.（特別講演）第13回秋田県眼科学術講演会, 9.1, 秋
田.

細谷友雅（2007）ドライアイの診療のコツとポイント.（特別講
演）第25回淑瞳会学術講演会, 9.8, 神戸.

木村亜紀子（2007）斜視手術の適応と基本的手技.（特別
講演）第89回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 
9.27, 西宮（兵庫医科大学）.

片上千加子, 高村悦子, 北川和子, 篠崎和美, 神野早苗, 外園
千恵, 佐々木香る（2007）やさしい角結膜感染症クリニッ
ク－ステロイドは禁忌？あるいは使うべき？－.（インストラク
ションコース）第61回日本臨床眼科学会, 10.11-14,京都.（抄
録集, 245, 2007.）

三村　治（2007）まぶしい・目を開けているのがつらい－やさ
しい眼瞼痙攣の診断法と治療法.（ランチョンセミナー）第
61回日本臨床眼科学会, 10.11-14,京都.

神野早苗（2007）緑内障ガイドラインから考える視野の見
方.（特別講演）緑内障診断セミナー, 11.9, 西宮.

神野早苗（2007）固視点近傍に注目した緑内障視野変
化.（特別講演）兵庫県東部地区眼科医会学術講演会, 
11.10, 西宮（兵庫医科大学）. 

三村　治（2007）ボツリヌス療法最前線－眼瞼痙攣・片側顔
面痙攣の病態と治療を中心に.（特別講演）和歌山県眼科
医会懇話会, 11.15, 和歌山.

三村　治, 木村亜紀子（2007）外眼筋手術とボツリヌス療
法の進歩.（イブニングセミナー）第50回日本甲状腺学会, 
11.15-17, 神戸.（プログラム, 56, 2007.）

三村　治（2007）やさしい眼球運動のみかた.（教育講演）
第20回神経眼科講習会, 12.2, 大阪.（プログラム・抄録集, 
10-11, 2007.）

鈴木克彦（2007）兵庫医科大学眼科における緑内障の視野
検査.（特別講演）阪神地区緑内障アップデートの会, 12.6, 
芦屋.

神野早苗（2007）βブロッカーからラタノプロストへの変更の
検討.（特別講演）阪神地区緑内障アップデートの会, 12.6, 
芦屋.

三村　治（2007）やさしい眼球運動と眼瞼のみかた.（特別講
演）第27回筑波TOC, 12.8, つくば.

［シンポジウム等］
難波光義, 鈴木克彦, 池田誠宏（2007）患者のQOLを考える

内科医としての立場から.（シンポジウム）第13回日本糖尿
病眼学会総会, 3.2-4, 京都.（講演抄録集, 49, 2007.）

三村　治（2007）麻痺性斜視の手術時期.（シンポジウム）第
111回日本眼科学会総会, 4.19-22, 大阪.（日本眼科学会雑
誌, 111（臨時増刊）, 112, 2007.）

［一般講演］
栗本拓治（2007）当科における経角膜電気刺激治療につい

て. 第16回兵庫臨床眼科研究会, 1.20, 神戸. 
西村雅史（2007）光線力学的療法. 第16回兵庫臨床眼科研

究会, 1.20, 神戸. 
那須直子, 横井則彦, 西井正和, 小室　青, 山田英明, 東原

尚代, 千原秀美, 細谷友雅 , 丸山邦夫, 谷岡秀敏, 木下
茂（2007）新しいプラグの脱落率と合併症の検討. 第31回
角膜カンファランス・第23回日本角膜移植学会, 2.9-11, 宮
崎.（プログラム・抄録集, 67, 2007.）

細谷友雅, 横井則彦, 加藤弘明, 山田英明, 木下　茂（2007）
タングステン混合物が結膜に固着し手術を要した1例. 第
31回角膜カンファランス・第23回日本角膜移植学会, 2.9-11, 
宮崎.（プログラム・抄録集, 88, 2007.）

鈴木克彦（2007）精神症状を伴ったステロイド緑内障の一
例. 第86回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 
西宮（兵庫医科大学）. 

内海隆生（2007）眼窩尖端症候群の一例. 第86回兵庫医科
大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 西宮（兵庫医科大
学）. 

栗本拓治（2007）妊娠中に発症した両側視神経炎の一例. 第
86回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 西宮
（兵庫医科大学）. 

大出健太（2007）当科における未熟児網膜症の現状. 第86回
兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 西宮（兵
庫医科大学）. 

岡本紀夫（2007）当科における網膜動脈閉塞症の現況につ
いて－網膜中心動脈閉塞症を中心に－. 第86回兵庫医科
大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 西宮（兵庫医科大
学）. 

周　允元（2007）2006年兵庫医科大学眼科手術の現況と医
局の今. 第86回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 
2.22, 西宮（兵庫医科大学）. 

坂本淳之（2007）当科における裂孔原性網膜剥離手術成績. 
第86回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 西
宮（兵庫医科大学）. 

石川裕人（2007）過去一年間に当科においてfa m i l i a l 
exudative vitreoretinopathy（FEVR）と診断した5症例. 
第86回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 2.22, 西
宮（兵庫医科大学）. 

井上貴美子（2007）血管新生阻害および血管透過性亢進抑
制を目的とした抗VEGF抗体bevacizumab（アバスチンＲ）
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の硝子体内投与. 第86回兵庫医科大学眼科オープンカン
ファレンス, 2.22, 西宮（兵庫医科大学）. 

西村雅史（2007）当科における光線力学療法（PDT）の取
り組み. 第86回兵庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 
2.22, 西宮（兵庫医科大学）. 

松葉沙織 ,  池田誠宏 ,  木村直樹 ,  池田尚弘 ,  三村　治
（2007）糖尿病網膜症国際重症度分類における網膜出血
による網膜症評価の有用性. 第13回日本糖尿病眼学会総
会, 3.2-4, 京都.（講演抄録集, 53, 2007.）

中村由美子, 松葉沙織, 池田誠宏, 鈴木克彦, 木村直樹, 池田
尚弘, 三村　治（2007）初診時に光凝固が未施行であった
増殖糖尿病網膜症患者の背景と予後. 第13回日本糖尿病
眼学会総会, 3.2-4, 京都.（講演抄録集, 53, 2007.）

鈴木克彦 ,  山縣祥隆, 池田誠宏 ,  松葉沙織 ,  三村　治
（2007）当院の糖尿病患者に対するロービジョンケアの検
討. 第13回日本糖尿病眼学会総会, 3.2-4, 京都.（講演抄録
集, 69, 2007.）

井上貴美子（2007）内頚動脈海綿静脈洞瘻が否定された結
膜血管怒張外転神経麻痺, 続発緑内障, 網膜中心静脈閉
塞症を来たした1例. 第9回兵庫県東部網膜疾患セミナー, 
3.16, 西宮.

神野早苗, 鈴木克彦, 三村　治（2007）濾過胞漏出時の工夫. 
第29回兵庫県緑内障研究会, 3.17, 西宮.

大野新一郎, 栗本拓治, 田上雄一, 岡本紀夫 , 三村　治
（2007）兵庫医科大学眼科における経角膜電気刺激治療
の取り組み. 第8回有明眼科懇話会・第98回佐賀大学眼科
臨床懇話会・第89回久留米大学眼科研究会, 3.24, 佐賀.

石川裕人（2007）軸索再生－遺伝子治療と細胞移植を用い
た基礎的研究－. 第9回ボーダレス眼科臨床研究会, 3.23-
24, 大阪.

鈴木　温, 三村　治, 木村亜紀子, 鈴木克彦（2007）ボツリ
ヌス毒素療法の長期経過. 第111回日本眼科学会総会, 
4.19-22, 大阪.（日本眼科学会雑誌, 111（臨時増刊）, 181, 
2007.）

三村　治, 木村亜紀子, 内海隆生（2007）後天滑車神経麻
痺に対する斜視手術の検討. 第111回日本眼科学会総会, 
4.19-22, 大阪.（日本眼科学会雑誌, 111（臨時増刊）, 204, 
2007.）

大野新一郎, 栗本拓治, 田上雄一, 岡本紀夫, 西村雅史, 三村
　治（2007）網膜動脈閉塞症に対する経角膜電気刺激の
治療効果. 第111回日本眼科学会総会, 4.19-22, 大阪.（日本
眼科学会雑誌, 111（臨時増刊）, 207, 2007.）

木村亜紀子（2007）ステロイド緑内障を来たした甲状腺眼症
の治験例. 第111回日本眼科学会総会バゼドウ眼症研究会, 
4.19-22, 大阪.（日本眼科学会雑誌, 111（臨時増刊）, 330, 
2007.）

中村由美子（2007）視神経乳頭上の網膜細動脈瘤に伴った
網膜動脈分枝閉塞症. 第87回兵庫医科大学眼科オープン
カンファレンス, 4.26, 西宮（兵庫医科大学）. 

松葉沙織（2007）視神経乳頭メラノサイトーマに合併した脈
絡膜新生血管. 第87回兵庫医科大学眼科オープンカンファ

レンス, 4.26, 西宮（兵庫医科大学）. 
井上貴美子（2007）網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対す

るBevacizumab（AvastinＲ）硝子体内注入. 第87回兵庫
医科大学眼科オープンカンファレンス, 4.26, 西宮（兵庫医
科大学）. 

Nishimura, M., Kurimoto, T., Tagami, Y., Oono, S. 
and Mimura, O.（2007）α2-adrenerg ic agon ists 
enhance retinal ganglion cell axonal regeneration 
via CNTF production in muller cells. ARVO 2007 
Annual Meeting, 5.6-10, Fort Lauderdale, Florida, 
U.S.A.（Program Summary Book, 123, 2007.）

Tagami, Y., Kurimoto, T., Nishimura, M., Oono, S., Miyoshi, 
T. and Mimura, O.（2007）Axonal regeneration of 
retinal ganglion cell induced by transcorneal electrical 
stimulation in adult rats. ARVO 2007 Annual Meeting, 
5.6-10, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.（Program 
Summary Book, 211, 2007.）

細谷友雅, 神野早苗, 三村　治（2007）長期点眼後のラタノ
プロストに対するⅣ型アレルギー. 第113回京都眼科学会, 
5.27, 京都. 

窪田真実, 木村亜紀子, 目黒千章, 周　あい, 間原千草, 内海
隆生, 三村　治（2007）間欠性外斜視における自覚的・他
覚的回旋偏位の検討. 第63回日本弱視斜視学会総会・第
32回日本小児眼科学会総会合同学会, 6.15-16, 名古屋.（日
本弱視斜視学会報, 44, 49, 2007.）

三村　治, 木村亜紀子, 内海隆生（2007）後天垂直性眼振の
手術療法. 第63回日本弱視斜視学会総会・第32回日本小
児眼科学会総会合同学会, 6.15-16, 名古屋.（日本弱視斜視
学会報, 44, 62, 2007.）

内海隆生, 木村亜紀子, 中村由美子, 三村　治（2007）上外
直筋縫着術が有効であった正常眼軸の後天内斜視. 第63
回日本弱視斜視学会総会・第32回日本小児眼科学会総会
合同学会, 6.15-16,名古屋.（日本弱視斜視学会報, 44, 63, 
2007.）

大野新一郎, 栗本拓治, 三村　治（2007）強膜炎を呈した成
人T細胞白血病の1例. 第111回兵庫県眼科医会学術集談
会, 6.23, 西宮（兵庫医科大学）. 

中村由美子, 木村亜紀子, 内海隆生, 三村　治（2007）後天
内斜視に認められたプリー異常. 第111回兵庫県眼科医会
学術集談会, 6.23, 西宮（兵庫医科大学）. 

井上貴美子, 池田誠宏 , 木村直樹 , 池田尚弘 , 三村　治
（2007）網膜色素線条に合併した血管新生黄斑症に対す
るBevacizumab硝子体内注入. 第111回兵庫県眼科医会
学術集談会, 6.23, 西宮（兵庫医科大学）. 

松葉沙織 ,  池田誠宏 ,  木村直樹 ,  池田尚弘 ,  三村　治
（2007）糖尿病網膜症国際重症度分類における網膜出血
による網膜症評価の有用性. 第111回兵庫県眼科医会学術
集談会, 6.23, 西宮（兵庫医科大学）. 

石川裕人, 鈴木克彦, 木村直樹, 池田尚弘, 池田誠宏, 三村
治（2007）虹彩支持型Phakic IOLによる緑内障発作の一
例. 第111回兵庫県眼科医会学術集談会, 6.23, 西宮（兵庫
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医科大学）. 
神野早苗, 鈴木克彦, 三村　治, 鈴木　温（2007）末期緑内

障での静的視野と動的視野の比較. 第111回兵庫県眼科医
会学術集談会, 6.23, 西宮（兵庫医科大学）. 

細谷友雅, 横井則彦, 神野早苗, 三村　治（2007）タングステ
ン混合物が結膜に固着し手術を要した1例. 第111回兵庫
県眼科医会学術集談会, 6.23, 西宮（兵庫医科大学）. 

中村由美子, 鈴木克彦（2007）シャープペンシルの芯による
角膜外傷の一例. 第88回兵庫医科大学眼科オープンカン
ファレンス, 6.28, 西宮（兵庫医科大学）. 

細谷友雅（2007）抗癌剤TS-1Ｒの全身投与が原因と考えられ
た角膜上皮障害. 第88回兵庫医科大学眼科オープンカン
ファレンス, 6.28, 西宮（兵庫医科大学）. 

神野早苗（2007）遷延性角膜上皮欠損を生じた細菌性角膜
潰瘍の治療. 第88回兵庫医科大学眼科オープンカンファレ
ンス, 6.28, 西宮（兵庫医科大学）. 

難波光義, 鈴木克彦, 池田誠宏（2007）糖尿病合併症管理の
今後－内科医の立場から－. 第124回内眼糖のつどい, 7.2, 
大阪. 

井上貴美子, 神野早苗, 内海隆生, 細谷友雅, 西村雅史, 三
村　治（2007）術後15年目に放射状角膜切開創に嫌気性
菌の感染を生じた一例. スリーサム・イン東京　第44回日
本眼感染症学会, 7.6-7,東京.（プログラム・講演抄録集, 41, 
2007.）

石川裕人（2007）遺伝子治療と細胞移植を用いた視神経・網
膜再生の基礎的研究. 平成19年度第1回兵庫医科大学医
学会学術講演会, 7.13, 西宮（兵庫医科大学）. 

井上貴美子（2007）糖尿病網膜症に対する最近の治療－
Bevacizumab（AvastinＲ）硝子体内注入. 第17回兵庫臨
床眼科研究会, 7.21, 西宮（兵庫医科大学）. 

松葉沙織（2007）糖尿病網膜症に対する蛍光眼底造影の必
要性. 第17回兵庫臨床眼科研究会, 7.21, 西宮（兵庫医科大
学）. 

神野早苗, 鈴木克彦, 鈴木　温, 三村　治（2007）静的視野
で固視点近傍の閾値がゼロになった時の水平隣接点の閾
値変化に影響を与える因子の検討. 第18回日本緑内障学
会, 9.14-16, 岐阜.（抄録集, 187, 2007.）

大出健太, 三村　治, 神野早苗, 鈴木克彦（2007）緑内障性
視野障害をきたした視神経乳頭虚血病変の一例. 第18回
日本緑内障学会, 9.14-16,岐阜.（抄録集, 263, 2007.）

栗本拓治, 岡本紀夫, 伊藤吉將, 川上吉美, 長井紀章, 三村
治（2007）Cilostazolによる新たな眼圧下降効果と神経保
護効果. 第18回日本緑内障学会, 9.14-16, 岐阜.（抄録集, 
177, 2007.）

神野早苗（2007）白内障術後に一過性に浅前房・高眼圧をき
たした一例. 第9回兵庫県眼科フォーラム, 9.29, 神戸.

大野新一郎, 栗本拓治, 三村　治（2007）内頚動脈海綿静脈
洞瘻様症状を呈した成人T細胞白血病の一例. 第100回佐
賀大学眼科臨床懇話会, 9.29, 佐賀.

片山茂明, 西村雅史, 笠間周平, 三村　治（2007）両眼の外
転障害で発症したWernicke-Korsakoff症候群の1例. 第

112回兵庫県眼科医会学術集談会, 10.6,神戸.
大野新一郎, 栗本拓治, 三村　治（2007）内頚動脈海綿静脈

洞瘻様症状を呈した成人T細胞白血病の一例. 第61回日本
臨床眼科学会, 10.11-14, 京都.（抄録集, 85, 2007.）

鈴木克彦, 神野早苗, 鈴木　温, 三村　治（2007）ハンフリー
視野MD-12dB以下の患者ではゴールドマン視野を計測し
ているか？. 第61回日本臨床眼科学会, 10.11-14, 京都.（抄
録集, 125, 2007.）

石川裕人, 鈴木克彦, 木村直樹, 池田尚弘, 池田誠宏, 三村
治（2007）虹彩支持型Phakic IOL挿入後に発症した瞳孔
ブロック緑内障の一例. 第61回日本臨床眼科学会, 10.11-
14, 京都.（抄録集, 134, 2007.）

田片将士, 栗本拓治, 三宅敦子, 村田吉弘, 岡本紀夫, 三村
治（2007）眼窩先端症候群を呈した蝶形骨洞腺癌の1例. 
第61回日本臨床眼科学会, 10.11-14,京都.（抄録集, 185, 
2007.）

井上貴美子, 池田誠宏 , 木村直樹 , 池田尚弘 , 三村　治
（2007）網膜色素線条に合併した血管新生黄斑症に対す
るBevacizumab硝子体内注入. 第61回日本臨床眼科学会, 
10.11-14, 京都.（抄録集, 195, 2007.）

松葉沙織, 池田誠宏, 池田尚弘, 三村　治（2007）視神経乳
頭メラノサイトーマに合併した脈絡膜新生血管. 第61回日
本臨床眼科学会, 10.11-14, 京都.（抄録集, 202, 2007.）

高辻加代子, 和田恭直, 吉本浩子, 窪田敦子, 西村雅史, 神野
早苗, 一木　薫, 中嶋一彦, 竹末芳生, 小柴賢洋（2007）
多剤耐性を示した成人淋菌性角結膜炎の一例. 第50回日
本感染症学会中日本地方会学術集会, 10.29-31, 神戸.（プ
ログラム・講演抄録集, 159, 2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西憲
司（2007）アレルギー性結膜炎に対するIL-33の病因的役
割の基礎的解析. 第57回日本アレルギー学会秋季学術大
会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 1125, 2007.）

窪田真実, 目黒千章, 周　あい, 間原千草, 佐野直子, 田中
麻紀, 木村亜紀子, 三村　治（2007）上下－回旋斜視患者
における偏位角測定値の検討. 第48回日本視能矯正学会, 
11.3-4, 東京.（プログラム・抄録集, 56, 2007.）

間原千草, 窪田真実, 目黒千章, 周　あい, 佐野直子, 田中麻
紀, 木村亜紀子, 三村　治（2007）フレネル膜プリズムが奏
功した2症例. 第48回日本視能矯正学会, 11.3-4, 東京.（プ
ログラム・抄録集, 70, 2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西
憲司（2007）花粉で惹起される実験的アレルギー性結膜
炎はIL-33で増悪する. 第37回日本免疫学会総会・学術集
会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 
98, 2007.）

鈴木克彦（2007）周辺虹彩切除術が無効であった瞳孔ブ
ロックの一例. 第90回兵庫医科大学眼科オープンカンファ
レンス, 11.29, 西宮（兵庫医科大学）. 

神野早苗（2007）兵庫医大での緑内障手術統計. 第90回兵
庫医科大学眼科オープンカンファレンス, 11.29, 西宮（兵庫
医科大学）. 
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片山茂明, 西村雅史, 笠間周平, 三村　治（2007）両眼の外
転障害で発症したWernicke-Korsakoff症候群の1例. 第45
回日本神経眼科学会総会, 11.30-12.1, 豊中.（神経眼科, 24
（増補1）, 59, 2007.）

木村亜紀子, 三村　治, 鈴木克彦（2007）甲状腺眼症の上眼
瞼後退症に対するボツリヌス毒素療法の治療成績. 第45
回日本神経眼科学会総会, 11.30-12.1, 豊中.（神経眼科, 24
（増補1）, 60, 2007.）

大野新一郎, 栗本拓治, 高木峰夫, 田中恵子, 阿部春樹, 三村
治（2007）脊髄炎後に視神経炎を発症した抗アクアポリン
－4抗体陽性視神経脊髄型多発性硬化症の1例. 第45回日
本神経眼科学会総会, 11.30-12.1, 豊中.（神経眼科, 24（増
補1）, 62, 2007.）

鈴木克彦（2007）Soemmering’s ringの瞳孔ブロックで周辺
虹彩切除が無効であった一例. 第32回PACGs, 12.18, 守
口.

■ その他 ■
三村　治（2007）丸い眼は手術に好都合！.（コラム）視覚と

眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村　治　編）, メジカル
ビュー社, 東京, 17.

三村　治（2007）眼は動くのに頭を動かして物を見るヒトが
いる！.（コラム）視覚と眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村
　治　編）, メジカルビュー社, 東京, 185.

三村　治（2007）脳炎で小脳が侵されると眼が止まらな
い！.（コラム）視覚と眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村
治　編）, メジカルビュー社, 東京, 195.

三村　治（2007）眼科医からブラックジャックが出る！.（コラ
ム）視覚と眼球運動のすべて,（若倉雅登, 三村　治　編）, 
メジカルビュー社, 東京, 215.

三村　治（2007）きれいな重瞼ラインをつくるコツ. 眼科手
術, 20, 218-219.

木村亜紀子（2007）ボツリヌス毒素療法の応用：甲状腺眼症
の上眼瞼後退に対して. 眼科手術, 20, 396-397.

神野早苗（2007）専門化について思うこと. 臨床眼科, 61, 85.
池田誠宏（2007）第60回日本臨床眼科学会イブニングセミ

ナー「そろそろ開業？まだまだ勤務医？」に参加して. 日本
の眼科, 78, 297-298.

細谷友雅 , 外園千恵（2007）眼表面の腫瘍性疾患の診断
と治療のポイントを教えて下さい. あたらしい眼科, 23 
（Suppl.）, 68-70.

木村亜紀子（2007）重症筋無力症. 日本眼科紀要, 58, 79-80.
松葉沙織（2007）ストレスを解消するためにはどのようにすれ

ばよいか.（座談会）眼科医マルチファインダー, 12, 1-5.
三村　治（2007）眼球突出. 眼科医マルチファインダー, 12, 

6-8.
三村　治（2007）「眼瞼けいれん」が治りません. NHKきょう

の健康, 233, 119.
三村　治（2007）瞳孔のみかた. 眼科医マルチファインダー, 

13, 9-10.
細谷友雅（2007）ドライアイ. 第4回京都府民講座, 1.20,京都.
池田誠宏, 大原　毅, 浜口朋也, 糖尿病患者, 福島光夫, 土江

節子, 本庄　昭（2007）家族で治そう糖尿病予備群. 第3回
兵庫県医師会糖尿病市民公開講座・第4回県民医療公開
講座, 3.10, 尼崎.

三村　治（2007）加齢と眼－貴方の眼は大丈夫ですか－. 相
生市第7回健康大学講座, 6.21, 相生.

神野早苗（2007）どうしよう？緑内障といわれたら～その予防
と治療. 第19回目の愛護デー記念健康講座, 10.6, 尼崎.

耳鼻咽喉科学
Otorhinolaryngology

■ 学術論文 ■
［総説］
寺田友紀（2007）T2声門癌の治療　喉頭保存率の向上をめ

ざして. 医薬の門, 47, 372-375.
［原著］
Muto, T., Adachi, O., Tsuji, K., Okunaka, M. and Sakagami, 

M.（2007）Eff icacy of mastoidectomy on MRSA-
infected chronic otitis media with tympanic membrane 
perforation. Auris Nasus Larynx, 34, 9-13. 

Terada, T., Saeki, N., Toh, K., Uwa, N., Sagawa, K., 
Ta k aya su , S .  a nd S a k a g am i,M.（2007）Vo i c e 
rehabilitation with Provox2TM voice prosthesis following 
laryngectomy for laryngeal and hypopharyngeal 
carcinoma. Auris Nasus Larynx, 34, 65-71.

Terada, T., Saeki, N., Uwa, N., Sagawa, K., Mouri, T. and 
Sakagami, M.（2007）Primary malignant melanoma of 
the larynx: a case report and literature review. Auris 
Nasus Larynx, 34, 105-110.

Sakagami, M., Yuasa, R. and Yuasa, Y.（2007）Simple 
underlay myringoplasty. J. Laryngol. Otol., 121, 840-
844.

Katsura, H., Obata, K., Mizushima,T., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T., 
Sakagami, M. and Noguchi, K.（2007）Activation of 
extracellular signal-regulated protein kinases 5 in 
primary afferent neurons contributes to heat and cold 
hyperalgesia after inflammation. J. Neurochem., 102, 
1614-1624.

Yagisawa, M., Ishitoya, J., Tsukuda, M. and Sakagami, 
M.（2007）Chodrosarcoma of the temporal bone. Auris 
Nasus Larynx, 34, 527-531.

Seo, T., Nagareda, T., Shimano, K., Saka, N., Kashiba, 
K., Mori, T. and  Sakagami, M.（2007）Liposarcome of 
temporal bone: a case report. Auris Nasus Larynx, 34, 
511-513.

Seo, T., Miyamoto, A., Saka, N., Shimano, K. and 
Sakagami, M.（2007）Immediate efficacy of the canalith 
repositioning procedure for the treatment of benign 
paroxysmal positional vertigo. Otol. Neurotol., 28, 917-
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919.
Ohta, S., Hanashiro, K., Sunagawa, M., Tono, T., Suzuki, 

M. and Kosugi, T.（2007）Involvement of Epstein-
Ba rr v i rus（EBV）-encoded latent membrane 
protein（LMP）-1 in the potentiation of CεmRNA 
expression in human tonsil-derived cells. Eur. Arch. 
Otorhinolaryngol., 264, 245-250. 

佐伯暢生 , 寺田友紀 , 藤　久仁親 , 宇和伸浩 , 阪上雅史
（2007）診断に苦慮した卵巣腫瘍合併上顎洞悪性線維性
組織腫（MFH）. 耳鼻咽喉科臨床, 100, 37-41.

梅本匡則, 任　智美, 美内慎也, 根来　篤, 阪上雅史（2007）
口腔内乾燥症にする薬物治療の効果. 耳鼻咽喉科臨床, 
100, 145-152.

橋本美咲子, 瀬尾　徹, 宮本篤志, 足達亜貴子, 行政暁子, 野
出美知子, 阪上雅史（2007）兵庫医科大学耳鼻咽喉科めま
い外来の臨床統計. 耳鼻咽喉科臨床, 100, 629-636.

寺田友紀, 佐伯暢生, 藤　久仁親, 宇和伸浩, 佐川公介, 冨士
原将之, 阪上雅史（2007）早期声門癌に対する放射線治療
後の局所再発症例の検討. 頭頸部癌,  32, 459-463.

根来　篤, 梅本匡則, 美内慎也, 任　智美, 阪上雅史（2007）
味覚障害症例に対するオキュバイトの使用経験.日本味と
匂学会誌, 14, 601-602.

美内慎也, 梅本匡則, 根来　篤, 任　智美, 阪上雅史（2007）
口腔水分計を用いた唾液分泌評価の検討. 日本味と匂学
会誌, 14, 603-604.

［症例報告］
Yamanegi, K., Ohta, S., Ohyama, H., Yamada, N., Nishio, 

S., Terada, N., Toh, K., Terada, T., Sakagami, M. and 
Nakasho, K.（2007）Inflammatory malignant fibrous 
histiocytoma originating from the infratemporal fossa 
and extruding into the external auditory meatus. 
Pathology, 39, 371-373.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
Sakagami, M.（2007）Surgical management of chronic 

otitis media with special reference to a contralateral 
ear.（Invited Lecture）Guangdong International 
Congress Otolaryngology Head Neck Surgery, 6.14-17, 
Guangzhou, China.

Sakagami, M. and Yuasa, R.（2007）Technique to simplify 
myringoplasty.（Instruction Course）111th American 
Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 9. 
16-19, Washington D.C., U.S.A.

阪上雅史（2007）当科における中耳手術－エビデンスを求め
て－.（特別講演）第143回日耳鼻岩手県地方会, 4.14, 盛岡.

阪上雅史（2007）Management of  facial nerve during 
middle ear surgery.（手術手技セミナー）第30回日本顔面
神経研究会, 5.30-6.1, 名古屋.

阪上雅史（2007）実地医家に役立つ最近の耳手術の動
向.（特別講演）第81回日耳鼻静岡県地方部会, 7.8, 三島.

阪上雅史（2007）口腔乾燥症と味覚障害の診断と治療.（ラン

チョンセミナー）第20回日本口腔・咽頭科学会総会・学術
講演会, 9.6-7, 名古屋.

阪上雅史（2007）嗅覚・味覚検査.（実技講習）第21回日本耳
鼻咽喉科学会専門医講習会, 11.17-18, 名古屋.

寺田友紀（2007）当科における早期声門癌治療および成績
について.（教育講演）ラリンゴスコープフォーラム大阪, 
4.17, 大阪. 

［シンポジウム等］
Sakagami, M.（2007）Vertigo and tinnitus.（Round Table）

Guangdong International Congress Otolaryngology 
Head Neck Surgery, 6.14-17, Guangzhou, China.

［一般講演］
Sakagami, M., Seo, T. and  Miyamoto, A.（2007）Vestibular 

evoked myogenic potential induced by stimuli of bone 
conduction in patients with unilateral chronic otitis 
media. 42nd Annual Spring Meeting of American 
Neurotology Society, 4. 27-28, San Diego,U.S.A.

Mishiro, Y., Sakagami, M., Kitahara, T. and Kubo, 
T.（20 07）L ong-t e r m he a r i ng r e s u l t s a f t e r 
ossiculoplasty in comparison with short-term results. 
140th Annual Meeting of American Otological Society, 
4.27-28, San Diego, U.S.A.

Miuchi, S., Katsura, H., Mishiro, Y. and Sakagami, 
M.（2007）Taste disturbance and ist recovery after 
stapes surgery. 111th Annual Meeting of American 
Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery, 
9.16-19,  Washington D.C., U.S.A.

Sakagami, M.（2007）Recent advances on middle ear 
surgery in Japan. Department of Otolaryngology 
Taiwan National University, 6.17, Taipei, Taiwan.

Tsuzuki, K., Fukazawa, K., Takebayashi, H. and Sakagami, 
M.（2007）Wegener’s granulomatosis in the head 
and neck region. 111th Annual Meeting of American 
Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 
9.16-19, Washington D.C., U.S.A.

Sakagami, M.（2007）Recent advances on the management 
of chronic otitis media in Japan. University of Baskent 
Bayindil Hospital, 9.22, Ankara, Turkey.

Sakagami, M., Mishiro, Y. and Ota, S.（2007）Management 
of the facial nerve and labyrinthine fistula during 
middle ear surgery. The 9th Japan -Taiwan Conference 
in Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, 
11.9-10, Sendai.

Mishiro, Y. and Sakagami, M.（2007）Can mastoidectomy 
be avoided for tympanoplasty for perforated COM. 
The 9th Japan -Taiwan Conference in Oto-Rhino-
Laryngology, Head and Neck Surgery, 11.9-10, Sendai.

阪上雅史 ,  武藤俊彦 ,  三代康雄（2007）Nuc l eu sⓇ2 4 
ContourTMの手術. 第17回日本頭頸部外科学会, 2.1-2, 島
根.

坂　直樹, 瀬尾　徹, 島野宏一（2007）急性低音障害型感音
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難聴の初期療法の差による検討. 第155回日本耳鼻咽喉科
学会兵庫県地方部会, 3.26, 姫路.（日本耳鼻咽喉科学会兵
庫県地方部会報, 93, 21, 2007.）

森　　正, 三代康雄, 武藤俊彦, 阪上雅史（2007）側頭骨
fibrous dysplasiaの2症例. 第155回日本耳鼻咽喉科学会兵
庫県地方部会, 3.26, 姫路.（日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地
方部会報, 93, 23, 2007.）

木村俊哉, 大田重人, 阪上雅史（2007）発育良好な乳突蜂巣
とそれに伴う巨大な気脳症の1症例. 第155回日本耳鼻咽
喉科学会兵庫県地方部会, 3.26, 姫路.（日本耳鼻咽喉科学
会兵庫県地方部会報, 93, 24, 2007.）

橋本健吾, 深澤啓二郎 , 都築建三 , 竹林宏記 , 阪上雅史
（2007）当科における鼻副鼻腔疾患手術1710症例の検
討. 第155回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会, 3.26, 
姫路.（日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会報, 93, 25, 
2007.）

都築建三, 深澤啓二郎, 竹林宏記, 阪上雅史（2007）高周波
電気擬固療法（Celon ENTⓇ）を用いた下鼻甲介粘膜下焼
灼術の症例. 第155回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部
会, 3.26, 姫路.（日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会報, 
93, 26, 2007.）

佐川公介, 寺田友紀, 藤　久仁親, 阪上雅史（2007）当科に
おける耳下腺癌症例の検討. 第155回日本耳鼻咽喉科学会
兵庫県地方部会, 3.26, 姫路.（日本耳鼻咽喉科学会兵庫県
地方部会報, 93, 33, 2007.）

阪上雅史 , 瀬尾　徹 , 足達亜貴子, 武藤俊彦, 三代康雄
（2007）当科における外傷性外リンパ に対する手術
法の検討. 第108回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演
会, 5.17-19, 金沢.（日本耳鼻咽喉科学会会報, 110, 259, 
2007.）

都築建三, 深澤啓二郎, 竹林宏記, 阪上雅史（2007）眼症状
を呈した副鼻腔疾患の手術症例. 第108回日本耳鼻咽喉科
学会総会・学術講演会総会, 5.17-19, 金沢.（日本耳鼻咽喉
科学会会報, 110, 283, 2007.）

三代康雄, 武藤俊彦, 阪上雅史, 近藤千雅, 北原　糺, 久保
武（2007）耳小骨再建術後長期経過観察中に聴力低下の
あった症例の検討. 第108回日本耳鼻咽喉科学会総会・学
術講演会, 5.17-19, 金沢.（日本耳鼻咽喉科学会会報, 110, 
301, 2007.）

宮本篤志, 瀬尾　徹, 西田高也, 阪上雅史（2007）骨導刺激
による前庭誘発筋電位（VENP）の慢性中耳炎症例に対
する検討　第二報. 第108回日本耳鼻咽喉科学会総会・学
術講演会, 5.17-19, 金沢.（日本耳鼻咽喉科学会会報, 110, 
313, 2007.）

寺田友紀 , 佐伯暢生 , 藤　久仁親, 佐川公介, 阪上雅史
（2007）当科における下咽頭梨状窩瘻症例の検討. 第
108回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会, 5.17-19, 金
沢.（日本耳鼻咽喉科学会会報, 110, 319, 2007.）

佐川公介, 寺田友紀 , 藤　久仁親, 阪上雅史（2007）両側
上顎癌症例. 第108回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講
演会, 5.17-19, 金沢.（日本耳鼻咽喉科学会会報, 110, 369, 

2007.）
桂　弘和, 阪上雅史（2007）ラット鼓索神経切断モデルに

おける神経栄養因子の発現変化. 第30回日本顔面神経研
究会, 5.31-6.1, 名古屋.（日本顔面神経研究会・予稿集, 51, 
2007.）

寺田友紀 , 佐伯暢生 , 佐川公介, 阪上雅史（2007）当科に
おける頭頸部領域内の多重扁平上皮癌症例の検討. 第31
回日本頭頸部癌学会, 6.13-15, 横浜.（頭頸部癌, 33, 168, 
2007.）

佐川公介, 寺田友紀, 藤　久仁親, 阪上雅史（2007）当科に
おける耳下腺癌症例の検討. 第31回日本頭頸部癌学会, 
6.13-15, 横浜.（頭頸部癌, 33, 202, 2007.）

阪上雅史, 三代康雄, 武藤俊彦, 大田重人（2007）アブミ骨
手術のlearing curve. 第69回耳鼻咽喉科臨床学会, 7.6-7, 
東京.（耳鼻咽喉科臨床,120（補冊）, 43, 2007.）

三代康雄, 武藤俊彦, 阪上雅史, 梅本匡則（2007）接着法
後に発生した真珠腫の2症例. 第69回耳鼻咽喉科臨床学
会,7.6-7, 東京.（耳鼻咽喉科臨床, 120（補冊）, 49, 2007.）

大田重人, 武藤俊彦, 三代康雄, 阪上雅史（2007）巨大な特
発性気脳症の1例. 第69回耳鼻咽喉科臨床学会,7.6-7, 東
京.（耳鼻咽喉科臨床, 120（補冊）, 58, 2007.）

大西和歌, 阪上雅史（2007）Rabeprazoleの咽喉頭異常感に
おける酸逆流および運動不全症状への影響. 第69回耳鼻
咽喉科臨床学会, 7.6-7, 東京.（耳鼻咽喉科臨床, 120（補
冊）, 74, 2007.）

根来　篤, 美内慎也, 梅本匡則, 任　智美, 阪上雅史（2007）
口腔水分計を用いた唾液分泌評価の検討. 第156回日本耳
鼻咽喉科学会兵庫県地方部会, 7.7, 神戸.（日本耳鼻咽喉科
学会兵庫県地方部会報, 94, 12, 2007.）

都築建三, 深澤啓二郎, 竹林宏記, 阪上雅史（2007）視力低
下をきたした副鼻腔疾患の手術症例. 第156回日本耳鼻咽
喉科学会兵庫県地方部会, 7.7, 神戸.（日本耳鼻咽喉科学会
兵庫県地方部会報, 94, 12, 2007.）

橋本健吾, 深澤啓二郎, 都築建三 , 竹林宏記 , 阪上雅史
（2007）当科で手術を行った鼻副鼻腔乳頭腫の症例. 第
156回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会, 7.7, 神戸.（日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会報, 94, 18, 2007.）

竹林宏記, 深澤啓二郎, 都築建三, 阪上雅史（2007）当科に
おける鼻・副鼻腔手術前後の生活臭アンケートによる嗅力
評価について. 第156回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部
会, 7.7, 神戸.（日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会報, 94, 
19, 2007.）

田中順平, 寺田友紀, 佐伯暢生, 佐川公介, 阪上雅史（2007）
頭頸部領域に発生した形質細胞腫の三例. 第156回日本耳
鼻咽喉科学会兵庫県地方部会, 7.7, 神戸.（日本耳鼻咽喉科
学会兵庫県地方部会報, 94, 19, 2007.）

美内慎也, 梅本匡則, 根来　篤, 任　智美, 阪上雅史（2007）
口腔水分計を用いた唾液分泌評価の検討. 第20回日本
口腔・咽頭科学会, 9.6-7, 名古屋.（口腔・咽頭科, 20, 55, 
2007.）

竹林宏記 , 深澤啓二郎, 都築建三 , 橋本健吾, 阪上雅史
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（2007）当科における鼻・副鼻腔手術前後の生活臭アン
ケートによる嗅力評価について. 第46回日本鼻科学会総会
ならびに学術講演会, 9.27-29,  栃木.（日本鼻科学会会誌, 
46, 223, 2007.）

都築建三 , 深澤啓二郎, 竹林宏記 , 橋本健吾, 阪上雅史
（2007）当科で手術を行った鼻副鼻腔乳頭腫の症例. 第
46回日本鼻科学会総会ならびに学術講演会, 9.27-29, 栃
木.（日本鼻科学会会誌, 46, 227, 2007.）

阪上雅史, 三代康雄, 大田重人, 武藤俊彦（2007）骨導聴力
が保たれた半規管瘻孔の手術症例の検討. 第17回日本耳
科学会総会・学術講演会, 10.18-20, 福岡.（Otology Japan, 
17, 242, 2007.）

瀬尾　徹, 宮本篤志, 坂　直樹, 島野宏一, 三代康雄, 阪上
雅史（2007）内リンパ嚢開放術の検討. 第17回日本耳科学
会総会・学術講演会, 10.18-20, 福岡.（Otology Japan, 17, 
315, 2007.）

大田重人, 武藤俊彦, 三代康雄, 阪上雅史（2007）中耳真珠
腫と鼻すすり癖についての検討. 第17回日本耳科学会総
会・学術講演会, 10.18-20, 福岡.（Otology Japan, 17, 443, 
2007.）

加納直行（2007）突発性蝸牛瘻孔によると考えられた外リ
ンパ瘻の1症例. 第17回日本耳科学会総会・学術講演会, 
10.18-20, 福岡.（Otology Japan, 17, 547, 2007.）

坂　直樹, 瀬尾　徹, 島野宏一, 西川奈見, 武藤俊彦, 阪上
雅史（2007）急性低音障害型感音難聴の初期療法の差に
よる聴力予後の検討. 第17回日本耳科学会総会・学術講演
会, 10.18-20, 福岡.（Otology Japan, 17, 568, 2007.）

坂　直樹, 瀬尾　徹, 島野宏一, 西川奈見, 武藤俊彦, 阪上
雅史（2007）宝塚市立病院耳鼻咽喉科めまい外来の臨床
統計. 第66回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会, 11. 
14-16, 大阪.（Equilibrium Research, 66, 254, 2007.）

瀬尾　徹 , 宮本篤志, 坂　直樹, 阪上雅史（2007）前庭型
メニエール病に対するフロセミド負荷VEMPテスト. 第66
回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会, 11.14-16, 大
阪.（Equilibrium Research, 66, 260, 2007.）   

田中順平, 大田重人, 三代康雄, 阪上雅史（2007）聴神経腫
瘍摘出後に人工内耳を埋め込んだ1症例. 第157回日本耳
鼻咽喉科学会兵庫県地方部会, 12.3, 西宮.（日本耳鼻咽喉
科学会兵庫県地方部会報, 95, 12, 2007.）

三代康雄, 大田重人, 阪上雅史, 武藤俊彦（2007）カプラン・
マイヤー法を用いた真珠腫再発率検討の試み. 第157回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会, 12.3, 西宮.（日本耳鼻
咽喉科学会兵庫県地方部会報, 95, 13, 2007.）
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健吾, 武藤俊彦（2007）高齢者のBPPVに対するEpley法
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12.3, 西宮.（日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会報, 95, 
14, 2007.）

西川奈見, 島野宏一, 橋本健吾, 武藤俊彦, 坂　直樹（2007）
鈍的要因による閉鎖性喉頭外傷の2例. 第157回日本耳鼻
咽喉科学会兵庫県地方部会, 12.3, 西宮.（日本耳鼻咽喉科
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学会兵庫県地方部会, 12.3, 西宮.（日本耳鼻咽喉科学会兵
庫県地方部会報, 95, 14, 2007.）

■ その他 ■
阪上雅史（2007）実地医家に役立つ最近の耳手術について. 

第17回大阪耳有会, 2.3, 大阪.
阪上雅史（2007）実地医家に役立つ最近の耳手術. 第3回自

治医科大学付属大宮医療センタ－耳鼻咽喉科病病・病診
連携の会, 3.1, さいたま.

阪上雅史（2007）人工内耳と補聴器. 耳の日のつどい, 3.4, 西
宮.

阪上雅史（2007）高度難聴の治療と人工内耳. 人工内耳説明
会－本当に聞こえるの？－, 3.11, 明石.

阪上雅史（2007）最近の鼓室形成術の動向. 第5回北海道耳
鼻咽喉科セミナ－, 7.21, 札幌.

阪上雅史（2007）実地歯科に役立つ味覚障害の診断・治療. 
大阪大学歯学部同窓会兵庫支部学術講演会, 9.1, 神戸.

阪上雅史（2007）中耳手術の最近の動向. 平成19年度菊友
会学術講演会, 11.24, 東京.

阪上雅史（2007）知っておくと得をする味覚のお話. 奈良医
大寄付・受託資金活用事業による講演会, 12.5, 奈良.

阪上雅史（2007）最近の中耳手術の動向. 平成19年度第2回
昭和医会学術講演会, 12.8, 東京.

阪上雅史（2007）味覚・嗅覚障害. ステ－ション, 2007年2月号, 
101-102.

瀬尾　徹（2007）めまいを主訴として受診した患者に対する
診断・治療のポイント. Medical Tribune, 40（12.6）, 86.

瀬尾　徹（2007）めまい診療の最近の話題. 伊丹市医師会
学術講演会, 6.7, 伊丹.

瀬尾　徹, 坂　直樹（2007）まれなLight cupula症の1例. 第8
回阪神神経耳科研究会, 11.1, 芦屋.

瀬尾　徹（2007）BPPVに対するEpley法－効く症例, 効かな
い症例－. 第5回阪神めまい難聴研究会, 1.27, 尼崎.

瀬尾　徹（2007）めまい外来の動向－市中病院と大学病院と
の比較－. 阪神地区耳鼻咽喉科医会勉強会, 6.7, 大阪.

心臓血管外科学
Cardiovascular Surgery

■ 学術論文 ■
［総説］
山村光弘, 宮本裕治（2007）術後内膜肥厚. 脈管学, 47, 421-

427. 
光野正孝（2007）ペースメーカー　ICD, CRT等生体内植え

込みデバイスを含む. 人工臓器, 36, 181-183. 
［原著］
Ohata, T., Mitsuno, M., Yamamura, M., Tanaka, H., 

Kobayashi, Y., Ryomoto, M., Yoshioka, Y. and Miyamoto, 
Y.（2007）Minimal cardiopulmonary bypass attenuates 



133兵庫医大業績録（2007）

neutrophil activation and cytokine release in coronary 
artery bypass grafting. J. Artif. Organs, 10, 92-95. 

［症例報告］
Ohata, T., Mitsuno, M., Yamamura, M., Tanaka, H., 

Kobayashi, Y., Ryomoto, M., Yoshioka, Y., Tsujiya, N. and 
Miyamoto, Y.（2007）Simple method of left ventricular 
assist system exchange from a BVS-5000 to a Toyobo: 
case report of a patient with fulminant myocarditis. J. 
Artif. Organs, 10, 228-230. 

Ohata, T., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Yamamura, M., 
Tanaka, H. and Ryomoto, M.（2007）Modified sandwich 
technique for acute aortic dissection. Asian Cardiovasc. 
Thorac. Ann., 15, 261-263.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
大畑俊裕, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本

政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 宮本裕治（2007）急性A型大
動脈解離における吻合法の工夫－Modified Sandwich 
Technique－.（ビデオシンポジウム）第35回日本血管外科
学会総会, 5.23-25, 名古屋.（日本血管外科学会雑誌, 16, 
256, 2007.）

宮本裕治, 吉岡良晃, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中
宏衞, 小林靖彦, 良本政章, 辻家紀子（2007）胸腹部大
動脈瘤における術前Adamkiewicz動脈同定とstaged 
operationの有用性.（シンポジウム）第35回日本血管外科学
会総会, 5.23-25, 名古屋.（日本血管外科学会雑誌, 16, 247, 
2007.）

光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本
政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）心
房細動手術の術式の変遷と成績について.（シンポジウム）
第50回関西胸部外科学会学術集会, 6.21-22, 大阪.（抄録, 
80, 2007.）

良本政章, 光野正孝, 大畑俊裕, 山村光弘, 田中宏衞, 小林
靖彦, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）
感染性心内膜炎に対する外科治療についての検討－外科
治療成績向上を目指して－.（パネルディスカッション）第50
回関西胸部外科学会学術集会, 6.21-22, 大阪.（抄録, 101, 
2007.）

宮本裕治, 田中宏衞, 光野正孝, 山村光弘, 小林靖彦, 良本政
章, 福井伸哉, 辻家紀子, 梶山哲也（2007）全弓部置換術
における瘤形態に応じた遠位側吻合法の選択.（ビデオシ
ンポジウム）第18回関西心臓手術手技研究会, 7.21, 大阪.

［一般講演］ 
辻家紀子, 良本政章, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 小林靖

彦, 田中宏衞, 吉岡良晃, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）嗄声
を呈した右鎖骨下動脈瘤の1例. 第57回兵庫県血管外科研
究会, 1.20, 神戸. 

良本政章, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖
彦, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）結節
性動脈周囲炎に上行大動脈瘤及び大動脈弁閉鎖不全症
を合併した一手術例. 第21回心臓血管外科ウィンターセミ

ナー, 1.26-28, 富山. 
光野正孝, 宮本裕治, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林

靖彦, 良本政章, 吉岡良晃, 辻家紀子（2007）心房細動手
術におけるablation deviceの進歩による術式の変遷と適
応拡大について. 第37回日本心臓血管外科学会学術総会, 
2.21-23, 東京.（日本心臓血管外科学会雑誌, 36（Suppl.）, 
227, 2007.）

田中宏衞, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 小林靖
彦, 良本政章, 吉岡良晃, 辻家紀子（2007）低侵襲化を目
的としたLong elephant trunkの成績. 第37回日本心臓血
管外科学会学術総会, 2.21-23, 東京.（日本心臓血管外科
学会雑誌, 36（Suppl.）, 186, 2007.）

吉岡良晃, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中
宏衞, 小林靖彦, 良本政章, 辻家紀子（2007）下行及び胸
腹部大動脈瘤手術における術前Adamkiewicz動脈同定
の有用性に関する検討. 第37回日本心臓血管外科学会学
術総会, 2.21-23, 東京.（日本心臓血管外科学会雑誌, 36
（Suppl.）, 190, 2007.）

良本政章, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖
彦, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）腹部
アンギーナを呈した上腸間膜動脈瘤の1手術例. 第21回日
本血管外科近畿地方会, 3.3, 大阪.（日本血管外科学会雑
誌, 16, 602, 2007.）

大畑俊裕, 宮本裕治, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 吉岡良晃（2007）脳分離体外循環法の安
全性について－neurocognitive functionからの検討－. 第
107回日本外科学会定期学術集会, 4.11-13, 大阪.（日本外
科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 402, 2007.）

良本政章, 宮本裕治, 光野正孝, 大畑俊裕, 山村光弘, 田中
宏衞, 小林靖彦, 吉岡良晃（2007）感染性胸部大動脈瘤に
対するホモグラフトによる下行大動脈置換術後に食道穿孔
をきたし, 治療に難渋した一例. 第107回日本外科学会定
期学術集会, 4.11-13, 大阪.（日本外科学会雑誌, 108（臨時
増刊2）, 525, 2007.）

山村光弘, 光野正孝, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本
政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）透
析患者の血管外科手術と問題点－慢性透析患者における
閉塞性動脈硬化症の術前単純CT画像の比較検討－. 第35
回日本血管外科学会総会, 5.23-25, 名古屋.（日本血管外科
学会雑誌, 16, 384, 2007.）

吉岡良晃, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 辻家紀子, 宮本裕治（2007）成人型動脈
管憩室動脈瘤2例の経験. 第35回日本血管外科学会総会, 
5.23-25, 名古屋.（日本血管外科学会雑誌, 16, 474, 2007.）

Ohata, T., Mitsuno, M., Yamamura, M., Tanaka, H., 
Kobayashi, Y., Ryomoto, M., Yoshioka, Y., Tsujiya, N. 
and Miyamoto, Y.（2007）Beneficial effects of mini-
cardiopulmonary bypass on hemostasis in coronary 
artery bypass grafting－analysis of inflammatory 
response and hemodilution－. ASAIO's 53rd Annual 
Conference, 6.7-9, Chicago, U.S.A.



134 兵庫医大業績録（2007）

梶山哲也, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 吉岡良晃, 福井伸哉, 辻家紀子, 宮本裕治
（2007）肝硬変合併症例に対する開心術の検討. 第53回
近畿心臓外科研究会, 6.9, 大阪. 

梶山哲也, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 宮本裕治（2007）肝
硬変合併症例に対する開心術症例の検討. 第50回関西胸
部外科学会学術集会, 6.21-22, 大阪.（抄録, 136, 2007.）

吉岡良晃, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）
冠動脈瘤と左心室瘤の合併症例に対する手術経験. 第50
回関西胸部外科学会学術集会, 6.21-22, 大阪.（抄録, 118, 
2007.）

辻家紀子, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 吉岡良晃, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）感
染性心内膜炎に対するMVR術中に発症した左室破裂の
一救命例. 第50回関西胸部外科学会学術集会, 6.21-22, 大
阪.（抄録, 120, 2007.）

小林靖彦, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 良本
政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）感
染性胸腹部大動脈瘤の一救命例. 第50回関西胸部外科学
会学術集会, 6.21-22, 大阪.（抄録, 133, 2007.）

福井伸哉, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本政
章, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）回腸導管造設
術後のLeriche syndromeにおける解剖学的血行再建の工
夫. 第58回兵庫県血管外科研究会, 7.7, 神戸. 

山村光弘, 光野正孝, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本
政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）透
析患者のAS+CADの治療戦略－慢性血液透析症例にお
けるCABG+AVRの問題点－. 第12回日本冠動脈外科学会
学術総会, 7.14-15, 東京.（抄録集, 182, 2007.）

大畑俊裕, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本
政章, 吉岡良晃, 辻家紀子, 宮本裕治（2007）低侵襲体外
循環system（mini-CPB）下冠動脈バイパス術における止
血及び抗炎症効果についての検討. 第12回日本冠動脈外
科学会学術総会, 7.14-15, 東京.（抄録集, 191, 2007.）

良本政章, 光野正孝, 大畑俊裕, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖
彦, 吉岡良晃, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）緊急
冠動脈バイパス術の手術成績に影響する要因について. 第
12回日本冠動脈外科学会学術総会, 7.14-15, 東京.（抄録
集, 240, 2007.）

Yamamura, M., Miyamoto, Y., Mitsuno, M., Ohata, T., 
Tanaka, H., Ryomoto, M. and Yoshioka, Y.（2007）
Suppression of postoperative intimal hyperplasia of 
vein graft with edaravone in rat model －scanning 
electron microscope study－. 49th Annual World 
Congress ICA’2007, 7.20-24, Vancouver, Canada. 

Miyamoto, Y., Ohata, T., Mitsuno, M., Yamamura, M., 
Tanaka, H., Kobayashi, Y., Ryomoto, M. and Tsujiya, 
N.（2007）Long-term outcome after entry closure 
and aneurysmal wall plication for type B chronic 

dissection. 21st EACTS Annual Meeting, 9.15-19, 
Geneva, Switzerland.（Interact. Cardiovasc. Thorac. 
Surg., 6（Suppl.3）, S257, 2007.）

光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖彦, 良本政章, 福井
伸哉, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）ACC/AHA
新ガイドラインにおけるLifestyleを考慮した若年患者での
僧帽弁位生体弁選択は妥当か. 第60回日本胸部外科学
会定期学術集会, 10.17-20, 仙台.（General Thoracic and 
Cardiovascular Surgery, 55（Suppl.）, 268, 2007.）

福井伸哉, 光野正孝, 山村光弘, 大畑俊裕, 田中宏衞, 小林
靖彦, 良本政章, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）
選択的脳分離体外循環における下半身への側副血行路
の検討. 第60回日本胸部外科学会定期学術集会, 10.17-20, 
仙台.（General Thoracic and Cardiovascular Surgery, 55
（Suppl.）, 277, 2007.）

良本政章, 光野正孝, 山村光弘, 田中宏衞, 小林靖彦, 福井伸
哉, 辻家紀子, 梶山哲也, 宮本裕治（2007）高度弁輪破壊
を伴う感染性心内膜炎に対するManouguian手術の2治験
例. 第6回近畿心臓血管外科専門医フォーラム, 10.27, 大阪. 

Ryomoto, M., Mitsuno, M., Yamamura, M., Tanaka, H., 
Kobayashi, Y., Fukui, S., Tsujiya, N., Kajiyama, T. 
and Miyamoto, Y.（2007）Effect of patient-prosthesis 
mismatch on mid-term survival and left ventricular 
mass regression after aortic valve replacement in 
the elderly. 第45回日本人工臓器学会大会, 10.28-31, 大
阪.（人工臓器, 36, S42, 2007.）

大平順之 ,  武西友幸 ,  亀井理生 ,  高山　舞 ,  宮本裕治
（2007）mini-CPB Systemの使用経験. 第45回日本人
工臓器学会大会, 10.28-31, 大阪.（人工臓器, 36, S70, 
2007.）

■ その他 ■
宮本裕治（2007）体に負担の少ない大動脈瘤の治療法. 第5

回県民医療公開講座, 7.28, 神戸. 
山村光弘, 田中宏衞, 宮本裕治（2007）ミトコンドリア活性か

らみたフリーラジカルスカベンジャー（ラジカットⓇ）のラッ
ト下肢再灌流障害抑制効果.（指定演題）兵庫県医師会設
立60周年記念医学会, 11.11, 神戸. 

田中宏衞（2007）胸部・腹部大動脈ステントグラフトのpit fall.
（教育講演）第7回 Hyogo Endovascular Symposium, 
11.29, 神戸. 

田中宏衞（2007）当科でのステントグラフトの合併症.EG 
WORKS 2007, 12.1, 東京.

呼吸器外科学
Thoracic Surgery

■ 学術論文 ■
［総説］
田中文啓, 長谷川誠紀（2007）治療の進歩　術後化学療法. 

Annual Review呼吸器2007, 221-230. 



135兵庫医大業績録（2007）

Tanaka, F.（2007）U F T（tega f u r a nd u rac i l）as 
postoperative adjuvant chemotherapy for solid tumors
（carcinoma of the lung, stomach, colon/rectum, and 
breast）: clinical evidence, mechanism of action, and 
future direction. Surg. Today, 37, 923-943. 

長谷川誠紀（2007）自然気胸の外科治療　討論1. 胸部外科, 
60, 179-181. 

長谷川誠紀（2007）間質性肺炎合併肺癌の周術期ステロイド
およびerythromycin投与の有用性　討論1. 胸部外科, 10, 
875-876. 

田中文啓（2007）肺がんのアジュバント治療と分子標的. が
ん分子標的治療, 5, 195-205.

奥村好邦 , 田中文啓, 長谷川誠紀 , 福岡和也 , 中野孝司
（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と手術適応. 胸部外
科, 60, 25-29. 

Sonobe, M., Nakagawa, M., Takenaka, K., Katakura, H., 
Adachi, M., Yanagihara, K., Otake, Y., Wada, H. and 
Tanaka, F.（2007）Influence of epidermal growth factor 
receptor（EGFR）gene mutations on the expression of 
EGFR, phosphoryl-Akt, and phosphoryl-MAPK, and 
on the prognosis of patients with non-small cell lung 
cancer. J. Surg. Oncol., 95, 63-69. 

Takenaka, K., Katakura, H., Chen, F., Ogawa, E., Adachi, 
M., Wada, H. and Tanaka, F.（2007）The ratio of 
membrane-bound form Flt-1 mRNA to VEGF mRNA 
correlates with tumor angiogenesis and prognosis in 
non-small cell lung cancer. Cancer Lett., 246, 34-40. 

祝千佳子, 矢野育子, 桂　敏也, 園部　誠, 田中文啓, 和田
洋巳, 乾　賢一（2007）非小細胞肺がん患者に対するゲ
フィチニブ服用開始時の患者教育システム構築の試み. 医
療薬学, 33, 1-7.

［原著］
福岡和也, 上坂亜由子, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 中

嶋泰典, 飯田慎一郎, 延山誠一, 田村邦宣, 山田秀哉, 村上
亜紀, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川
誠紀, 中野孝司（2007）アスベスト検診要精検者に対する
呼吸器内視鏡検査の有用性. 気管支学, 29, 177-185.

［症例報告］
大成亮次, 吉岡伸吉郎, 西亀正之, 向井勝紀, 多久和輝尚, 宮

田義浩, 浅原利正（2007）肺動静脈奇形を有するRendu-
Osler-Weber病の一家系. 日本呼吸器外科学会雑誌, 21, 
23-28. 

中嶋泰典, 福岡和也, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 中野孝
司, 長谷川誠紀, 廣田誠一（2007）気管支喘息として治療
されていたが, 血痰を契機に発見された有茎性気管支内腫
瘍の1切除例. 兵庫県医師会医学雑誌, 49, 102-105.

木曾末厘乃, 近藤展行, 宮原　亮, 板東　徹, 園部　誠, 和田
洋巳（2007）左完全無気肺をきたした左主気管支発生粘
表皮癌の1例. 肺癌, 47, 263-267.

■ 学会発表 ■
［指定講演］

Hasegawa, S.（2007）Surgical treatment of Pancoast 
tumor－Surgical approach with combination of open 
thoracotomy and VATS.（Conference）Collaborative 
Clinical Cancer Trials Conference between the US and 
Japan in Karuizawa, 9.7-8, Karuizawa. 

Tanaka, F. and Hasegawa, S.（2007）Evaluat ion of 
mediastinal nodal metastasis with endobronchial 
ultrasound guided transbronchial needle aspiration
（EBUS-TBNA）in operable lung cancer patients.
（Conference）Collaborative Clinical Cancer Trials 
Conference between the US and Japan in Karuizawa, 
9.7-8, Karuizawa. 

長谷川誠紀 , 田中文啓, 岡田守人, 中野孝司（2007）悪性
胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術に関するアンケート調
査.（特別企画）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古
屋.（肺癌, 47, 472, 2007.）

長谷川誠紀, 多久和輝尚, 松本成司, 近藤展行, 奥村好邦, 田
中文啓, 福岡和也, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対
する胸膜肺全摘術を含めた集学的治療.（ワークショップ）
第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療
学会誌, 42, 314, 2007.）

［シンポジウム等］
小谷穣治, 切田　学, 山田真理子, 佐々木崇, 井上真一, 平

田淳一, 奥村好邦, 長谷川誠紀, 吉永和正, 丸川征四郎
（2007）JR福知山線脱線事故における傷病者損傷形態か
ら見た災害時に求められる外科医の役割.（シンポジウム）
第107回日本外科学会定期学術集会, 4.11-13, 大阪.（日本
外科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 84, 2007.）

長谷川誠紀（2007）フレキシブルスコープとハイビジョンス
コープの有用性.（サテライトシンポジウム）第24回日本呼
吸器外科学会総会, 5.17-19, 横浜. 

長谷川誠紀, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近藤展行, 田
中文啓, 福岡和也, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対
する胸膜肺全摘術を含めた集学的治療.（ワークショップ）
第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療
学会誌, 42, 314, 2007.）

長谷川誠紀 , 田中文啓, 岡田守人, 中野孝司（2007）悪性
胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術に関するアンケート調
査.（特別企画）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古
屋.（肺癌, 47, 472, 2007.）

田中文啓, 長谷川誠紀, 岡田守人, 副島俊典, 上紺屋憲彦, 山
中竹春, 福岡和也, 中野孝治（2007）切除可能悪性胸膜中
皮腫に対するペメトレキセドを含む集学的治療に関する妥
当性試験.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-
9, 名古屋.（肺癌, 47, 473, 2007.）

田中文啓 ,  橋本昌樹 ,  多久和輝尚 ,  松本成司 ,  奥村好
邦 , 近藤展行, 長谷川誠紀 , 村上亜紀 , 山田秀哉 , 田
村邦宣 ,  飯田慎一郎 ,  栗林康造 ,  三宅光富, 福岡和
也 ,  中野孝司 ,  辻村　亨,  坪田紀明（20 07）胸膜中
皮腫に対する集学的治療に向けて.（シンポジウム） 
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 449, 
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2007.）
近藤展行, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中

文啓, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 宮田　茂, 田村邦
宣, 飯田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 
坪田紀明（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と手術適応
の検討.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-
9, 名古屋.（肺癌, 47, 468, 2007.）

辻村　亨, 佐藤鮎子, 鳥井郁子, 玉置知子, 吉川良恵, 福岡
和也, 田中文啓, 長谷川誠紀, 中野孝司（2007）早期悪性
胸膜中皮腫－病理診断の問題点と対策.（シンポジウム）
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 448, 
2007.）

［一般講演］
Takuwa, T., Matsumoto, S., Okumura, Y., Tanaka, F. and 

Hasegawa, S.（2007）Efficacy of pre- and postoperative 
tiotropium inhalation in COPD patients undergoing 
lobectomy. ATS 2007 International Conference, 5.18-23, 
San Francisco, U. S. A. 

阪井宏彰, 高橋鮎子, 濱川博司, 藤永卓司, 佐藤　澄, 近藤
展行, 園部　誠, 庄司　剛, 宮原　亮, 大久保憲一, 板東
徹, 平田敏樹, 和田洋巳（2007）Nuss法を用いた漏斗胸矯
正術における, 手術前後の呼吸インピーダンス評価. 第24
回日本呼吸器外科学会総会, 5.17-19, 横浜.（日本呼吸器外
科学会雑誌, 21, 508, 2007.）

木曾末厘乃, 佐藤　澄, 藤永卓司, 近藤展行, 園部　誠, 庄司
剛, 阪井宏彰, 宮原　亮, 大久保憲一, 板東　徹, 平田敏樹, 
和田洋巳（2007）傍神経節細胞腫の肺転移の1切除例. 第
24回日本呼吸器外科学会総会, 5.17-19, 横浜.（日本呼吸器
外科学会雑誌, 21, 492, 2007.）

里田直樹, 近藤展行, 園部　誠, 庄司　剛, 藤永卓司, 佐藤
澄, 阪井宏彰, 宮原　亮, 板東　徹, 大久保憲一, 平田敏樹, 
和田洋巳（2007）重症筋無力症の手術症例における併存
疾患の検討. 第24回日本呼吸器外科学会総会, 5.17-19, 横
浜.（日本呼吸器外科学会雑誌, 21, 476, 2007.）

祢里真也, 園部　誠, 木曾末厘乃, 藤永卓司, 佐藤　澄, 近
藤展行, 庄司　剛, 阪井宏彰, 宮原　亮, 大久保憲一, 板東
徹, 平田敏樹, 和田洋巳（2007）悪性気道狭窄症例に対す
るself-expanding nitinol stentの適応と問題点. 第24回日
本呼吸器外科学会総会, 5.17-19, 横浜.（日本呼吸器外科
学会雑誌, 21, 470, 2007.）

高橋鮎子, 浜川博司, 阪井宏彰, 近藤展行, 佐藤　澄, 園部
誠, 藤永卓司, 庄司　剛, 宮原　亮, 板東　徹, 大久保憲一, 
平田敏樹, 和田洋巳（2007）巨大肺嚢胞における術前術
後の呼吸インピーダンス評価. 第24回日本呼吸器外科学
会総会, 5.17-19, 横浜.（日本呼吸器外科学会雑誌, 21, 431, 
2007.）

青山晃博, 藤永卓司, 陳　豊史, 張　吉天, 岡本俊宏, 里田 
直樹, 高橋鮎子, 近藤展行, 庄司　剛, 阪井宏彰, 中村隆之, 
板東　徹, 和田洋巳（2007）心停止後肺における心房利尿
ペプチドの再灌流傷害抑制効果の検討. 第24回日本呼吸
器外科学会総会, 5.17-19, 横浜.（日本呼吸器外科学会雑

誌, 21, 427, 2007.）
松本成司, 多久和輝尚, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川誠紀

（2007）当院における急性膿胸に対する手術の検討. 第24
回日本呼吸器外科学会総会, 5.17-19, 横浜.（日本呼吸器外
科学会雑誌, 21, 418, 2007.）

奥村好邦, 多久和輝尚, 松本成司, 田中文啓, 長谷川誠紀
（2007）胸腔鏡視野と小開胸のみで胸部気管形成術を施
行した一例. 第24回日本呼吸器外科学会総会, 5.17-19, 横
浜.（日本呼吸器外科学会雑誌, 21, 329, 2007.）

多久和輝尚, 田中文啓, 松本成司, 奥村好邦, 近藤展行, 長谷
川誠紀, 橋本昌樹, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 栗
林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 辻村　亨, 坪田
紀明（2007）悪性胸膜中皮腫におけるEGFR遺伝子変異. 
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 578, 
2007.）

田村邦宣, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 飯田慎
一郎, 田端千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 坪田紀明, 
中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近藤展行, 
田中文啓, 長谷川誠紀（2007）術後pN2と診断された肺癌
（c-N0-1）切除例におけるFDG-PETによる縦隔リンパ節
転移の検討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺
癌, 47, 542, 2007.）

陳　豊史, 青山晃博, 岡本俊宏, 高橋鮎子, 張　吉天, 藤永 
卓司, 近藤展行, 庄司　剛, 阪井宏彰, 中村隆之, 松本　
泉, 板東　徹, 和田洋巳（2007）肺移植におけるウイルス感
染症. 第43回日本移植学会総会, 11.22-24, 仙台.（移植, 42, 
75, 2007.）

青山晃博, 陳　豊史, 岡本俊宏, 高橋鮎子, 張　吉天, 藤永 
卓司, 近藤展行, 庄司　剛, 阪井宏彰, 中村隆之, 板東
徹, 松本　泉, 和田洋巳（2007）心停止後肺における心房
利尿ペプチドの再灌流傷害抑制効果の検討. 第43回日本
移植学会総会, 11.22-24, 仙台.（移植, 42, 73, 2007.）

園部　誠, 長井信二郎, 岩切章太郎, 三野暢也, 竹中一正, 和
田洋巳, 田中文啓（2007）上皮成長因子受容体の変異の
有無は, 病理病期I期肺腺癌の腫瘍浸潤に関連した遺伝子
の発現に影響を与える. 第107回日本外科学会定期学術集
会, 4.11-13, 大阪.（日本外科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 
671, 2007.）

永井孝憲, 中嶋泰典, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 飯田
慎一郎, 田村邦宣, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福岡
和也, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文
啓, 長谷川誠紀, 新長真由美, 廣田誠一（2007）偽中皮腫
性発育を示した肺原発と考えられる印環細胞癌の1例. 第
85回日本肺癌学会関西支部会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 195, 
2007.）

中野孝司, 福岡和也, 長谷川誠紀, 田中文啓, 坪田紀明, 辻村
　亨, 岡田守人, 三村剛史, 西本　寛（2007）中皮腫登録制
度と悪性胸膜中皮腫に対する多施設共同臨床試験（科学
技術振興調整費）. 第85回日本肺癌学会関西支部会, 2.3,  
大阪.（肺癌, 47, 195, 2007.）

袮里真也, 園部　誠, 木曾末厘乃, 坂口泰人, 藤永卓司, 佐藤 
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澄, 近藤展行, 庄司　剛, 阪井宏彰, 宮原　亮, 板東　徹, 
大久保憲一, 平田敏樹, 和田洋巳（2007）気管・気管支ス
テント留置後早期の不具合例の検討. 第30回日本呼吸器
内視鏡学会学術集会, 6.7-8, 東京.（気管支学, 29, 62-63, 
2007.）

■ その他 ■
長谷川誠紀（2007）肺尖部胸壁浸潤肺癌（Superior Sulcus 

Tumor）の外科治療. 第7回鹿児島呼吸器外科懇話会, 
1.26, 鹿児島. 

長谷川誠紀（2007）アスベストと悪性胸膜中皮腫. 大阪東南
ロータリークラブ, 2.20, 大阪. 

長谷川誠紀（2007）兵庫医科大学における中皮腫の診断・治
療. 平成18年度科学技術振興調整費「中皮腫に対する集
学的治療法の確立を目的とした多施設共同臨床試験」に
向けての病理診断打ち合わせ会, 3.10, 西宮. 

長谷川誠紀（2007）中皮腫に対する外科的治療. 平成18年度
科学技術振興調整費 市民公開講座 アスベスト関連疾患
への取組み, 3.10, 西宮. 

長谷川誠紀（2007）肺癌の外科治療. 兵庫医科大学公開市
民講座, 4.25, 西宮. 

長谷川誠紀（2007）悪性中皮腫の集学的治療. 香川県内科
医呼吸器疾患談話会, 4.26, 高松. 

長谷川誠紀（2007）肺癌の内視鏡手術. 兵庫医科大学市民
公開フォーラム, 11.3, 西宮. 

長谷川誠紀（2007）アスベストの病. ロータリーの友, 55（7）, 
7. 

麻酔科学
Anesthesiology 

■ 著書 ■
上農喜朗（2007）手術室における危機管理. 麻酔科学レ

ビュー2007,（天羽敬祐　編）, 総合医学社, 東京, 95-102.
上農喜朗（2007）手術室. 経験から学ぶ大規模災害医療－

対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編）, 永井書店, 大阪, 
217-225.

上農喜朗　訳（2007）第84章　患者シミュレータ. ミラー麻
酔科学,（武田純三　監修, Miller, R.D.　編）, メディカル・
サイエンス・インターナショナル, 東京, 2375-2399.

太城力良（2007）麻酔の合併症.トラブルにならない整形外
科インフォームドコンセント,（浜田良機, 冨士武史　編）, 
金原出版, 東京, 32-37.

太城力良, 上農喜朗, 多田羅恒雄, 植木隆介, 中條浩介, 神
原政仁 , 岡野　紫, 下出典子, 木下雅晴, 有村佳修　訳
（2007）麻酔科シークレット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太
城力良, 上農喜朗, 辻本三郎　監訳）, メディカル・サイエ
ンス・インターナショナル, 東京.

■ 学術論文 ■
［総説］
林　英明（2007）超音波ガイドを活用した持続腕神経叢ブ

ロック 斜角筋間アプローチ. ペインクリニック, 28, 1100-
1108.

狩谷伸享（2007）無痛分娩を成功させるには何が重要か－2
施設で研修した視点から－. 麻酔, 56, 1013-1017.

上農喜朗（2007）高機能麻酔患者シミュレータ. 臨床麻酔, 
31, 1413-1422.

狩谷伸享, 太城力良（2007）婦人科領域（子宮外妊娠, 卵
巣嚢腫茎捻転）の緊急手術の麻酔. 救急・集中治療, 19, 
1438-1443.

［原著］
Tatara, T. and Tashiro, C.（2007）Quantitative analysis 

of fluid balance during abdominal surgery. Anesth.  
Analg., 104, 347-354.

Tatara, T., Tsunetoh, T. and Tashiro, C.（2007）Crystalloid 
infusion rate during fluid resuscitation from acute 
haemorrhage. Br. J. Anaesth., 99, 212-217.

Ueki, R., Tanimoto, M., Tatara, T., Tsujimoto, S., Kaminoh, 
Y. and Tashiro, C.（2007）Emulsion of f lurbiprofen  
axetil reduces propofol injection pain due to a decrease 
in free propofol concentration. J. Anesth., 21, 325-329.

藤本陽子, 木村幸子, 安藤寛美, 熊倉和子, 中川雅史, 上農
喜朗, 太城力良（2007）手術室におけるシミュレーショント
レーニングは, 手術室危機管理体制の評価と見直しに役立
つ. 日本手術医学会誌, 28, 327-329.

［症例報告］
Shimode, N., Yada, S., Okano, Y., Tashiro, C., Ohata, T. 

and Miyamoto, Y.（2007）Papillary fibroelastoma  of 
the root of the left atrial appendage found incidentally 
by transesophageal echocardiography during cardiac 
surgery. Anesthesia & Analgesia, 104, 504-505.

下出典子, 井谷　基, 矢田幸子, 有村佳修, 辻本三郎, 太城力
良（2007）マルファン症候群の大動脈弁温存基部再建術
中に気管気管支軟化症と診断された1症例. 麻酔, 56, 414-
417.

渡辺佳菜子, 香河清和, 木内恵子, 宮本善一, 福光一夫, 北
村征治（2007）気道異物35症例の周術期管理. 麻酔, 56, 
1065-1070.

上農喜朗（2007）ASA-DAAとAAAによる事前検討でリス
クを軽減. LiSA, 14, 1010-1014.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
上農喜朗（2007）Response Surface Model が麻酔を変え

る.（モーニングセミナー）日本麻酔科学会第54回学術集会, 
5.31-6.2, 札幌.

林　英明（2007）超音波ガイド下持続腕神経叢ブロック
鎖骨下アプローチの手技と実際.（ワークショップ）日本臨
床麻酔学会第27回大会, 10.25-27, 東京.（日本臨床麻酔学
会誌, 27, S155, 2007.）

［一般講演］
越道朋子, 渡辺佳菜子, 竹峰和宏（2007）硬膜外フェンタニル

持続投与に対する制吐剤の検討. 日本麻酔科学会第54回
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学術集会, 5.31-6.2, 札幌.
渡辺佳菜子, 矢口貴博, 西崎知之, 太城力良（2007）新規合

成リノール酸誘導体DCP-LAの酸化ストレスに対する神経
保護効果.日本麻酔科学会第54回学術集会, 5.31-6.2, 札幌.

有村佳修, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中條浩介, 福永智栄, 村川
和重（2007）DCTの評価に対する検討. 日本麻酔科学会
第54回学術集会, 5.31-6.2, 札幌.

柳本富士雄, 森山萬秀, 有村佳修, 福永智栄, 中條浩介, 村川
和重（2007）cancer nerve pain に対するくも膜下ブロッ
クの鎮痛効果. 日本麻酔科学会第54回学術集会, 5.31-6.2, 
札幌.

上農喜朗（2007）薬物相乗効果における多経路多単位系モ
デルとGrecoモデルの比較. 日本麻酔科学会第54回学術集
会, 5.31-6.2, 札幌.

植木隆介, 多田羅恒雄, 木下雅晴, 岡野　紫, 上農喜朗, 太
城力良（2007）ヒト胎盤小葉灌流モデルにおけるプロポ
フォールの胎盤移行に対する母児灌流液pH変化の影響. 
日本麻酔科学会第54回学術集会, 5.31-6.2, 札幌.

Kaminoh, Y., Fujimoto, K., Fujita, S., Igarashi, H., Kurata, 
J., Mizumoto, K., Morita, K., Nakagawa, M., Nakajima, 
Y., Nomura, T., Seto, T., Takeda, Y., Tsujimoto, 
S. and Ozaki, M.（2007）Japanese association for 
medical simulation（JAMS）.American Society of 
Anesthesiologist 2007 Annual Meeting（ASA2007）, 
10.13-17, San Francisco, U.S.A.

Watanabe, K., Nishi, S., Takeda, K., Iida, Y., Umemoto, Y. 
and Atagi, K.（2007）The investigation of 368 cases 
sedated by dexmedetomidine in our general ICU 
through one year. The 15 th ASEAN Congress of 
Anesthesiologists 2007, 11.10-13, Pattaya, Thailand.

下出典子, 長尾佳奈, 有村佳修, 植木隆介, 多田羅恒雄, 上農
喜朗, 太城力良（2007）膝前十字靭帯再建術後痛における
大腿神経ブロックと持続静脈内フェンタニル投与の有効性
の比較. 日本臨床麻酔学会第27回大会, 10.25-27, 東京.（日
本臨床麻酔学会誌, 27, S213, 2007.）

大杉聡宏, 植木隆介, 岡野　紫, 下出典子, 太城力良（2007）
食道癌術中に胸腔ドレーン迷入により心タンポナーデを起
こした1症例. 日本臨床麻酔学会第27回大会, 10.25-27, 東
京.（日本臨床麻酔学会誌, 27, S274, 2007.）

藤田公彦, 植木隆介, 大杉聡宏, 多田羅恒雄, 上農喜朗, 太城
力良（2007）手術室漏水事故に対する麻酔科の対応.日本
臨床麻酔学会第27回大会, 10.25-27, 東京.（日本臨床麻酔
学会誌, 27, S326, 2007.）

池本進一郎, 内藤京子, 中川雅史, 上農喜朗（2007）超短時
間作動性鎮痛薬時代の術後鎮痛法の検討1－婦人科開腹
手術での検討－. 日本臨床麻酔学会第27回大会, 10.25-27, 
東京.（日本臨床麻酔学会誌, 27, S295, 2007.）

上農喜朗（2007）Second LifeRで医学教育シミュレーショ
ン? !. 第3回日本医学シミュレーション学会総会, 10.27, 東
京.

長尾嘉晃, 長尾佳奈, 宮崎平祐, 岡野　紫, 太城力良（2007）

Floyd3型気管無形成の麻酔経験. 日本小児麻酔学会第
13回大会, 11.23-24, 沖縄.（日本小児麻酔学会誌, 13, 81, 
2007.）

神原政仁 , 渡辺佳菜子, 藤田公彦, 大杉聡宏 , 太城力良
（2007）小児の斜視手術における麻酔法の検討. 日本小
児麻酔学会第13回大会, 11.23-24, 沖縄.（日本小児麻酔学
会誌, 13, 97, 2007.）

渡辺佳菜子, 安宅一晃, 西　信一（2007）気道管理に難渋
した乳児頸部リンパ管腫の一例. 日本小児麻酔学会第13
回大会, 11.23-24, 沖縄.（日本小児麻酔学会誌, 13, 112, 
2007.）

上農喜朗（2007）麻酔の多経路多単位仮説と薬物相互作用. 
平成19年度第3回兵庫医科大学医学会学術講演会, 11.27, 
西宮.

■ その他 ■
太城力良（2007）周産期医療と麻酔科医. 平成18年度周産期

医療事例検討会, 2.24, 兵庫.
多田羅恒雄（2007）侵襲時における輸液のピットフォール

「サードスペース」の本態に迫る. 千駄木輸液療法研究会, 
7.19, 東京.

多田羅恒雄 , 大杉聡宏 , 藤田公彦, 神原政仁 , 太城力良
（2007）開腹手術におけるサードスペース量は, 輸液投与
速度に依存する. 第5回周術期体液・代謝・侵襲研究会, 
8.4, 東京.

大杉聡宏 , 植木隆介, 下出典子, 多田羅恒雄 , 太城力良
（2007）輸血によるアナフィラキシーを契機として冠動脈
スパスムをきたした1症例. 第53回日本麻酔科学会関西支
部学術集会, 9.1, 大阪.

林　英明（2007）腕神経叢ブロック（鎖骨下アプローチ）.
（社）日本麻酔科学会東海・北陸支部第5回学術集会, 9.1-
2, 金沢.

狩谷伸享（2007）帝王切開術の脊髄クモ膜下麻酔中の鎮
痛薬の術中追加の必要性. 第24回近畿産科麻酔懇話会, 
11.10, 大阪.

太城力良（2007）周産期医療への麻酔科医の関わり. 第24回
近畿産科麻酔懇話会, 11.10, 大阪.

上農喜朗（2007）麻酔とシミュレーション.（社）日本麻酔科学
会関西支部症例検討会および学術講演会, 12.8, 大阪.

太城力良（2007）特集　無痛分娩. Anet, 11, 2.
下出典子（2007）市民健康講座「手術を受ける患者さまへ」. 

宮っ子, 288, 3.
中川雅史, 藤本陽子, 木村幸子, 上農喜朗, 太城力良（2007）

手術部看護師参加で行う麻酔関連気道確保困難症例対
策トレーニング. 手術医学, 28, 335-336.

林　英明（2007）肘から遠位の手術に必要な腕神経叢ブ
ロックI：鎖骨下アプローチの実際. LiSA, 14, 1086-1089.

歯科口腔外科学
Dentistry and Oral Surgery
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■ 著書 ■
浦出雅裕, 野口一馬（2007）感染性心内膜炎の既往歴のある

患者における歯科治療の注意事項. 新・心臓病診療プラク
ティス9　弁膜症を解く,（山本一博, 別府慎太郎　編）, 文
光堂, 東京, 333-335. 

岸本裕充　編著（2007）よくわかる！口腔ケア, メヂカルフレン
ド社, 東京. 

塚本敦美, 岸本裕充（2007）基本的口腔ケアの方法－セルフ
ケアできない場合－. 口腔乾燥対策を考慮した最新口腔ケ
ア,（岸本裕充　編著）, 関西看護ケア研究会, 大阪, 2-6. 

高橋仁美, 岸本裕充（2007）急性期病院における口腔乾燥
予防に配慮したメインテナンス口腔ケア. 口腔乾燥対策を
考慮した最新口腔ケア,（岸本裕充　編著）, 関西看護ケア
研究会, 大阪, 7-10. 

森川知昭 , 河田尚子, 花岡宏美 , 木﨑久美子, 岸本裕充
（2007）菌交代症（黒毛舌）を生じた患者の口腔ケア. 口腔
乾燥対策を考慮した最新口腔ケア,（岸本裕充　編著）, 関
西看護ケア研究会, 大阪, 22-23. 

岸本裕充（2007）アメリカでの最新口腔ケア. 口腔乾燥対策
を考慮した最新口腔ケア,（岸本裕充　編著）, 関西看護ケ
ア研究会, 大阪, 38-42. 

岸本裕充（2007）口腔ケアの重要ポイント　10の鉄則. お口
の“プロ”とはじめましょう！いきいき健口生活,（寺岡加代 
編著）,（財）8020推進財団, 東京, 13.

■ 学術論文 ■
［総説］
大塚恒子, 長谷川誠実（2007）咀嚼と脳　認知症患者にみる

咀嚼訓練と日常生活行動の変化. 日本歯科評論, 67, 149-
154. 

浦出雅裕（2007）ビスホスホネートと顎骨壊死. CLINICAL 
CALCIUM, 17, 241-248. 

浦出雅裕（2007）日本口腔感染症学会の歩みと感染制御. 感
染制御, 3, 12-16. 

浦出雅裕（2007）ビスホスホネートと顎骨壊死. 日本口腔感
染症学会雑誌, 14, 13-18. 

浦出雅裕（2007）ビスホスホネートによる副作用としての顎
骨壊死. 薬局, 58, 3271-3276. 

竹末芳生, 岸本裕充（2007）えっ！こんなに違う欧米と日本の
手術部位感染対策. 日本口腔感染症学会雑誌, 14, 3-8. 

岸本裕充（2007）口腔ケア時にイソジンガーグルを使用して
いるのですが, 一番よいのは何でしょうか. Expert Nurse, 
23, 91. 

岸本裕充, 塚本敦美（2007）口腔ケア時, 緑茶を使用すると
効果的でしょうか. Expert Nurse, 23, 92. 

岸本裕充（2007）認知症患者の舌苔を取るための効果的な
ブラッシング方法はありますか. Expert Nurse, 23, 93. 

岸本裕充（2007）口腔ケア　4つの新常識！. Expert Nurse, 
23, 115-117. 

岸本裕充（2007）感染性心内膜炎に対する抗菌薬予防投与
法のトレンド－新ガイドラインAHA 2007－. 歯界月報, 676, 
24-28. 

田中義弘, 梅田正博, 岸本裕充, 竹信俊彦, 野口一馬, 古土
井春吾（2007）病院歯科における臨床研修1年目の評価に
ついて. 日本歯科医師会雑誌, 60, 239-243. 

岸本裕充（2007）口内炎とステロイド軟膏. Medicina, 44, 
184-187. 

岸本裕充（2007）口腔乾燥. Medicina, 44, 386-390. 
岸本裕充（2007）歯肉出血を必要以上にコワがらない. 

Medicina, 44, 594-598. 
岸本裕充（2007）歯垢はバイオフィルム. Medicina, 44, 824-

827. 
岸本裕充（2007）誤嚥性肺炎と口腔ケア. Medicina, 44, 

1018-1021. 
岸本裕充（2007）誤嚥性肺炎と口腔ケア　その2. Medicina, 

44, 1216-1219. 
岸 本 裕 充（ 2 0 0 7）歯 科 疾 患と関連する意 外 な病 気 . 

Medicina, 44, 1412-1415. 
岸本裕充（2007）下顎の痛み, しびれ. Medicina, 44, 1616-

1620. 
［原著］
Hashitani, S., Urade, M., Zushi, Y., Segawa, E., Okui, S. 

and Sakurai, K.（2007）Establishment of nude mouse 
transplantable model of a human adenoid cystic 
carcinoma of the oral floor showing metastasis to the 
lymph node and lung. Oncol. Rep., 17, 67-72.

Kishimoto, H. and Urade, M.（2007）Mechanical tooth 
cleaning before chlorhexidine application. Am. J. Respir. 
Crit. Care Med., 175,418.

Sakurai, K., Urade, M., Noguchi, K., Hashitani, S., 
Takaoka, K., Segawa, E. and Kishimoto, H.（2007）
Prognostic significance of cyclooxygenase-2 and DNA 
topoisomerase IIαexpression in oral carcinoma. Head 
Neck, 29, 1002-1009.

Tanaka, N., Urabe, K., Hashitani, S., Sakurai, K. and 
Urade, M.（2007）Establishment and characterization 
of a human adenoid cystic carcinoma cell line forming 
colonies cultured in collagen gel and transplantable in 
nude mice. Oncol. Rep., 17, 335-340.

向井隆雄, 水谷雅英, 竹田宗弘, 田中徳昭, 永田雅英, 美馬
淳子, 梶川　泰, 吉岡秀郎（2007）舌癌に対する浅側頭動
脈からのCDDP動注化学療法の臨床的検討. 頭頸部癌, 
33, 454-459. 

［症例報告］
大津奈央, 高岡一樹, 名取　淳, 野口一馬, 櫻井一成, 浦出

雅裕（2007）下顎前歯部歯肉に発生した神経鞘粘液腫の1
例. 日本口腔外科学会雑誌, 53, 289-292. 

田中徳昭, 岸本裕充, 高岡一樹, 橋谷　進, 櫻井一成, 浦出雅
裕（2007）ビスフォスフォネートに関連したと考えられる下
顎骨壊死の2例. 日本口腔外科学会雑誌, 53, 392-396. 

石橋美樹, 増田典男, 野口一馬, 森寺邦康, 西村則彦, 高山
智燮, 西大路賢一, 浦出雅裕, 古郷幹彦（2007）手術不能
進行下顎歯肉癌に対しS-1併用の放射線化学療法が有効
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であった1例. 癌と化学療法, 34, 1837-1839. 
奥井　森 ,  橋谷　進 ,  高岡一樹 ,  本田公亮 ,  浦出雅裕

（2007）顔面の多発性外傷後に著明な下顎偏位と咬合不
全を呈した陳旧性顎関節脱臼の1例. 口腔顎顔面外傷, 6, 
12. 

Honda, K., Urade, M. and Kandori, Y.（2007）Application of 
a specially designed palatal lift prosthesis to a patient 
with velopharyngeal incompetence to severe brain 
injury. Quintessence Int., 38, 316-320.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
長谷川誠実（2007）認知症患者に対する歯内療法処置.（教

育講演）日本歯内療法学会西日本支部研修会, 7.1, 大阪. 
浦出雅裕（2007）ビスフォスフォネート系薬剤と顎骨壊死－

レビューと日本の現状－.（特別講演）第4回ビスフォスフォ
ネートUpdate（第25回日本骨代謝学会サテライト研究会）, 
7.19, 大阪. 

岸本裕充（2007）これで納得！VAP予防の口腔ケア.（ラン
チョンセミナー）第9回日本救急看護学会学術集会, 11.9, 
吹田. 

岸本裕充（2007）ICUにおける口腔ケアの実際.（教育講演）
第56回ICD講習会, 11.10, 横浜. 

長谷川誠実（2007）痛みの歯内療法学.（特別講演）日本歯内
療法学会第14回認定医セミナー, 11.18, 東京. 

［シンポジウム等］ 
櫻井一成, 野口一馬, 橋谷　進, 伊藤　敬, 新長真由美, 松田

育雄, 羽尾裕之, 浦出雅裕, 廣田誠一（2007）診断困難で
あった唾液腺腫瘍例について.（シンポジウム）第36回日本
病理学会近畿支部学術集会, 2.3, 大阪. 

木﨑久美子（2007）看護実践における人的資源の活用　集
中治療における歯科衛生士の役割.（シンポジウム）第34回
日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸. 

岸本裕充, 高岡一樹, 瀬川英美, 橋谷　進, 野口一馬, 櫻井一
成, 浦出雅裕（2007）口腔癌の予防および治療における分
子標的としてのcyclooxygenase-2.（シンポジウム）NPO法
人第61回日本口腔科学会学術集会, 4.19-20, 神戸. 

奥井　森, 櫻井一成, 岡村春樹, 浦出雅裕（2007）シスプラチ
ン腎障害の発症と増悪におけるIL-18とアルドステロンの関
与.（ミニシンポジウム）第61回NPO法人日本口腔科学会学
術集会, 4.19-20, 神戸. 

Yamamoto, N., Koga, Y., Urade, M. and Benson, 
C.E.（2007）Therapeutic efficacy of vitamin D-binding 
protein-derived macrophage activating factor for 
metastatic adenocarcinomas.（Oral Presentation）2nd 
International Symposium on Cancer Metastasis and 
the lymphovascular system（supported by NCI and 
UCSF）, 5.2-5, San Francisco, U.S.A.

長谷川誠実（2007）歯痛から見た歯内療法そして歯内療法
から見た歯痛.（特別講演）第3回内療法学会中部支部学
術大会, 10.14, 岐阜. 

岸本裕充, 野口一馬, 浦出雅裕（2007）舌癌に対する化学療

法・口腔ケアについて.（口演）第25回顎・口腔腫瘍研究会, 
10.20, 神戸. 

岸本裕充, 野口一馬, 森寺邦康, 浦出雅裕（2007）歯周病
の管理における菌血症対策－特に易感染性宿主に対して
－.（口演）第16回日本口腔感染症学会総会, 11.10, 横浜. 

浦出雅裕（2007）ビスフォスフォネートに関連した顎骨壊死
（ONJ）の臨床病態.（シンポジウム）第9回日本骨粗鬆症
学会, 11.14-16, 東京.（Osteoporosis Japan, 15（Suppl.1）, 
66, 2007.）

［一般講演］
野口一馬, 小谷穣治, 児島正道, 矢吹浩子, 宮本純子, 田中

春美, 荒木一恵, 三野幸治, 入江俊彦, 和田恭直, 福田能啓
（2007）舌・下咽頭食道癌術後患者の嚥下障害に対する
歯科的アプローチ. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 
松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 548, 2007.）

長谷川誠実 , 浦出雅裕（2007）口腔内の知覚リハビリテー
ションとしての咀嚼訓練. 第11回口腔顔面神経機能学会, 
2.24, 福島. 

下田隆史, 阿部徹也, 大下修弘, 杉生真一, 酒井勇介, 竹村
元秀（2007）ラットにおける下歯槽神経, 眼窩下神経,咬筋
神経切断後に三叉神経節への電気刺激が誘導する三叉神
経感覚内細胞のc-Fos発現による活動性の変化. 第112回
日本口解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪. 

橋谷　進, 豊原幸代, 頭司雄介, 奥井　森, 櫻井一成, 浦出
雅裕（2007）筋肉内脂肪腫の2例－頬部発生例および頬粘
膜発生例－. 第61回NPO法人日本口腔科学会学術集会, 
4.19-20, 神戸. 

豊原幸代, 野口一馬, 奥井　森, 西村則彦, 櫻井一成, 浦出
雅裕（2007）歯根嚢胞が疑われた形質細胞腫の1例. 第61
回NPO法人日本口腔科学会学術集会, 4.19-20, 神戸. 

本田公亮, 橋谷　進, 豊原幸代, 高岡一樹, 夏見淑子, 野口一
馬, 浦出雅裕（2007）顎骨手術のシミュレーションに対する
三次元石膏モデルの有用性. 第61回NPO法人日本口腔科
学会学術集会, 4.19-20, 神戸. 

高岡一樹, 野口一馬, 豊原幸代, 廣本孝史, 会坂郁代, 奥井
森 , 櫻井一成, 浦出雅裕（2007）舌に生じた角化性基底
細胞癌の1例. 第61回NPO法人日本口腔科学会学術集会, 
4.19-20, 神戸. 

木下直人, 長谷川誠実, 本田公亮, 夏見淑子, 阿部徹也, 清水
明彦（2007）Air Abrasive Systemを用いたう蝕軟化象牙
質除去装置の試作. 第126回日本歯科保存学会春季学術
大会, 6.7-8, 大宮. 

夏見淑子, 本田公亮, 阿部徹也, 木下直人, 長谷川誠実, 清水
明彦（2007）兵庫医科大学病院歯科外来における紹介患
者の現状と評価. 第126回日本歯科保存学会春季学術大
会, 6.7-8, 大宮. 

長谷川誠実 , 阿部徹也 , 木下直人 , 夏見淑子, 清水明彦
（2007）関連痛の診断を困難にする要因. 第126回日本歯
科保存学会春季学術大会, 6.7-8, 大宮. 

田中徳昭 ,  野口一馬 ,  西岡稔浩 ,  櫻井一成, 浦出雅裕
（2007）外来化学療法でCRが得られた進行口底癌の1例. 
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第31回日本頭頸部癌学会, 6.13-15, 横浜. 
野口一馬, 田中徳昭, 高岡一樹, 橋谷　進, 櫻井一成, 浦出

雅裕（2007）歯原性線維腫から悪性転化した歯原性癌腫
の1例. 第31回日本頭頸部癌学会, 6.13-15, 横浜. 

向井隆雄, 吉岡秀郎, 水谷雅英, 梶川　泰, 田中徳昭（2007）
舌癌に対する浅側頭動脈からのCDDP動注化学療法の臨
床的検討. 第31 回日本頭頸部癌学会, 6.14-15, 横浜. 

藤原紗弥香, 田中徳昭, 豊原幸代, 野口一馬, 櫻井一成, 浦
出雅裕（2007）舌に発生した腺扁平上皮癌の1例. 第38回
（社）日本口腔外科学会近畿地方会, 6.16, 大阪. 

西岡稔浩, 岸本裕充, 野口一馬, 本田公亮, 櫻井一成, 浦出雅
裕（2007）下唇, オトガイ部の知覚鈍麻を初発症状とした
悪性リンパ腫の1例. 第38回（社）日本口腔外科学会近畿地
方会, 6.16, 大阪. 

清水明彦, 夏見淑子, 阿部徹也, 浦出雅裕（2007）深在性う蝕
の取り扱いと修復. 第23回兵庫県歯科医学大会, 7.8, 神戸. 

木下直人, 本田公亮, 長谷川誠実, 夏見淑子, 阿部徹也, 清
水明彦, 浦出雅裕（2007）兵庫医科大学病院歯科外来に
於ける患者の動向－患者側と医療者側双方から病診連携
を考える－. 第23回兵庫県歯科医学大会, 7.8, 神戸. 

夏見淑子, 本田公亮, 浦出雅裕（2007）非復位性関節円板転
位を伴う変形性顎関節症の病態分析－円板, 下顎頭の形
態と円板可動域および関節雑音との間係－. 第20回日本顎
関節学会総会・学術大会, 7.14-15, 仙台. 

高岡一樹 ,  橋谷　進 ,  奥井　森 ,  本田公亮 ,  浦出雅裕
（2007）下顎骨骨折を契機に判明したドメスティックバイオ
レンスの1例. 第9回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大
会, 7.28, 名古屋. 

橋谷　進 ,  本田公亮 ,  奥井　森 ,  高岡一樹 ,  浦出雅裕
（2007）頭部および顔面領域にみられたインシデント・ア
クシデントレポートの分析. 第9回日本口腔顎顔面外傷学
会総会・学術大会, 7.28, 名古屋. 

野口一馬, 高岡一樹, 豊原幸代, 橋谷　進, 田中徳昭, 奥井
森, 岸本裕充, 櫻井一成, 浦出雅裕（2007）口腔癌における
超選択的動注併用放射線治療の病理組織学的検討と局
所制御因子の解析. 第52回（社）日本口腔外科学会総会, 
9.29-30, 名古屋. 

奥井　森 ,  櫻井一成, 宮崎端央, 岡村春樹 ,  浦出雅裕
（2007）シスプラチン腎障害におけるIL-18の関与とエプレ
レノンによる腎障害の軽減. 第52回（社）日本口腔外科学
会総会, 9.29-30, 名古屋.

橋谷　進, 会坂郁代, 櫻井一成, 浦出雅裕（2007）舌に移転
した悪性胸膜中皮腫の1例. 第52回（社）日本口腔外科学
会総会, 9.29-30, 名古屋.

橋谷　進 , 豊原郁代 , 高岡一樹, 野口一馬, 岸本裕充, 櫻
井一成, 浦出雅裕（2007）ヌードマウス可移植性ヒト下
顎悪性線維性組織球腫の樹立と性格（Establishment 
and characterization of a human malignant fibrous 
histiocytoma of the mandible transplantable in nude 
mice）. 第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌
学会総会記事, 66回, 123, 2007.） 

増田智丈, 田中徳昭, 鏡内　肇, 美馬孝至, 小倉孝文（2007）
感染により腐骨化した巨大な骨形成性エプーリスの1例. 第
52回（社）日本口腔外科学会総会, 9.29-30, 名古屋. 

高岡一樹, 浦出雅裕, 岸本裕充, 橋谷　進 , 豊原幸代 , 野
口一馬, 櫻井一成（2007）COX-2遺伝子導入によるヒト
KB癌細胞のin vitroにおける抗癌剤感受性の検討（In 
vitro susceptibilities to anticancer agents of human KB 
carcinoma cell line transfected with COX-2 cDNA）. 第
66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会
記事, 66回, 468, 2007.）

Urade, M., Sery, T.W. and Yamamoto, N.（2007）
Immunosuppression of influenza virus-infected patients 
is regulated by α-N-acetylgalactosaminidase activity 
found in the hemagglutinin of influenza virus. 13th 
International Congress of immunology, 8.21-25, Rio de 
Janeiro, Brazil.

Takaoka, K., Urade, M., Kishimoto, H., Hashitani, S., Segawa, 
E., Zushi, K. and Noguchi, K.（2007）The effect of NOS 
inhibitor L-NAME on human KB carcinoma cells 
overexpressing COX-2. The 14th European Cancer 
Conference（ECCO14）, 9.23-24, Barcelona, Spain.

Zushi, Y., Noguchi, K., Hashitani, S., Sakurai, K., Takaoka, 
K., Tanaka, N., Kishimoto, H. and Urade, M.（2007）
Relationship between expression of CXCR4 and 
histological type in adenoid cystic carcinoma of the 
head and neck. The 14th European Cancer Conference
（ECCO14）, 9.23-24, Barcelona, Spain.

Okui, S., Sakurai, K., Miyazaki, M., Okamura, H. and 
Urade, M.（2007）Involvement of IL-18 in cisplatin-
induced rena l injury and its improvement by 
eplerenone, an aldosterone receptor blocker. AAOMS 
89th Annual Meeting, Scientific Sessions & Exhibition 
in Conjunction with the JSOMS and KAOMS, 10.10-13, 
Hawaii, U.S.A.

Noguchi, K., Takaoka, K., Toyohara, Y., Hashitani, S., 
Tanaka, N., Okui, S., Kishimoto, H., Sakurai, K. and 
Urade, M.（2007）Histopathological assessment after 
superselective intra-arterial chemotherapy combined 
with radiotherapy for oral carcinoma and survey of the 
factors involved in local tumor control. AAOMS 89th 
Annual Meeting, Scientific Sessions & Exhibition in 
Conjunction with the JSOMS and KAOMS, 10.10-13, 
Hawaii, U.S.A.

森寺邦康, 増田典男, 中村孝人, 小川修平, 水野陽花, 杉本
由文, 奥井　森, 浦出雅裕（2007）CPAP使用が困難で
あった睡眠時無呼吸症候群患者に対し口腔内装置が有用
であった1例. 第45回日本社会保険医学会総会, 11.8-9, 東
京. 

長谷川誠実, 阿部徹也, 清水明彦（2007）歯痛の学際的治療
における各科の診断. 第127回日本歯科保存学会秋季学
会, 11.8-9, 岡山. 
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和田明子, 野口一馬, 豊原幸代, 荻澤良治, 櫻井一成, 浦出
雅裕（2007）下顎臼歯部歯肉に生じた神経鞘粘液腫の1例. 
第19回NPO法人日本口腔科学会近畿地方部会, 11.17, 大
阪. 

河田尚子（2007）歯周疾患改善不良因子の検討. 第二回日本
歯科衛生士学会学術大会, 11.23, 博多. 

瀬川英美, 岸本裕充, 高岡一樹, 橋谷　進, 野口一馬, 浦出雅
裕（2007）COX-2遺伝子を導入したヒトKB癌細胞の転移
能およびsiRNAによる抑制効果の検討. 第44回日本口腔
組織培養学会, 12.1, 愛媛.

■ その他 ■
岸本裕充（2007）これで納得！VAP予防の口腔ケア［第1回］. 

MD navi Journal, Vol.5. 
岸本裕充（2007）最新口腔ケアQ&A　病態別口腔ケアの実

際. 関西看護研究会, 1.13, 名古屋. 
岸本裕充（2007）口腔ケア実践テクニック. 兵庫県看護協会

西阪神支部口腔ケア研修会, 1.27, 西宮. 
岸本裕充（2007）急性期病院におけるオーラルマネジメント. 

イトリゾール内用液発売記念講演会, 3.17, 神戸. 
岸本裕充（2007）最新口腔ケアQ&A　病態別口腔ケアの実

際. 関西看護研究会, 3.24, 神戸. 
岸本裕充, 竹信俊彦, 古土井春吾, 梅田正博（2007）研修歯

科医からみた新歯科医師臨床研修制度について. Dental 
Tribune, 4月, 14. 

梅田正博, 野口一馬, 竹信俊彦, 岸本裕充（2007）歯科医師臨
床研修－初年度を振り返って－. Dental Tribune, 4月, 15. 

岸本裕充（2007）口腔ケア実践テクニック. むつみ会春期研
修会, 4.8, 神戸. 

浦出雅裕（2007）ビスホスホネートと顎骨壊死について.（ラン
チョンセミナー）第61回NPO法人日本口腔科学会学術集
会, 4.19-20, 神戸. 

岸本裕充（2007）癌患者における口腔ケア.（ランチョンセミ
ナー）第61回NPO法人日本口腔科学会学術集会, 4.19-20, 
神戸. 

岸本裕充（2007）最新口腔ケアQ&A　病態別口腔ケアの実
際. 関西看護研究会, 4.28, 札幌. 

浦出雅裕（2007）ビスホスホネートと顎骨壊死について. 尼崎
市歯科医師会医療講演会, 6.16, 尼崎. 

岸本裕充（2007）あなたの口腔ケアが変わる！最新口腔ケア
Q&A. 関西看護研究会, 6.30, 広島. 

岸本裕充（2007）口腔の知識－口内炎とステロイド軟膏－. ラ
ジオNIKKEI薬学の時間, 8.7. 

長谷川誠実（2007）歯の根が生み出す全身の病気. 兵庫医科
大学市民健康講座, 8.22, 西宮. 

岸本裕充（2007）急性期における口腔ケア習得セミナー. オー
ラルケア社主催看護師のための口腔ケアセミナー, 8.26, 名
古屋. 

岸本裕充（2007）NSTに役立つ口腔ケア－嚥下における歯／
義歯の重要性を含めて－. 南大阪NST特別講演会, 9.18, 狭
山. 

岸本裕充（2007）誤嚥性肺炎・VAP予防と口腔ケア. 第22回

神戸呼吸器臨床勉強会, 9.21, 神戸. 
岸本裕充（2007）口腔ケアの常識・非常識. 宝塚市立病院口

腔ケア研修会, 9.27, 宝塚. 
岸本裕充（2007）口腔ケアの基本と在宅医療への応用. 兵庫

県保険医協会第22回在宅医療研究会, 9.29, 神戸. 
浦出雅裕（2007）ビスホスホネート系薬剤と顎骨壊死－臨

床病態と治療ガイドライン－.（ランチョンセミナー）第52回
（社）日本口腔外科学会総会, 9.29-30, 名古屋. 

岸本裕充（2007）あなたの口腔ケアが変わる！最新口腔ケア
Q&A. 関西看護研究会, 9.30, 東京.

蔵下　舞（2007）当科外来における感染対策の取り組み. 第
11回阪神地区病院歯科勤務医会, 10.24, 尼崎. 

岸本裕充（2007）脳卒中患者に対する包括的口腔管理システ
ムの構築. 平成19年度尾張西部医療圏講習会, 10.28, 一宮. 

木﨑久美子（2007）看護セミナーレベルⅢ「呼吸ケア」研修
「呼吸ケアにおける歯科衛生士の役割」. 院内研修, 10.31, 
西宮. 

岸本裕充（2007）急性期における口腔ケア習得セミナー.（ラ
ジオ）オーラルケア社主催看護師のための口腔ケアセミ
ナー, 11.3, 大阪. 

本田公亮（2007）歯科口腔外科が行っている先進医療に
ついて. 第4回兵庫医科大学病院病診・病病連携勉強会, 
11.19, 西宮.

胸部腫瘍学
Thoracic Oncology

■ 著書 ■
坪田紀明　著（2007）イラストレイテッド肺癌手術, 第2版, 医

学書院, 東京.
坪田紀明（2007）真摯な診療態度と相手への敬意.患者さ

んとのコミュニケーションをはかるベッドサイドでの一言！,
（日本医事新報社　編）, 日本医事新報社, 東京, 262-263.

■ 学術論文 ■

［原著］ 
Okada, M., Mimura, T., Ikegaki, J., Katoh, H., Itoh, H. and 

Tsubota, N.（2007）A novel video-assisted anatomical 
segmentectomy technique: selective segmental inflation 
via bronchofiberoptic jet followed cautery cutting. J. 
Thorac. Cardiovasc. Surg., 133, 753-758.

Mimura, T. , Ito, A. , Sakuma, T. , Ohbayash i, C. , 
Yoshimura, M., Tsubota, N., Okita, Y. and Okada, 
M.（2007）Novel marker D2-40, combined with 
ca l ret in in, CEA and TTF-1:an opt ima l set of 
immunodiagnostic markers for pleural mesothelioma.
Cancer, 109, 933-938.

Yuki, T., Sakuma, T., Ohbayashi, C., Yoshimura, 
M., Tsubota, N., Okita, Y. and Okada, M.（2007）
Pleomorphic carcinoma of the lung: a surgical outcome. 
J. Thorac.Cardiovasc.Surg., 134, 399-404.
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Osawa, Y., Osawa, K.K., Miyaishi, A., Higuchi, M., 
Tsutou, A., Matsumura, S., Tabuchi, Y., Tsubota, 
N. and Takahashi, J.（2007）NAT2 and CYP1A2 
polymorphisms and lung cancer risk in relation to 
smoking status.Asian Pac. J. Cancer Prev., 8, 103-108.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
坪田紀明（2007）機能温存の肺手術.（教育講演）第30回日

本呼吸器内視鏡学会学術集会, 6.7-8, 東京.
［シンポジウム等］
田中文啓, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近

藤展行, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯
田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 辻村
亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫に対する集学的治療に向
けて.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名
古屋.（肺癌, 47, 449, 2007.）

近藤展行, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中
文啓, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 宮田　茂, 田村邦
宣, 飯田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 
坪田紀明（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と手術適応
の検討.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-
9, 名古屋.（肺癌, 47, 468, 2007.）

［一般講演］
安光亮洋, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 田端千春, 田村

邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 冨士原将之, 福岡
和也, 坪田紀明, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の胸壁
浸潤巣に対する局所放射線治療の有用性に関する検討. 
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 490, 
2007.）

福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 田端
千春, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 宮田　茂, 坪田紀
明, 中野孝司（2007）未治療悪性胸膜中皮腫に対するペ
メトレキセド＋シスプラチン併用療法の有効性と安全性の
検討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 
490, 2007.）

栗林康造, 福岡和也, 安光亮洋, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 坪田
紀明, 中野孝司（2007）既治療悪性胸膜中皮腫に対する
Pemetrexed+Cisplatin併用療法の治療経験. 第48回日本
肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 490, 2007.）

田村邦宣, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 飯田慎
一郎, 田端千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 坪田紀明, 
中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近藤展行, 
田中文啓, 長谷川誠紀（2007）術後pN2と診断された肺癌
（c-NO-1）切除例におけるFDG-PETによる縦隔リンパ節
転移の検討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺
癌, 47, 542, 2007.）

飯田慎一郎, 安光亮洋, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 田
端千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福岡和也, 坪田紀
明, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するセカンドラ
イン療法　ゲムシタビン+塩酸イリノテカン併用療法のpilot 

study. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 
576 , 2007.）

多久和輝尚, 田中文啓, 松本成司, 奥村好邦, 近藤展行, 長谷
川誠紀, 橋本昌樹, 山田秀哉, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 栗
林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中野孝司, 辻村　亨, 坪田
紀明（2007）悪性胸膜中皮腫におけるEGFR遺伝子変異. 
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 578, 
2007.）

山田秀哉, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 栗林康造, 飯田慎
一郎, 田村邦宣, 田端千春, 宮田　茂, 三宅光富, 中野孝司, 
坪田紀明（2007）悪性中皮腫の血清診断マーカーとしての
血清オステオポンチンの検討. 第48回日本肺癌学会総会, 
11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 516, 2007.）

村上亜紀, 安光亮洋, 山田秀哉, 飯田慎一郎, 田村邦宣, 田端
千春, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福岡和也, 坪田紀明, 
中野孝司（2007）アスベスト環境曝露を受けた同一家系内
に発症した中皮腫の検討. 第48回日本肺癌学会総会, 11.8-
9, 名古屋.（肺癌, 47, 657, 2007.）

福岡和也, 栗林康造, 中野孝司, 奥村好邦, 田中文啓, 長谷川
誠紀, 辻村　亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫の診断と治
療に対する新しい取り組み－科学技術振興調整費による
全国共同研究の発足－. 第60回兵庫県医師会設立記念医
学会, 11.11, 神戸.

Yasumitsu, A., Fukuoka, K., Kuribayashi, K., Murakami, 
A., Yamada, S., Tamura, K., Iida, S., Tabata, C., Tsubota, 
N. and Nakano, T.（2007）Thoracoscopy combined 
with auto-f luorescence imaging（AFI）and narrow 
band imaging（NBI）is a novel tool for the diagnosis of 
malignant pleural mesothelioma. 12th Congress of the 
Asian Pacific Society of Respirology, 11.30-12.4, Gold 
Coast, Australia.

■ その他 ■
坪田紀明（2007）肺癌手術における機能の温存. 埼玉肺癌研

究会, 10.30, 大宮.
坪田紀明（2007）呼吸器外科　最近の話題. 神緑会西宮支

部講演会, 9.29, 西宮.
坪田紀明（2007）今　呼吸器外科医に求められているもの－

先輩からの意見と提言－. 第24回日本呼吸器学会, 5.18, 横
浜.

地域医療学
Community and Emergency Medicine

■ 著書 ■
吉永和正（2007）診療のボトルネック. 経験から学ぶ大規模

災害医療－対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編）, 永井
書店, 大阪, 300-308.

吉永和正（2007）災害医療における熱傷.経験から学ぶ大規
模災害医療－対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編）, 永
井書店, 大阪, 398-403.
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吉永和正（2007）救急治療. 今日の処方, 改訂第4版,（高久史
麿, 水島　裕　監修）, 南江堂, 東京, 5-8.

■ 学術論文 ■
［総説］
中村通子, 鵜飼　卓, 石井　卓, 吉永和正, 甲斐達朗, 池内

尚司, 中山伸一, 尼崎J R脱線事故特別調査委員会 
（2007）2005年4月JR福知山線の脱線事故での, 市民によ
る救助活動. 日本集団災害医学会誌, 12, 17-19.

［原著］
松平宗典 , 切田　学, 小谷穣治 , 吉永和正 , 丸川征四郎

（2007）当救命救急センターにおける現状分析とPICUの
必要性－PICUを実現させるために何が必要か？. 日本小児
救急医学会雑誌, 6, 161-164.

［研究報告］
鵜飼　卓, 石井　昇, 吉永和正, 甲斐達朗, 中山伸一, 池内

尚司, 桟　裕子, 中村通子, 早川一隆, 松山雅洋（2007）JR
福知山線脱線事故に対する救急医療救護活動. 日本集団
災害医学会尼崎JR脱線事故特別調査委員会報告書（抜
粋）, 12, 1-11.

■ 学会発表 ■

［シンポジウム等］
吉永和正（2007）大規模災害時における法医学・臨床医学・

心理学の強調.（シンポジウム）第54回日本法医学会近畿地
方会, 11.10, 滋賀.

小谷穣治, 切田　学, 寺嶋真理子, 宇佐美眞, 上田敬博, 平
田淳一 , 松平宗典 , 大家宗彦, 吉永和正 , 丸川征四郎
（2007）侵襲下早期経腸栄養のアミノ酸代謝に及ぼす影
響と実施における工夫.（サテライトシンポジウム）日本外
科代謝栄養学会第44回学術集会, 7.10-11, 東京.（外科と代
謝・栄養, 41, 7, 2007.）

橋本篤徳, 平田淳一, 山田真理子, 小谷穣治, 大家宗彦, 切
田　学, 吉永和正 , 丸川征四郎 , 黒田暢一 , 岡田敏弘
（2007）ショックを呈した胃瘻近傍の動脈性胃潰瘍出血
に対し内視鏡下に自作彎曲針にて縫合止血した1救命
例.（ワークショップ）第43回日本腹部救急医学会総会, 3.8-
9, 東京.（日本腹部救急医学会雑誌, 27, 326, 2007.）

切田　学, 小谷穣治, 寺嶋真理子, 橋本篤徳, 山田太平, 吉
永和正, 丸川征四郎（2007）輸血緊急度の伝達と輸血払出
しに関して救急外科医からの要望.（パネルディスカッショ
ン）第55回日本輸血・細胞治療学会総会, 5.31-6.2, 名古
屋.（日本輸血細胞治療学会誌, 53, 198, 2007.）

［一般講演］
上田敬博, 吉永和正, 山田太平, 久保山一敏, 小谷穣治, 切

田　学, 大植麻衣, 安井大雅 , 高村　学, 丸川征四郎
（2007）大阪国際空港訓練アンケート結果よりみた空港
災害医療の課題. 第10回日本臨床救急医学会総会・学術
集会, 5.17-18, 神戸.（日本臨床救急医学会雑誌, 10, 252, 
2007.）

寺嶋真理子, 切田　学, 山田太平, 小谷穣治, 吉永和正, 丸
川征四郎（2007）術直後TAEを併用し救命し得た肝損傷
の1例. 第21回日本外傷学会, 5.24-25, 千葉.（日本外傷学
会雑誌, 21, 204, 2007.）

吉永和正（2007）丹波地域の救急医療. 平成19年度第2回兵
庫医科大学医学会学術講演会, 10.5, 西宮.

松平宗典, 切田　学, 吉永和正, 山田太平, 小谷穣治, 橋本
篤徳, 平田淳一, 大家宗彦, 丸川征四郎（2007）AED普
及, 救命救急処置の拡大後, 内因性院外心肺機能停止例
の生命予後は改善したか？. 第35回日本救急医学会総会・
学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 379, 
2007.）

橋本篤徳, 松平宗典, 切田　学, 山田太平, 大家宗彦, 小谷
穣治, 平田淳一, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）維持透析
は脳出血の生命予後に影響を及ぼすか？. 第35回日本救
急医学会総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学
会雑誌, 18, 386, 2007.）

切田　学, 松平宗典, 小谷穣治, 山田太平, 橋本篤徳, 上田
敬博, 久保山一敏, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）当救命
救急センターにおける救急診療状況と問題点. 第35回日本
救急医学会総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医
学会雑誌, 18, 394, 2007.）

寺嶋真理子, 切田　学, 小谷穣治, 橋本篤徳, 山田太平, 平田
淳一, 上田敬博, 大家宗彦, 松平宗典, 吉永和正, 丸川征
四郎（2007）フルニエ症候群の治療法の検－結腸瘻は必
要か？－. 第35回日本救急医学会総会・学術集会, 10.16-
18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 405, 2007.）

山田太平, 切田　学, 吉永和正, 松平宗典, 小谷穣治, 橋本
篤徳, 平田淳一, 大家宗彦, 丸川征四郎（2007）内因性院
外心肺機能停止例に対するbystandarCPRは救命率改善
につながるか？. 第35回日本救急医学会総会・学術集会, 
10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 444, 2007.）

小谷穣治, 切田　学, 寺嶋真理子, 松平宗典, 上田敬博, 平田
淳一, 大家宗彦, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）当センター
の重症急性膵炎（SAP）における治療の現況－消化管機
能評価と栄管理を含めて. 第35回日本救急医学会総会・
学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 453, 
2007.）

吉永和正, 平田淳一, 上田敬博, 大家宗彦, 切田　学, 丸川
征四郎（2007）G2005によるCPR教育効果の変化. 第35
回日本救急医学会総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本
救急医学会雑誌, 18, 474, 2007.）

■ その他 ■
吉永和正（2007）北里大学病院初期臨床研修指導医養成

ワークショップ, 11.16-17, 神奈川. 
吉永和正（2007）災害医療全般について. 災害セミナー , 6.1, 

枚方.
吉永和正（2007）心肺蘇生についての講演. 心肺蘇生法講習

会, 6.20, 三田. 
吉永和正（2007）新しい医師臨床研修制度. 臨床研修指導

医養成ワークショップ, 12.7-9, 金沢.
吉永和正（2007）AEDを用いた心肺蘇生法の実施について. 

平成19年度救急法研修会, 6.19, 丹波. 
吉永和正（2007）家庭における救急処置について. 兵庫県芦

屋市健康大学一般公開講座, 9.27 , 芦屋.
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〔臨床医学系学科目〕
Clinical Medicine Subjects

救急・災害医学／救命救急センター
Emergency and Critical Care Medicine, Disaster Medicine/

Medical Center for Emergency and Critical Care

■ 著書 ■
丸川征四郎　編著（2007）Ⅰ総論　大事故災害医療対応に

おける考え方. 経験から学ぶ大規模災害医療－対応・活
動・処置－, 永井書店, 大阪, 3-7. 

丸川征四郎　編著（2007）Ⅰ総論　大事故災害医療対応シ
ステムの構築（院内）. 経験から学ぶ大規模災害医療－対
応・活動・処置－, 永井書店, 大阪, 8-11, 

丸川征四郎　編著（2007）Ⅲ施設内の災害発生時の対応
院内情報の収集. 経験から学ぶ大規模災害医療－対応・
活動・処置－, 永井書店, 大阪, 80-82.

丸川征四郎　編著（2007）Ⅲ施設内の災害発生時の対応被
災拡大の抑制と復旧. 経験から学ぶ大規模災害医療－対
応・活動・処置－, 永井書店, 大阪, 93-102.

丸川征四郎　編著（2007）Experience & View　情報の混
乱要因. 経験から学ぶ大規模災害医療－対応・活動・処置
－, 永井書店, 大阪, 103.

丸川征四郎　編著（2007）Ⅰ総論　個人の安全と行動. 経
験から学ぶ大規模災害医療－対応・活動・処置－, 永井書
店, 大阪, 12-18.

丸川征四郎　編著（2007）Ⅴ発生時の病院医療活動　情報
対策室と対策本部の構成と役割. 経験から学ぶ大規模災
害医療－対応・活動・処置－, 永井書店, 大阪, 191-196.

丸川征四郎　編著（2007）Ⅴ発生時の病院医療活動　ト
リアージポスト. 経験から学ぶ大規模災害医療－対応・活
動・処置－, 永井書店, 大阪, 197-204.

大家宗彦（2007）Ⅴ発生時の病院医療活動　院内搬送. 経
験から学ぶ大規模災害医療－対応・活動・処置－,（丸川
征四郎　編）, 永井書店, 大阪, 205-209.

山口　勲 , 丸川征四郎（2007）Ⅴ発生時の病院医療活動
メディア, 警察との連携. 経験から学ぶ大規模災害医療－
対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編）, 永井書店, 大阪, 
245-250.

丸川征四郎　編著（2007）Ⅵ発生時の不安定要素と対応被
災傷病者数と収容能力の推定. 経験から学ぶ大規模災害
医療－対応・活動・処置－, 永井書店, 大阪, 293-299.

丸川征四郎　編著（2007）Ⅵ発生時の不安定要素と対応
災害医療における救護活動の阻害要因と対策. 経験から
学ぶ大規模災害医療－対応・活動・処置－, 永井書店, 大
阪, 323-342.

久保山一敏（2007）Ⅶ救護班の派遣　派遣決定の経過. 経
験から学ぶ大規模災害医療－対応・活動・処置－,（丸川
征四郎　編）, 永井書店, 大阪, 343-349.

久保山一敏（2007）Ⅶ救護班の派遣　救護班の構成・装備. 
経験から学ぶ大規模災害医療－対応・活動・処置－,（丸

川征四郎　編）, 永井書店, 大阪, 350-357.
久保山一敏（2007）Ⅶ救護班の派遣　撤収の要件と手続

き・検証作業. 経験から学ぶ大規模災害医療－対応・活
動・処置－,（丸川征四郎　編）, 永井書店, 大阪, 370-375.

小谷穣治（2007）頭部外傷. よくわかって役に立つ　最新栄
養予防治療学,（武田英二, 長谷部正晴　編集）, 永井書
店, 大阪, 389-394.

■ 学術論文 ■
［総説］
小谷穣治, 青山倫子, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2007）敗血症

と遺伝子プロファイリング. 救急医学, 31, 1411-1415.
久保山一敏（2007）低体温療法. 救急医学, 31, 1051-1056.
小谷穣治, 矢吹浩子（2007）ナースにしかできない！臨床栄

養管理のポイント. 看護学雑誌, 71, 121-132.
宇佐美眞, 小谷穣治（2007）Bacterial translocation の治

療. 日本外科学会雑誌, 108, 143-146.
宇佐美眞, 大畑　淳, 三好真琴, 青山倫子, 坂木宏衣, 秀野

克仁, 小谷穣治, 寒原芳浩（2007）短鎖脂肪酸の腸粘膜
上皮細胞 tight junction 透過性に及ぼす効果そのメカニ
ズム. 外科と代謝・栄養, 41, 129-142.

宇佐美眞, 小谷穣治（2007）重症患者に対する栄養管理法
の基本設計は？. 救急・集中治療, 18, 1415-1420.

［原著］
小谷穣治, 寺嶋真理子, 青山倫子, 萩　彰文, 河野祐一, 宇

佐美眞, 丸川征四郎（2007）ラット急性エンドトキシン血
症モデルにおける好中球アポトーシス抑制に対するn-3系
多価不飽和脂肪酸の静脈投与の影響. 日本外科感染症学
会雑誌, 4, 543-549.

青山倫子, 小谷穣治, 宇佐美眞, 谷出晶子, 秀野克仁, 不動
翔子, 三好真琴, 丸川征四郎（2007）エンドトキシン血症
下の骨髄細胞アポトーシス誘導における内因性IL-18の役
割. 日本外科感染症学会雑誌, 4, 573-578.

松平宗典 , 切田　学, 小谷穣治 , 吉永和正 , 丸川征四郎
（2007）当救命救急センターにおける現状分析とPICUの
必要性－PICUを実現させるために何が必要か？. 日本小
児救急医学会雑誌, 6, 161-164.

［症例報告］
Kinosita, H., Fuke, C., Kubota, A., Nishiguchi, M., Ouchi, 

H., Minami, T., Matsui, K., Yamamura, T., Motomura, 
H., Yoshinaga, K., Marukawa, S. and Hishida, S.（2006）
A fatal case of saponated cresol ingestion. Soud. Lek., 
51, 47-50.

橋本篤徳, 切田　学, 小谷穣治, 寺嶋真理子, 山田太平, 松
平宗典, 大家宗彦, 丸川征四郎（2007）手術を要した重症
急性膵炎2例のＡＴⅢの推移. バイオメディカル, 17, 27-31.

久保山一敏（2007）甲子園球場リニューアルから考える. 救
急医療ジャーナル, 15, 50-57.

Kinoshita, H., Kubota, A., Nishiguchi, M., Ouchi, H., 
Minami, T., Matsui, K., Yamamura, T., Motomura, H., 
Kuboyama, K., Marukawa, S., Ameno, K. and Hishida, 
S.（2007）Hyperpyrex ia induced by a mult iple 



146 兵庫医大業績録（2007）

antidepressants overdose. Hum. Exp. Toxicol., 26, 609-
611.

［研究報告］
丸川征四郎（2007）自動体外式除細動器（AED）を用いた

心疾患の救命率向上のための体制の構築に関する研究. 
平成18年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生
活習慣病対策総合研究事業報告書, 3-16.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
丸川征四郎（2007）人工呼吸器開発への挑戦：いま何故, 

国産人工呼吸器なのか？.（会長講演）第34回日本集中治
療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑
誌, 14（Suppl.）, 93, 2007.）

小谷穣治（2007）NSTって何してるの？.（教育講演）第24回
阪神病態栄養研究会, 4.26, 西宮. 

丸川征四郎（2007）心肺蘇生法のガイドライン改訂－特
にその理念について.（教育講演）第21回東北救急医学
会総会・学術集会, 6.23, 岩手.（プログラム・抄録集, 28, 
2007.）

丸川征四郎（2007）大規模災害とクラッシュ関連障害.（特
別講演）第10回岐阜急性血液浄化研究会, 9.7, 岐阜. 

小谷穣治（2007）侵襲下早期経腸栄養の代謝変動に及ぼす
影響と重症症例における実施の工夫.（特別講演）第1回東
海救命救急SBMN研究会学術講演会, 9.20, 名古屋. 

Kotani, J. and Ohyanagi, H.（2007）Our experience 
in using JSPEN guideline for surgery and critical 
care -Early enteral feeding in surgery and intensive 
care unit.（Special Lecture）2nd Annual Meeting of 
Chinese Society of Parenteral and Enteral Nutrition
（CSEPEN）, 9.21-24, Nanking, China.（Parenteral and 
Enteral Nutrition, 10, 2007.）

小谷穣治（2007）慢性閉塞性疾患（COPD）患者の栄養管
理.（教育講演）第29回阪神病態栄養研究会, 9.27, 西宮.

寺嶋真理子（2007）侵襲下の栄養管理.（教育講演）第31回
阪神病態栄養研究会, 11.21, 西宮.

小谷穣治（2007）侵襲下の栄養管理.（教育講演）第31回阪
神病態栄養研究会, 11.21, 西宮.

［シンポジウム等］
山内順子, 丸川征四郎, 安井大雅（2007）部分補助換気法

の新しい潮流.（シンポジウム）第34回日本集中治療医学
会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14 

（Suppl.）, 164, 2007.）
山内順子, 丸川征四郎（2007）阪神・淡路大震災下のICU.
（ワークショップ）第34回日本集中治療医学会学術集
会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌,（Suppl.）, 216, 
2007.）

小谷穣治, 青山倫子, 秀野克仁, 不動翔子, 山田真理子, 切
田　学, 吉永和正, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2007）日本人
TNF－αプロモーター領域遺伝子多型（SNP）と侵襲下免
疫機能変化の関連の一考察.（ワークショップ）第43回日本
腹部救急医学会総会, 3.8-9, 東京.（日本腹部救急医学会

雑誌, 27, 301, 2007.）
橋本篤徳, 平田淳一, 山田真理子, 小谷穣治, 大家宗彦, 切

田　学, 吉永和正 , 丸川征四郎 , 黒田暢一 , 岡田敏弘
（2007）ショックを呈した胃瘻近傍の動脈性胃潰瘍出血
に対し内視鏡下に自作彎曲針にて縫合止血した1救命
例.（ワークショップ）第43回日本腹部救急医学会総会, 
3.8-9, 東京.（日本腹部救急医学会雑誌, 27, 326, 2007.）

宮脇淳志, 足立　克, 山田真理子, 小谷穣治, 切田　学, 吉
永和正 , 丸川征四郎 , 福西成夫 , 橘　俊哉 , 吉矢晋一

（2007）開放性骨盤骨折の治療経験.（シンポジウム）第13
回救急整形外傷シンポジウム, 3.16-18, 北海道.（抄録集, 
27, 2007.）

小谷穣治, 切田　学, 山田真理子, 佐々木崇, 井上真一, 平
田淳一, 奥村好邦, 長谷川誠紀, 吉永和正, 丸川征四郎

（2007）JR福知山線脱線事故における傷病者損傷形態か
ら見た災害時に求められる外科医の役割.（シンポジウム）
第107回日本外科学会定期学術集会, 4.11-13, 大阪.（日本
外科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 84, 2007.）

青山倫子, 小谷穣治, 谷出晶子, 不動翔子, 秀野克仁, 大野
葉月, 坂本宏衣, 三好真琴, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2007）
急性エンドトキシン血症（Etx）下における幼弱・成熟骨
髄細胞（BM）apoptosis（Ap）と生存率における内因性
IL-18の役割.（サージカルフォーラム）第107回日本外科学
会定期学術集会, 4.11-13, 大阪.（日本外科学会雑誌, 108
（臨時増刊2）, 273, 2007.）

切田　学, 小谷穣治, 山田真理子, 平田淳一, 吉永和正, 丸
川征四郎（2007）重症急性膵炎に合併した感染壊死病巣
への外科的アプローチ法と開放創の工夫.（パネルディス
カッション）第107回日本外科学会定期学術集会, 4.11-13, 
大阪.（日本外科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 510, 2007.）

小谷穣治（2007）外科侵襲への治療戦略と栄養管理の実
際.（ランチョンセミナー）NPO法人第61回日本口腔科学会
学術集会, 4.19-20, 神戸. 

Kotani, J.（2007）Roles of TNFR and Bcl-2 family 
proteins in apoptosis in bone marrow and peripheral 
neutrophils.（Symposium）The 7th Joint Scientif ic 
Congress of the KSCCM and JSICM Symposium, 
4.28-29, Seoul, Korea.

小谷穣治（2007）経腸栄養はラット急性膵炎における 
Bacterial translocaton を抑制するが生存率を改善しな
い.（ワークショップ）第22回日本 Shock 学会総会, 5.10-
11, 大津.（Shock, 22, 32, 2007.）

切田　学, 小谷穣治, 寺嶋真理子, 橋本篤徳, 山田太平, 吉
永和正, 丸川征四郎（2007）輸血緊急度の伝達と輸血払
出しに関して救急外科医からの要望.（パネルディスカッ
ション）第55回日本輸血・細胞治療学会総会, 5.31-6.2, 名
古屋.（日本輸血細胞治療学会誌, 53, 198, 2007.）

丸川征四郎（2007）救急医療における終末期について.（パ
ネルディスカッション）第20回日本脳死・脳蘇生学会総
会・学術集会, 6.1-2, 熊本.  

小谷穣治（2007）侵襲下早期経腸栄養のアミノ酸代謝に
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及ぼす影響と実施における工夫.（サテライトシンポジウ
ム）日本外科代謝栄養学会第44回学術集会, 7.10-11, 東
京.（外科と代謝・栄養, 41, 7, 2007.） 

小谷穣治, 青山倫子, 平田淳一, 寺嶋真理子, 上田敬博, 大
家宗彦, 切田　学, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2007）侵襲下
における幼弱好中球のアポトーシス感受性の成熟に伴う
変化の機序と臓器障害発症の一考察.（シンポジウム）日
本外科代謝栄養学会第44回学術集会, 7.10-11, 東京.（外
科と代謝・栄養, 41, 16, 2007.）

小谷穣治, 切田　学, 寺嶋真理子, 宇佐美眞, 上田敬博, 平
田淳一, 松平宗典 , 大家宗彦, 吉永和正 , 丸川征四郎

（2007）侵襲下早期経腸栄養のアミノ酸代謝に及ぼす影
響と実際における工夫.（サテライトシンポジウム）日本外
科代謝栄養学会第44回学術集会, 7.10-11, 東京.（外科と
代謝・栄養, 41, 7, 2007.）

 橋本篤徳（2007）救急・集中治療領域における漢方薬の使
用経験.（シンポジウム）第5回兵庫県臨床漢方医会学術集
会, 11.18, 神戸.    

小谷穣治（2007）｢この症例をどうする？｣経腸栄養と下
痢.（壇上症例検討会）第8回兵庫NST研究会学術講演会, 
12.8, 神戸. 

［一般講演］
小谷穣治, 宇佐美眞, 上田敬博, 丸川征四郎（2007）消化器

術後患者における血中β-D-glucan 測定値と急性期炎症
反応の関係. 第8回真菌症フォーラム学術集会, 2.10, 神戸. 

小谷穣治, 矢吹浩子, 小倉由美子, 竹田良子, 尾上由美子, 小
西尚美, 岡山カナ子, 三野幸治, 荒木一恵, 入江俊彦, 和田
恭直, 田中春美, 舛谷元丸, 小坂　正, 福田能啓（2007）
大学病院NST立ち上げにおける看護部組織力の重要性－
兵庫医科大学での経験から. 第22回日本静脈経腸栄養学
会, 2.8-9, 松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 270, 2007.）

野口一馬, 小谷穣治, 児島正道, 矢吹浩子, 宮本純子, 田中
春美, 荒木一恵, 三野幸治, 入江俊彦, 和田恭直, 福田能啓
（2007）舌・下咽頭食道癌術後患者の嚥下障害に対する
歯科的アプローチ. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 
松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 548, 2007.） 

吉永和正 , 上野直子, 村岡良和 , 切田　学, 丸川征四郎
（2007）CPAOAの来院時データに基づいた統計学的予後
予測法. 第34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神
戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 236, 2007.）

橋本篤徳, 松平宗典, 安井大雅, 大家宗彦, 切田　学, 吉永
和正, 丸川征四郎（2007）高PEEPでの人工呼吸が有効
であった多発肋骨骨折・両側肺挫傷の一例. 第34回日本
集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医
学会雑誌, 14（Suppl.）, 276, 2007.）

谷出晶子, 小谷穣治, 青山倫子, 不動翔子, 秀野克仁, 坂木
宏衣, 赤松加奈子, 八木三保, 宇佐美眞, 丸川征四郎

（2007）エンドトキシン血症（Etx）下腸管のapoptosis 
（Ap）誘導と toll-like receptor（TLR）4発現における
IL-18の役割. 第34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-
3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 306, 

2007.）
Hirata, J., Ohya, M., Hashimoto, A., Okamura, H. and 

Marukawa, S.（2007）The effect（s）of free radical 
scavengers on per iton ia l sepsis-induced lung 
injury in rat. 7th World Congresson Trauma, Shock, 
Inflammation and Sepsis-TSIS 2007, 3.13-17, Munich, 
Germany.

Kuboyama, K.（2007）Medical preparedness for mass-
gathering situations at major baseball stadium in 
Japan: renovation planning for Hanshin Koshien 
Stadium. 15th World Congress on Disaster and 
Emergency Medicine, 5.13-16, Amsterdam, The 
Netherlands.（Prehospital and Disaster Medicine, s67, 
2007.）

上田敬博, 吉永和正, 山田太平, 久保山一敏, 小谷穣治, 切
田　学, 大植麻衣, 安井大雅 , 高村　学, 丸川征四郎

（2007）大阪国際空港訓練アンケート結果よりみた空港
災害医療の課題. 第10回日本臨床救急医学会総会・学術
集会, 5.17-18, 神戸.（日本臨床救急医学会雑誌, 10, 252, 
2007.）

足立　克, 宮脇淳志, 寺嶋真理子, 小谷穣治, 切田　学, 丸
川征四郎（2007）腹腔内圧の評価に難渋した多発外傷
の1例－骨盤骨折時膀胱内圧への影響の1考察. 第21回日
本外傷学会, 5.24-25, 千葉.（日本外傷学会雑誌, 21, 197, 
2007.）

寺嶋真理子, 切田　学, 山田太平, 小谷穣治, 吉永和正, 丸
川征四郎（2007）術直後TAEを併用し救命し得た肝損傷
の1例. 第21回日本外傷学会, 5.24-25, 千葉.（日本外傷学
会雑誌, 21, 204, 2007.）

小谷穣治, 切田　学, 寺嶋真理子, 平田淳一, 上田敬博, 
橋本篤徳 , 丸川征四郎（2007）Ⅲｂ型肝損傷に対する 
Intracaval Shunt の一経験例で感じた問題点. 第21回日
本外傷学会, 5.24-25, 千葉.（日本外傷学会雑誌, 21, 214, 
2007.）

足立　克, 宮脇淳志, 小谷穣治, 丸川征四郎, 福西成夫, 吉
矢晋一（2007）骨盤輪後弓破綻に対する仙腸関節プレー
トの使用経験. 第17回近畿外傷診療フォーラム, 6.16, 西
宮.  

橋本篤徳, 久保山一敏 , 丸川征四郎, 太田祥一（2007）放
送メディアを活用した, 地域市民に対するAED普及啓発
の試み：実施可能性の検討. 第96回近畿救急医学研究会
（日本救急医学会近畿地方会）, 7.21, 大阪.（プログラム・
抄録集, 34, 2007.）

荒木一恵, 肥塚浩昌, 三野幸治, 森不二子, 安井富美子, 高
橋留佳, 栄谷直美, 廣瀬　愛, 松田知子, 舛谷元丸, 小倉
由美子, 塩谷明子, 和田恭直, 宮本純子, 矢吹浩子, 小谷穣
治, 福田能啓（2007）半固形化栄養剤の使用が奏功した
NST介入の2症例. 第17回近畿輸液・栄養研究会, 9.15, 高
槻.（プログラム・抄録集, 18, 2007.）

松平宗典, 切田　学, 吉永和正, 山田太平, 小谷穣治, 橋本
篤徳, 平田淳一, 大家宗彦, 丸川征四郎（2007）AED普
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及, 救急救命処置の拡大後, 内因性院外心肺機能停止例
の生命予後は改善したか？. 第35回日本救急医学会総会・
学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 379, 
2007.）

橋本篤徳, 松平宗典, 切田　学, 山田太平, 大家宗彦, 小谷
穣治, 平田淳一, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）維持透析
は脳出血の生命予後に影響を及ぼすか？. 第35回日本救
急医学会総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学
会雑誌, 18, 386, 2007.）

小谷穣治, 青山倫子, 平田淳一, 寺嶋真理子, 上田敬博, 大
家宗彦, 切田　学, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2007）侵襲下
における幼弱好中球の成熟に伴うアポトーシス感受性の
変化と臓器障害発症の一考察  免疫修飾栄養素による制
御の試み. 第35回日本救急医学会総会・学術集会, 10.16-
18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 388, 2007.）

切田　学, 松平宗典, 小谷穣治, 山田太平, 橋本篤徳, 上田
敬博, 久保山一敏, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）当救命
救急センターにおける救急診療状況と問題点. 第35回日
本救急医学会総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急
医学会雑誌, 18, 394, 2007.）

寺嶋真理子, 切田　学, 小谷穣治, 橋本篤徳, 山田太平, 平田
淳一, 上田敬博, 大家宗彦, 松平宗典, 吉永和正, 丸川征
四郎（2007）フルニエ症候群の治療法の検－結腸瘻は必
要か？－. 第35回日本救急医学会総会・学術集会, 10.16-
18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 405, 2007.）

平田淳一, 大家宗彦, 橋本篤徳, 丸川征四郎（2007）ラット
腹膜炎心筋組織傷害モデルの late hypodynamic phase 
における reactive oxygen species（ROS）のDNA傷害
とその修復機序. 第35回日本救急医学会総会・学術集会, 
10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 439, 2007.）

大家宗彦, 平田淳一, 橋本篤徳, 丸川征四郎（2007）ラット
腹膜炎肺組織傷害モデルでのreactive oxygen species

（ROS）によるDNA傷害とその修復機序. 第35回日本救
急医学会総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学
会雑誌, 18, 439, 2007.）

山田太平, 切田　学, 吉永和正, 松平宗典, 小谷穣治, 橋本
篤徳, 平田淳一, 大家宗彦, 丸川征四郎（2007）内因性
院外心肺機能停止例に対する bystandar CPR は救命
率改善につながるか？. 第35回日本救急医学会総会・学
術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 444, 
2007.）

久保山一敏, 丸川征四郎, 橋本篤徳, 太田祥一（2007）放送
メディアを活用した地域住民に対するAED普及啓発の試
み  その研究デザイン. 第35回日本救急医学会総会・学
術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 18, 445, 
2007.）

小谷穣治, 切田　学, 寺嶋真理子, 松平宗典, 上田敬博, 平
田淳一, 大家宗彦, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）当セン
ターの重症急性膵炎（SAP）における治療の現況－消化
管機能評価と栄養管理を含めて. 第35回日本救急医学会
総会・学術集会, 10.16-18, 大阪.（日本救急医学会雑誌, 

18, 453, 2007.）
足立　克, 福西成夫, 宮脇淳志, 吉矢晋一（2007）骨盤輪

後弓破綻に対する仙腸関節プレートの使用経験. 第109
回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会, 10.4-5, 奈
良.（中部日本整形外科災害外科学会雑誌, 50（秋季学
会）, 130, 2007.）

小谷穣治, 寺嶋真理子, 萩　彰文, 青山倫子, 平田淳一, 大
家宗彦 ,  上田敬博 ,  宇佐美眞, 丸川征四郎（20 07）
The effect of TPN with n-3 polyunsaturated fatty 
acids-enriched lipids on neutrophil apoptosis during 
endotoxin-induced systemic inflammation. 侵襲学セミ
ナー, 10.19, 大阪.

林　卓郎, 久保山一敏, 橋本篤徳, 平松治彦, 中尾博之, 足
立光平, 太田祥一, 丸川征四郎（2007）兵庫県における
AED普及・啓発の試み－放送メディアとの連携－. 第16回
兵庫県救急・集中治療研究会, 11.10, 神戸. 

橋本篤徳, 大家宗彦, 江口明世, 山田太平, 寺嶋真理子, 平
田淳一, 小谷穣治, 丸川征四郎（2007）敗血症における
ATⅢ製剤の有効性の検討. 第16回兵庫県救急・集中治療
研究会, 11.10, 神戸.   

小谷穣治, 肥塚浩昌, 舛谷元丸, 岡山カナ子, 宮本純子, 荒木
一恵, 安井富美子, 高橋留佳, 長瀬和子, 栄谷直美, 矢吹
浩子, 福田能啓（2007）摂食障害に伴う低リン血症がリネ
ゾリド（ザイボックス）投与中止によりさらに悪化した1症
例. 第27回兵庫臨床栄養研究会, 11.17, 神戸.  

寺嶋真理子, 切田　学, 井上貴至, 山田太平, 平田淳一, 小
谷穣治, 吉永和正, 丸川征四郎（2007）フリーザーバッグ

（ZIPLOCR）を用いた open abdominal managementの
工夫. 第18回近畿外傷診療フォーラム, 12.15, 大阪. 

渡邉まり, 小谷穣治, 青山倫子, 坂木宏衣, 秀野克仁, 和田
哲, 飯塚宣仁, 三好真琴, 宇佐美眞, 丸川征四郎（2007）
Proteinase-activated receptor（PAR）シグナルが好中球
apoptosis（Ap）と phagocytosis（Ph）に及ぼす影響の検
討. 第20回日本外科感染症学会総会, 11.7-9, 東京.（日本
外科感染症学会雑誌, 4（Suppl.）, 460, 2007.）

小谷穣治, 平田淳一, 青山倫子, 寺嶋真理子, 和田　哲, 宇佐
美眞, 柏村信一郎, 岡村春樹, 丸川征四郎（2007）ヒト好
中球（PMN）apoptosis（Ap）抑制におけるIL-18の役割. 
第14回外科侵襲とサイトカイン研究会, 12.15, 別府.（第14
回外科侵襲とサイトカイン研究会プログラム・抄録集, 17, 
2007.）

坂木宏衣, 三好真琴, 大畑　淳, 青山倫子, 秀野克仁, 小谷
穣治, 宇佐美眞（2007）Tributyrin経口投与によるラット
エンドトキシン血症下の侵襲反応抑制. 第14回外科侵襲
とサイトカイン研究会, 12.15, 別府.（第14回外科侵襲とサ
イトカイン研究会プログラム・抄録集, 20, 2007.）

■ その他 ■
小谷穣治（2007）外科・救急領域におけるイトリゾール注の

今後の可能性を検討する. イトリゾールR注1％臨床研究検
討会, 3.9, 東京. 

小谷穣治（2007）大規模病院NST立ち上げにおける看護部
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組織力の重要性－兵庫医科大学の経験から. 明石・西神
戸在宅栄養研究会, 3.17, 明石.  

丸川征四郎（2007）災害医療を考える. 松本市市民公開講
座, 3.24, 松本. 

松平宗典（2007）小児における血液浄化療法. 鳥居薬品㈱
社内勉強会, 4.23, 神戸.

丸川征四郎（2007）心肺停止プロトコール. 日本救急医療財
団日本救急医学会平成19年度病院前救護体制における
指導医等研修, 12.6, 神戸.

丸川征四郎（2007）JR福知山線列車事故に学ぶ　大規模災
害への準備. 第22回藤田保健衛生大学救命救急センター
勉強会, 12.14, 豊明. 

丸川征四郎（2007）腹臥位療法推進研究会の研究と実践の
報告. 財団法人聖ルカ・ライフサイエンス研究所セミナー, 
12.15, 東京.

小谷穣治（2007）NST立ち上げの手順とノウハウ. 東京警察
病院NST立ち上げプロジェクト, 12.20, 東京. 

丸川征四郎（2007）｢集中治療の明日を創る｣をテーマに第
34回日本集中治療医学会開催. 週刊医学界新聞, 4.2, 7.

丸川征四郎（2007）生の医療体験　本に. 讀賣新聞朝刊, 
6.5, 34.

病院病理部門／病院病理部
Division of Surgical Pathology/

Surgical Pathology

■ 学術論文 ■
［総説］
神田達夫, 丸山　聡, 廣田誠一, 間島寧興, 味岡洋一, 畠山勝

義（2007）大腸GIST. 手術, 61, 51-57.
廣田誠一（2007）細胞表面レセプターと分子標的療法. 病理

と臨床, 25（臨増）, 286-291.
羽尾裕之, 植田初江, 新長真由美, 廣田誠一（2007）血管平

滑筋細胞の表現型の多様性と動脈硬化進展のメカニズム. 
脈管学, 47, 307-312.

新長真由美, 松田育雄, 廣田誠一（2007）消化器間葉系腫
瘍（消化管と肝胆膵）の病理診断. 臨床消化器内科, 22, 
1363-1372.

廣田誠一, 伊藤　敬, 塚本吉胤（2007）GISTの概念と遺伝
子異常. 癌の臨床, 53, 473-479.

［原著］
Nakagomi, N. and Hirota, S.（2007）Juxtamembrane-

type c-kit gene mutation found in aggressive systemic 
mastocytosis induces imatinib-resistant constitutive 
KIT activation. Lab.Invest., 87, 365-371.

Hasegawa, J. , Kanda, T., Hirota, S., Fukuda, M., 
Nishitani, A., Takahashi, T., Kurosaki, I., Tsutsui, 
S., Hatakeyama, K. and Nishida, T.（2007）Surgical 
interventions for focal progression of advanced 
gastrointestinal stromal tumors during imatinib 

therapy. Int.J.Clin.Oncol., 12, 212-217.
Takahashi, T., Nakajima, K., Nishitani, A., Souma, 

Y., Hirota, S., Sawa, Y. and Nishida, T.（2007）An 
enhanced risk-group stratification system for more 
practical prognostication of clinically malignant 
gastrointestinal 

　stromal tumors. Int.J.Clin.Oncol., 12, 369-374.
Kuwata, H., Nakao, K., Harada, T., Matsuda, I. and Aiba, 

A.（2007）Generation of RGS8 nu11 mutant mice by 
Cre / 1oxP system. Kobe J. Med. Sci., 53, 275-281.

Ueno, K., Kusunoki, Y., Imamura, F., Yoshimura, M., 
Yamamoto, S., Uchida, J. and Tsukamoto, Y.（2007）
Cl in ica l  exper ience  with  autof luorescence 
imaging system in patients with lung cancers and 
precancerous lesions. Respiration, 74, 304-308. 

Kataoka, T.R., Ioka, T., Tsukamoto, Y., Matsumura, 
M., Ishiguro, S. and Nishizawa, Y.（2007）Nuclear 
expression of STAT5 in intraducta l papi l lary 
mucinous neoplasms of the pancreas. Int. J. Surg. 
Pathol., 15, 277-281.

Kawabata, R., Doki, Y., Ishikawa, O., Nakagawa, 
H. , Takach i , K. , M iyash i ro, I . , Tsukamoto, Y., 
Ohigashi, H., Sasaki, Y., Murata, K., Ishiguro, S. and 
Imaoka, S.（2007）Frequent brain metastasis after 
chemotherapy and surgery for advanced esophageal 
cancers.Hepatogastroenterology, 54, 1043-1048.

Myoishi, M., Hao, H., Minamino, T., Watanabe, K., 
Nishihira, K., Hatakeyama, K., Asada, Y., Okada, 
K., Ish ibashi-Ueda, H., Gabbiani, G., Bochaton-
Piallat, M.L., Mochizuki, N. and Kitakaze, M.（2007）
Increased  endoplasmic ret icu lum st ress i n 
atherosclerot ic plaques associated with acute 
coronary syndrome. Circulation, 116, 1226-1233.

Brisset, A.C., Hao, H., Camenzind, Z., Bacchetta, M., 
Geinoz, A., Sanchez, J.C., Chaponnier, C., Gabbiani, 
G. and Bochaton-Piallat, M.L.（2007）Intimal smooth 
muscle cells of porcine and human coronary artery 
express S100A4, a marker of the rhomboid phenotype 
in vitro. Circ. Res., 100, 1055-1062.

片岡裕美, 扇間昌規, 市川　厚, 坂崎文俊, 中室克彦, 山本
格士, 廣田誠一（2006）炎症反応およびアレルギー反応に
及ぼすオゾン化オイルの影響. 日本医療・環境オゾン研究
会会報, 13, 67-72.

［症例報告］
Kinoshita, K., Hirota, S., Isozaki, K., Nishitani, A., 

Tsutsui, S., Watabe, K., Tamura, S., Ishikawa, T., 
Kanda, T., Nish ida, T. and Hayash i, N.（2007）
Characterization of tyrosine kinase I domain c-kit 
gene mutation Asn655Lys newly found in primary 
jejuna l gastrointest ina l stromal tumor. Am. J. 
Gastroenterol., 102, 1134-1136.
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Sato, T., Kanda, T., Nishikura, K., Hirota, S., Hashimoto, 
K., Nakagawa, S., Ohashi, M. and Hatakeyama, 
K.（2007）Two cases of gastrointestinal stromal tumor 
of the stomach with lymph node metastasis. Hepato-
Gastroenterology, 54, 1057-1060.

Itsukuma, T., Ishikawa, H., Misawa, M., Kai, S., Fujimori, 
Y., Nakagawa , K., Hirota, S., Sugihara, A., Terada, N. 
and Hara, H.（2007）Familial adenomatous polyposis 
complicated by chronic myelogenous leukemia: 
response to imatinib mesylate. J. Gastroenterol., 42, 
402-405.

橋本貴彦, 山本新吾, 東郷容和, 上田康生, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森　義則, 廣田誠一, 島　博
基（2007）自然破裂をきたした腎細胞癌の1例. 泌尿器科
紀要,  53, 49-52.

橋本貴彦, 山本新吾, 東郷容和, 上田康生, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森　義則, 新長真由美, 羽尾
裕之, 廣田誠一, 島　博基（2007）巨大後腹膜平滑筋肉腫
の1例. 泌尿器科紀要,  53, 167-169.

中嶋泰典, 福岡和也, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 中野
孝司, 長谷川誠紀, 廣田誠一（2007）気管支喘息として治
療されていたが, 血痰を契機に発見された有茎性気管支
内腫瘍の1切除例. 兵庫県医師会医学雑誌, 49, 102-105.

王　孔志, 今村美智子, 鈴村和大, 森川司朗, 杉本貴昭, 岡田
敏弘, 伊藤　敬, 廣田誠一, 藤元治朗（2007）術前骨シン
チで集積を認めた乳腺の骨, 軟骨化生を伴う癌の1例. 乳
癌の臨床, 22, 135-139.

上田康生, 樋口喜英, 橋本貴彦, 三井要造, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生 , 山本新吾, 新長真由美 , 廣田誠一, 島
博基（2007）転移巣骨生検によって診断が得られた前立
腺癌の1例. 泌尿器科紀要, 53, 327-330.

王　孔志, 鈴村和大, 今村美智子, 伊藤　敬, 廣田誠一, 藤
元治朗（2007）非触知性男性乳管内乳頭腫の1例. 日本臨
床外科学会雑誌, 68, 1388-1392.

上田康生, 鈴木　透, 新長真由美, 橋本貴彦, 三井要造, 樋
口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 廣田
誠一, 島　博基（2007）腫瘍内出血を契機に発見された
傍糸球体細胞腫の1例. 泌尿器科紀要, 53, 561-564.

中村純子, 鳥居良貴, 西川律子, 山本格士, 西上隆之, 小笠
原利忠, 羽尾裕之, 廣田誠一（2007）ブレンナー腫瘍4例
の悪性度による細胞学的比較. 日本臨床細胞学会雑誌, 
46, 370-376.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
廣田誠一（2007）GIST－病理から最新治療まで－.（教育講

演）第106回日本消化器病学会東海支部例会（第17回教
育講演会）, 6.16, 浜松.

［シンポジウム等］
Hirota, S. and Shincho, M.（2007）Mutations of receptor 

tyrosine kinase genes in gastrointestinal stromal 
tumors.（Symposium）Asian Pacific Digestive Week 

2007（APDW2007）, 10.15-18, Kobe.  
羽尾裕之（2007）冠状動脈の動脈硬化とDESの病理.（ラン

チョンセミナー）第11回東海ライブ研究会, 2.3, 豊橋. 
櫻井一成, 野口一馬, 橋谷　進, 伊藤　敬, 新長真由美, 松

田育雄, 羽尾裕之, 浦出雅裕, 廣田誠一（2007）診断困難
であった唾液腺腫瘍例について.（シンポジウム）第36回日
本病理学会近畿支部学術集会,  2.3, 大阪.

廣田誠一（2007）GISTの病理学的診断とGenotypingの臨
床的意義.（基調講演パネルディスカッション）第79回日本
胃癌学会総会, 3.1-3, 名古屋.

廣田誠一（2007）GIST治療におけるGenotypingの臨床的
意義とその実践.（ランチョンセミナー）第96回日本病理学
会総会, 3.13-15, 大阪.

廣田誠一（2007）ICCの病態（GISTを中心として）.（シンポ
ジウム）第112回日本解剖学会総会全国学術集会,  3.27-
29, 大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 96, 2007.）

羽尾裕之（2007）第一部 Basic－OCT画像の理解と定義　
読影における病理サイドからのコメント.（招待講演および
コメンテイター）第1回血管内OCT研究会, 9.28, 豊橋.

［一般講演］
羽尾裕之, 植田初江, 新長真由美, 伊藤　敬, 松田育雄, 飯

原弘二, 廣田誠一（2007）頸動脈狭窄病変の病理組織
と臨床像および頸動脈内膜剥離術（CEA）の適応. 第96
回日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 
96, 220, 2007.）

松田育雄, 今井幸弘, 富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人, 伊藤
敬, 新長真由美, 羽尾裕之, 廣田誠一（2007）Whipple’s 
diseaseが疑われた1症例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-
15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 250, 2007.）

新長真由美 , 伊藤　敬 , 松田育雄 , 羽尾裕之 , 廣田誠一
（2007）Juxtaglomerular tumorの一例. 第96回日本病
理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96 , 304, 
2007.）

中込奈美, 森　一郎, 若狭朋子, 安岡弘直, 中村　靖, 覚道 
健一, 廣田誠一（2007）乳腺筋上皮性腫瘍の三例の組織
学的, 遺伝子学的検討. 第96回日本病理学会総会, 3.13-
15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 212, 2007.）

伊藤　敬 , 新長真由美 , 松田育雄 , 羽尾裕之 , 廣田誠一
（2007）眼瞼に発生したMorphea- l i ke ba sa l c e l l 
carcinomaの一例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大
阪.（日本病理学会会誌, 96, 320, 2007.）

Hao, H., Ueda, H. and Hirota, S.（2007）Pathological 
features of plaque Erosion in fatal cases of coronary 
artery lesion－Comparison  between Japanese and 
Occidental plaque erosion－. 第71回日本循環器学会
総会学術集会, 3.15, 神戸.（Circ, J., 71（Suppl.1）, 166, 
2007.）

鳥居良貴, 佐藤　元, 山本格士, 和田恭直（2007）パラフィン
切片を用いた結核菌DNA検出の検討. 第56回日本医学検
査学会, 5.18-19, 宮崎.（医学検査, 56, 557, 2007.）

鳥居良貴, 山本格士, 松田育雄, 羽尾裕之, 廣田誠一, 池内
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浩基, 松浦成昭（2007）潰瘍性大腸炎患者における大腸
洗浄液細胞診の検討（第1報）. 第48回日本臨床細胞学会
総会（春期大会）, 6.7-9, 千葉.（日本臨床細胞学会雑誌, 46

（Suppl.1）, 160, 2007.）　　
Hao, H., I ihara, K., Ishibashi-Ueda, H. and Hirota, 

S.（2007）Relation between pathology of carotid 
a r t e r y p l aque a nd pa t i e n t r i s k f a c t o r f o r 
endoatherectomy. 76th Cong ress of European 
Atherosclerosis Society, 6.10-13, Helshinki, Finland.
（Atherosclerosis supplements, 8, 108, 2007.）

山田秀哉, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 栗林康造, 飯田
慎一郎, 田村邦宣, 田端千春, 宮田　茂, 三宅光富, 中野
孝司, 新長真由美, 廣田誠一（2007）気管支喘息患者に発
症し自然消退したサルコイドーシスの1例. 第69回日本呼吸
器学会近畿地方会, 6.30, 大阪. 

安光亮洋, 栗林康造, 福岡和也, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田端邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 中野
孝司, 松田育雄, 塚本吉胤（2007）最近経験した気管・気
管支結核症の1例. 第81回日本呼吸器内視鏡学会近畿支
部会, 7.28, 大阪.（気管支学, 29, 318, 2007.）　

寺田貴普, 栗林康造, 田端千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山
田秀哉 ,  福岡和也 ,  中野孝司 ,  松田育雄 ,  廣田誠一

（2007）器質化肺炎が初発症状となった関節リウマチの1
例. 第183回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸.

羽尾裕之, 植田初江, 廣田誠一（2007）Drug-eluting stent
（DES）の病理. 第55回日本心臓病学会学術集会, 9.10-
12, 千葉.（Journal  of  Cardiology , 50（Suppl.1）, 315, 
2007.）

塚 本 吉胤 ,  廣田誠一 ,  西澤恭 子,  東山政 彦（2 0 0 7）
Tissue microarrayを用いた肺多形癌の免疫組織学
的検討（Immunohistochemical characterization of 
pleomorphic carcinoma of lung by tissue microarray）. 
第66回日本癌学会総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記
事, 66回, 375-376, 2007.）

織田みほ, 中村純子, 西川律子, 榎本利香, 糸山雅子, 岡村
義弘, 針山良二, 鳥居良貴, 山本格士, 塚本吉胤, 廣田誠
一（2007）肺大細胞神経内分泌癌の3症例. 第33回日本
臨床細胞学会近畿連合会学術集会, 10.7, 和歌山.（第33
回日本臨床細胞学会近畿連合会学術集会プログラム, 17, 
2007.）

寺田貴普, 栗林康造 , 田端千春, 田村邦宣 , 飯田慎一郎, 
山田秀哉 , 福岡和也 , 中野孝司 , 松田育雄 , 塚本吉胤

（2007）ステロイド休薬により再燃したアレルギー性気管
支肺アスペルギルス症の1例. 第184回日本内科学会近畿
地方会, 12.1, 京都.

■ その他 ■
杉山敏郎, 廣田誠一, 篠村恭久, 神田達夫（2007）GISTの診

断と治療.（座談会）The GI Forefront, 3, 53-61.
中村純子, 上岡英樹, 川嶋雅也,  東　誠二, 藤木寿乃, 川村

道広, 和田和久（2007）病理検査・細胞検査サーベイ報
告. 平成18年度（第26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, 197-221.
中村純子（2007）細胞診スライドカンファレンス, 病理・細胞

検査研修会. 兵庫県臨床衛生検査技師会, 2.3, 神戸.
廣田誠一（2007）GISTの病態と治療. 第9回久留米消化器

癌セミナー, 2.15, 久留米.
山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー　細胞診概

論①. 細胞検査士認定試験対策講座, 4.7, 大阪（大阪医
療技術学園専門学校）. 

山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー 婦人科細
胞診①. 細胞検査士認定試験対策講座 , 4.21, 大阪（大
阪医療技術学園専門学校）. 

山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー　婦人科細
胞診②. 細胞検査士認定試験対策講座, 4.26, 大阪（大阪
医療技術学園専門学校）. 

鳥居良貴（2007）細胞検査士認定試験セミナー　消化器細
胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 6.9, 大阪（大阪医
療技術学園専門学校）. 

山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー　体腔液細
胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 6.28, 大阪（大阪医
療技術学園専門学校）. 

山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー　軟部組織
細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 7.19, 大阪（大阪
医療技術学園専門学校）. 

柴田陽子, 脇　英彦, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋
本眞理子, 松田育雄, 廣田誠一, 田附裕子, 藤元治朗, 飯
島尋子（2007）多発性肝転移を伴ったEwing’s sarcoma

（ES）/Primitive Neuro Ectodermal Tumor（PNET）の
一例. 第5回阪神エコーレベルアップミーティング, 7.21, 西
宮.

鳥居良貴（2007）細胞検査士認定試験セミナー　実習（ス
ライド・顕微鏡）細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 
8.18, 大阪（大阪医療技術学園専門学校）. 

岡村義弘（2007）細胞検査士認定試験セミナー　実習（ス
ライド・顕微鏡）細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 
8.25, 大阪（大阪医療技術学園専門学校）. 

中村純子, 鳥居良貴, 山本格士, 廣田誠一（2007）呼吸器領
域の臨床と病理・細胞診－より正確な診断を得るために 

（検体処理の実際）－. 第4回滋賀・京都・大阪・兵庫 病
理・細胞検査講習会, 8.25, 大阪.

廣田誠一（2007）Gastrointestinal stromal tumor（GIST）
の病態と治療. 第4回新日鉄広畑病院消化器オープンカン
ファレンス, 9.25, 姫路.

中村純子（2007）一次模擬試験（筆記模試①）. 兵庫県臨
床衛生検査技師会細胞検査定期講習会（細胞診ジュニア
コース）, 9.26, 神戸.

岡村義弘（2007）細胞検査士認定試験セミナー　実習（ス
ライド・顕微鏡）細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 
9.29, 大阪（大阪医療技術学園専門学校）. 

鳥居良貴（2007）細胞検査士認定試験セミナー　実習（ス
ライド・顕微鏡）細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 
10.6, 大阪（大阪医療技術学園専門学校）. 
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山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー　実習（ス
ライド・顕微鏡）細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 
10.20, 大阪（大阪医療技術学園専門学校）. 

中村純子（2007）一次模擬試験（筆記模試②）. 兵庫県臨
床衛生検査技師会細胞検査定期講習会（細胞診ジュニア
コース）, 10.24, 神戸.

廣田誠一（2007）GISTの病態から治療まで. 第5回静岡県
東部GIST研究会, 11.22, 三島.

廣田誠一（2007）GIST －病態から治療まで－. 都立駒込病
院第464回総合カンファレンス, 12.3, 東京.

山本格士（2007）細胞検査士認定試験セミナー　実習（総
合顕微鏡）細胞診. 細胞検査士認定試験対策講座, 12.6, 
大阪（大阪医療技術学園専門学校）.

輸血学／輸血部
Blood Transfusion/Blood Transfusion

■ 著書 ■
甲斐俊朗（2007）造血幹細胞移植と輸血. スタンダード輸血

検査テキスト, 第2版,（認定輸血検査技師制度協議会カリ
キュラム委員会　編）, 医師薬出版, 東京, 232-243.

■ 学術論文 ■
［総説］
甲斐俊朗（2007）成人臍帯血移植の成績. 血液腫瘍科, 55
（Suppl.5）, 361-366.

［原著］
Ookura, N., Fujimori, Y., Nishioka, K., Kai, S., Hara, H. 

and Ogawa, H.（2007）Adipocyte differentiation of 
human marrow mesenchymal stem cells reduces the 
supporting capacity for hematopoietic progenitors 
but not for severe combined immunodeficiency 
repopulating cells. Int. J. Mol. Med., 19, 387-392.

［研究報告］
甲斐俊朗（2007）細胞提供者を安全に管理するために－顆

粒球採取の現状.厚生労働科学研究費補助金医薬品医療
機器等レギュラトリーサイエンス総合事業「輸血用血液及
び細胞療法の安全性に関する研究」班　平成18年度総
括・分担研究報告書, 76-83.

甲斐俊朗, 神前昌敏, 高梨美乃子, 東　　寛（2007）HLAお
よび細胞数と臍帯血移植の成績. 厚生労働科学研究費補
助金ヒトゲノム・再生医療等研究事業「臍帯血を用いる造
血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保に関する研究」
班　平成18年度総括・分担研究報告書, 21-24.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
甲斐俊朗（2007）成人に対する臍帯血移植－複数臍帯

血移植を中心に－.（特別講演）第2回Annua l Review 
Transplant Forum, 2.9, 東京.

Kai, S.（2007）Banco de Sangre de Cordon Umbilical.
（S p e c i a l  L e c t u r e）U C I M E D C o n f e r e n c i a 

Internacional, 2.22, San Jose, Costa Rica.
［シンポジウム等］
甲斐俊朗（2007）臍帯血バンクと臍帯血移植.（シンポジウ

ム）第14回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム, 
10.6, 高松.（日本輸血細胞治療学会誌, 53, 449, 2007.）

国分寺晃（2007）輸血副作用管理（大学輸血部アンケート
のデータを含めて）.（シンポジウム）第47回近畿医学検査
学会, 11.24-25, 大阪.

［一般講演］
甲斐俊朗, 高橋隆幸, 村山　徹, 小阪嘉之, 大塚欣敏, 原

宏, 荒木延夫, 能勢義介（2007）成人臍帯血移植生着症
例の予後因子の検討. 第29回日本造血細胞移植学会総会, 
2.16-17, 福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログ
ラム・抄録集, 195, 2007.）

荒木延夫, 西村千恵, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三
戸  壽, 甲斐俊朗, 原　　宏（2007）HLA抗体産生患者と
臍帯血移植の適応. 第29回日本造血細胞移植学会総会, 
2.16-17, 福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログ
ラム・抄録集, 154, 2007.）

佐竹敦志, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 谷口
裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌也, 藤盛好
啓, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2007）当科における臍帯血移植
の治療成績. 第29回日本造血細胞移植学会総会, 2.16-17, 
福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄
録集, 194, 2007.）

藤井知香, 池本純子, 奥田典子, 村田理恵, 前田和宏, 松下
恵子, 郡谷哲男, 国分寺晃（2007）ABO主不適合造血幹
細胞における正常同種凝集素価の測定について. 第56回
日本医学検査学会, 5.18-19, 宮崎.（医学検査, 56, 655, 
2007.）

池本純子, 藤井知香, 井上玲子, 村田理恵, 前田和宏, 松下恵
子, 郡谷哲男, 国分寺晃（2007）ABO不適合造血幹細胞
移植におけるドナー型抗体産生例の報告～minor不適合, 
major/minor不適合～. 第56回日本医学検査学会, 5.18-
19, 宮崎.（医学検査, 56, 656, 2007.）

国分寺晃, 池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 村田理恵, 前田
和宏, 郡谷哲男, 甲斐俊朗（2007）輸血療法の実施に関す
る指針への対応－輸血に伴う副作用対策について－. 第55
回日本輸血・細胞治療学会総会, 5.31-6.2, 名古屋.（日本
輸血細胞治療学会誌, 53, 303, 2007.）

池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 村田理恵, 前田和宏, 郡谷
哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2007）COBE-Spectraによる
顆粒球採取の評価. 第55回日本輸血・細胞治療学会総
会, 5.31-6.2, 名古屋.（日本輸血細胞治療学会誌, 53, 231, 
2007.）

池本純子, 奥田典子, 川岸万佑子, 下野珠実, 前田和宏, 松下
恵子, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2007）臍帯血におけるCD34 
Count Kit（DAKO）の使用経験. 第17回日本サイトメト
リー学会学術集会, 7.5-6, 千葉.（Cytometry Research, 17

（Suppl.）, 45, 2007.）
池本純子（2007）成人造血幹細胞移植後患者に対する顆粒
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球輸血.顆粒球輸血研究会, 10.4, 香川.
秋山秀樹, 奥山美樹, 浅井  治, 大戸  斉, 甲斐俊朗, 原  雅

道, 日野雅之, 佐尾　浩, 落合亮一, 森田  潔, 中尾康夫 
（2007）骨髄採取における希釈液についての検討. 第69回
日本血液学会総会・第49回日本臨床血液学会総会合同総
会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 886, 2007.）

藤田典子, 井上玲子, 池本純子, 前田和宏, 郡谷哲男, 松下
恵子, 国分寺晃（2007）当院における貯血式自己血輸血に
ついての現状報告. 第47回近畿医学検査学会, 11.24-25, 
大阪.

川岸万佑子, 池本純子, 藤井知香, 寄崎ゆかり, 井上玲子, 奥
田典子, 下野珠実, 村田理恵, 前田和宏, 松下恵子, 郡谷
哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2007）臍帯血におけるCD34 
Count Kit（DAKO）の使用経験. 第51回日本輸血・細胞
治療学会近畿支部総会, 12.1, 和歌山.

井上玲子, 前田和宏, 池本純子, 藤田典子, 郡谷哲男, 国分
寺晃, 甲斐俊朗（2007）当院における幹細胞凍結保存に
ついての検討. 第51回日本輸血・細胞治療学会近畿支部
総会, 12.1, 和歌山.

Kato, S., Atsuta, Y., Morishima, Y., Nagamura, T., 
Takaue, Y.,  Sakamaki, H.,  Okamoto, S., Takahashi, 
S., Taniguchi, S., Kato, K., Isoyama, K., Takanashi, 
M., Kai, S., Azuma, H., Tsuchida, M., Kawa, K. and  
Kodera, Y.（2007）Comparison of 6586 unrelated bone 
marrow transplants（UBMT）and 2713 unrelated 
cord blood transplants（UCBT）in Japan. 49th Annual 
Meeting of the American Society of Hematology, 12.8-
11, Atlanta, Georgia, U.S.A. 

Matsuno, N., Taniguchi, S., Takahashi, S., Kai, S., 
Yamada, K., Sakamaki, H.,  Nagamura, T., Takanashi, 
M. a nd Kato, S .（2007）Umbi l ic a l cord b lo od 
transplantation after reduced-intensity conditioning 
for adults: the report from Japan Cord Blood Bank 
Network. 49th Annual Meeting of the American 
Society of Hematology, 12.8-11, Atlanta, Georgia, 
U.S.A.

Hishizawa, M., Kanda, J., Utsunomiya, A., Taniguchi, 
S., Eto, T., Moriuchi, Y., Tanosaki, R., Kawano, F., 
Miyazaki, Y., Nagafuji, K.,  Hara, M., Yoshiba, F., 
Takanashi, M., Kai, S., Atsuta, Y., Kawase , T., 
Nagamura-Inoue, T., Matsuo, K., Kato, S., Morishima, 
Y., Okamura, J., Kodera, Y. and Uchiyama, T.（2007）
Allografting for adult T-cell leukemia/lymphoma: 
a nationwide retrospective analysis. 49th Annual 
Meeting of the American Society of Hematology, 12.8-
11, Atlanta, Georgia, U.S.A.

■ その他 ■
国分寺晃（2007）輸血療法に関わる診療報酬.日臨技輸血

研修会, 1.21, 天理.
甲斐俊朗, 神前昌敏, 高梨美乃子, 東　　寛（2007）HLAお

よび細胞数と臍帯血移植の成績. 厚生労働科学研究費補

助金（ヒトゲノム・再生医療等研究事業）「臍帯血を用い
る造血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保に関する
研究」班　平成18年度第2回班会議, 1.27, 東京.

甲斐俊朗（2007）複数臍帯血移植. 第33回三重大学造血細
胞移植カンファレンス, 3.23, 三重.

村田理恵（2007）兵庫臍帯血バンク状況報告. 第15回近畿
臍帯血幹細胞移植研究会, 5.19, 大阪.

甲斐俊朗（2007）複数臍帯血移植の進捗状況. 厚生労働科
学研究費補助金（ヒトゲノム・再生医療等研究事業）「臍
帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保
に関する研究」班　平成19年度第1回班会議, 6.22, 名古
屋.

国分寺晃（2007）輸血副作用について. 第2回学術・組織部

合同研修会, 11.1, 養父.

リハビリテーション医学／リハビリテーション部
Rehabilitation Science/

Physical Medicine & Rehabilitation 

■ 著書 ■
髻谷　満, 千住秀明（2007）わが国における呼吸リハビリ

テーションの課題　呼吸リハビリテーションの研究方法. 
包括的呼吸リハビリテーションⅡ　臨床編,（塩谷隆信 
編）, 新興医学出版社, 東京, 250-255.

■ 学術論文 ■
［総説］
髻谷　満, 田中貴子, 千住秀明（2007）呼吸リハビリテーショ

ンの理学・運動療法. MEDICAL REHABILITATION, 
82, 32-40. 

竹林　崇, 上村洋充, 高橋哲也, 眞渕　敏（2007）脳梗塞合
併例におけるアプローチの実際. 作業療法ジャーナル, 41, 
1025-1032.

［原著］
Koyama, T., Sano, K., Tanaka, S., Hatanaka, T. and 

Domen, K.（2007）Effective targets for constraint-
induced movement therapy for pat ients with 
upper- ex t rem i t y impa i rment a f t e r s t r oke . 
NeuroRehabilitation, 22, 287-293. 

Hatanaka, T., Koyama, T., Kanematsu, M., Takahashi, 
N., Matsumoto, K. and Domen, K.（2007）A new 
evaluation method for upper extremity dexterity of 
patients with hemiparesis after stroke: the 10-second 
tests. Int. J. Rehabil. Res., 30, 243-247.

野添匡史, 間瀬教史, 杉浦みどり, 岡前暁生, 山本健太, 立栄
智恵, 眞渕　敏, 傳　秋光（2007）体幹前傾姿勢が肺気
量位と呼吸運動に与える影響. 理学療法学, 34, 254-259. 

［症例報告］
島田眞一, 三星健吾, 阿部紘一郎, 福永　淳（2007）地域

中核病院における成人期二分脊椎症患者に対する取り
組みーリハビリテーションアプローチの重要性について. 
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Journal of Clinical Rehabilitation, 16, 964-967.
■ 学会発表 ■

［指定講演］
眞渕　敏（2007）呼吸理学療法～基礎から臨床まで～.（教

育講演）岡山県理学療法士会学術部特別研修会, 1.7, 岡
山. 

眞渕　敏（2007）呼吸理学療法のケーススタディー.（教育講
演）大阪府理学療法士会生涯学習部研修会, 1.21, 大阪.

眞渕　敏（2007）呼吸リハビリテーション急性期から慢性期
まで.（教育講演）島根県呼吸理学療法研究会, 1.27, 出雲. 

眞渕　敏（2007）リハビリテーション日数制限その問題.（教
育講演）日本理学療法士連盟愛知県支部研修会, 2.3, 名
古屋. 

宮本純子（2007）具体例を通しての診断からリハビリプラン
の立て方　手技の実際.（教育講演）NPO法人摂食嚥下
を考える会, 3.4, 尼崎. 

道免和久（2007）リハビリテーション診療報酬改定の問題
点と今後の展望.（教育講演）第37回多摩地域リハビリ
テーション研究会, 2.17, 三鷹. 

宮本純子（2007）急性期におけるNSTについて.（教育講演）
第42回HATメディカルセンター, 3.22, 兵庫. 

道免和久（2007）CI療法～麻痺側上肢集中訓練プログラム
～の原理と実際.（教育講演）愛知医療学院CI療法講演
会, 4.1, 西春日井郡.

道免和久（2007）急性期以降の脳神経外科のかかえる問
題.（教育講演）第53回日本脳神経外科学会近畿支部学
術集会, 4.7, 豊中. 

眞渕　敏（2007）新生児・小児の呼吸管理.（教育講演）第
47回日本呼吸器学会・第4回呼吸ケアカンファレンス, 5.11, 
東京. 

道免和久（2007）運動の巧みさと運動学習の科学.（教育講
演）大阪整形外科リハビリ研究会, 6.28, 大阪. 

眞渕　敏（2007）新生児・小児に対する呼吸理学療法.（教
育講演）日本理学療法士協会内部障害系理学療法研究
部会平成19年度呼吸理学療法セミナー, 7.17, 札幌. 

眞渕　敏（2007）呼吸リハビリテーションと看護.（教育講
演）鳥取県看護協会平成19年度看護研修会, 7.26, 鳥取. 

眞渕　敏（2007）呼吸理学療法と吸引.（教育講演）日本理
学療法士協会内部障害系理学療法研究部会呼吸班第1
回吸引講習会, 8.11, 長崎. 

道免和久（2007）呼吸のKinesiology.（教育講演）呼吸リハ
ビリテーションセミナー, 9.22, 西宮. 

児玉典彦（2007）神経筋疾患.（教育講演）呼吸リハビリ
テーションセミナー, 9.22, 西宮. 

眞渕　敏（2007）小児呼吸理学療法.（教育講演）呼吸リハ
ビリテーションセミナー, 9.23, 西宮. 

眞渕　敏（2007）急性期呼吸管理とフィジカルアセスメン
ト.（教育講演）宮崎県理学療法士会内部障害系理学療法
研究会, 9.29, 宮崎. 

道免和久（2007）脳卒中リハビリテーション.（教育講演）平
成19年度阪神南圏域リハビリテーションに係る第1回研修

会, 9.25, 西宮.
道免和久（2007）CI療法から学ぶ脳卒中リハビリテーション

医療のあり方.（特別講演）第25回日本私立医科大学理学
療法学会, 10.6, 東京. 

宮本純子（2007）兵庫医科大学病院における摂食嚥下訓練
の実際.（教育講演）第30回阪神病態栄養研究会, 10.25, 
兵庫. 

眞渕　敏（2007）呼吸リハビリテーションと作業療法.（教育
講演）愛媛県作業療法士会学術部研修会, 10.28, 松山. 

道免和久（2007）脳血管疾患のリハビリテーションについ
て.（教育講演）関西・大阪ブロック療法士部会学術大会, 
11.3, 大東. 

道免和久（2007）FIM～正しい使用法とその実践～.（特別
講演）ADL評価の原則とその実践, ADL研修会, 11.11, 
熊本. 

眞渕　敏（2007）慢性閉塞性肺疾患患者の看護～呼吸理
学療法の実際～.（教育講演）日本看護協会成人看護研修
会, 11.13, 神戸. 

宮本純子（2007）歯科医にしてほしい摂食・嚥下へのアプ
ローチ.（教育講演）播磨歯科医師会福祉医療講演会, 
11.15, 兵庫. 

宮本純子（2007）嚥下障害と呼吸.（教育講演）大阪呼吸ケ
ア研究会, 11.25, 兵庫.

道免和久（2007）機能評価法と予後予測.（特別講演）沖縄
県療養病床協会リハビリ部門勉強会, 12.8, 沖縄. 

眞渕　敏（2007）肺炎に対する呼吸リハビリテーションの実
際.（教育講演）日本リウマチ財団近畿地区リウマチケア研
修会, 12.8, 神戸. 

眞渕　敏（2007）呼吸リハビリテーション入門～急性期から
慢性期まで～.（特別講演）富山県地域リハビリテーション
研究会研修会, 12.15, 富山. 

眞渕　敏（2007）摂食・嚥下障害の呼吸理学療法.（教育講
演）兵庫県言語聴覚士会研修会, 12.16, 西宮. 

道免和久（2007）機能評価法と予後予測.（特別講演）沖縄
県療養病床協会リハビリ部門勉強会, 12.29, 沖縄.

［シンポジウム等］
上村洋充（2007）呼吸療法サポートチームの意義と方法～

呼吸理学療法でのサポート～.（シンポジウム）第34回日本
集中治療医学会学術集会, 3.3, 神戸.（日本集中治療医学
会雑誌, 14（Suppl.）, 358, 2007.）

宮本純子（2007）この症例をどうする？壇上NST症例検討
会.（シンポジウム）第7回兵庫NST研究会学術講演会, 6.1, 
神戸. 

［一般講演］
笠間周平, 津田健吉, 児玉典彦, 西村裕之, 武田正中, 芳川

浩男（2007）ムンプス睾丸炎後に筋炎を発症した1例. 第
83回日本神経学会近畿地方会, 12.17, 大阪.（臨床神経学, 
42, 551, 2007.）

山田丈弘, 山田真人, 松本圭司, 市川桂二, 児玉典彦（2007）
塩酸アマンタジン（AH）中毒脳症と考えられた1例. 第83
回日本神経学会近畿地方会, 12.17, 大阪.（臨床神経学, 
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47, 552, 2007.）
山内真哉, 笹沼直樹, 眞渕　敏, 道免和久（2007）左視床出

血により右片麻痺を呈した一症例－寝返り・起き上がり動
作の獲得を目指して－. 兵庫県理学療法士会阪神南（西
宮・芦屋）ブロック平成18年度新人発表会, 1.28, 西宮. 

若杉樹史, 梅田幸嗣, 眞渕　敏, 道免和久（2007）歩容改善
を目指し, 残存機能を駆使して姿勢制御機構の再構築に
着眼してアプローチした症例. 兵庫県理学療法士会阪神
南（西宮・芦屋）ブロック平成18年度新人発表会, 1.28, 西
宮. 

窪田朋恵, 森　明子, 眞渕　敏, 道免和久（2007）前頭葉髄
膜腫と水頭症による認知機能低下から歩行困難を呈した
全盲のある症例. 兵庫県理学療法士会阪神南（西宮・芦
屋）ブロック平成18年度新人発表会, 1.28, 西宮. 

田中隆史, 森下慎一郎, 眞渕　敏, 道免和久（2007）視床出
血による失調性運動麻痺のため自立困難となった一症例. 
兵庫県理学療法士会阪神南（西宮・芦屋）ブロック平成18
年度新人発表会, 1.28, 西宮. 

梶原和久, 山崎　允, 眞渕　敏, 道免和久（2007）多発性硬
化症により歩行障害を呈した症例－右下肢筋持久力に着
目して－. 兵庫県理学療法士会阪神南（西宮・芦屋）ブロッ
ク平成18年度新人発表会, 1.28, 西宮. 

井谷祐介, 森下由架利, 眞渕　敏, 道免和久（2007）重症筋
無力症による嚥下障害に対しアプローチした症例. 兵庫県
理学療法士会阪神南（西宮・芦屋）ブロック平成18年度新
人発表会, 1.28, 西宮. 

中村美里, 上村洋充, 眞渕　敏, 道免和久（2007）軸索型ギ
ランバレー症候群患者の急性期理学療法の経験. 兵庫県
理学療法士会阪神南（西宮・芦屋）ブロック平成18年度新
人発表会, 1.28, 西宮. 

宮本純子, 川上寿一, 毛利武士, 田中春美, 道免和久（2007）
重度嚥下障害を呈した中咽頭癌症例への訓練経験～
shaping理論の嚥下訓練応用への可能性～. 第30回日本
嚥下医学会総会ならびに学術講演会, 2.3-4, 東京. 

野口一馬, 小谷穣治, 児島正道, 矢吹浩子, 宮本純子, 田中
春美, 荒木一恵, 三野幸治, 入江俊彦, 和田恭直, 福田能啓
（2007）舌・下咽頭食道癌術後患者の嚥下障害に対する
歯科的アプローチ. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 
松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 548, 2007.）

名古恵理, 宮本純子, 田中春美, 川上寿一, 古河慶子, 児玉
典彦, 島田真一, 當山まゆみ, 道免和久（2007）当院におけ
る摂食・嚥下障害者の特徴（1）. 第8回兵庫県総合リハビ
リテーションケア研究大会, 3.3, 神戸. 

宮本純子, 名古恵理, 田中春美, 川上寿一, 古河慶子, 児玉
典彦, 島田真一, 當山まゆみ, 道免和久（2007）当院におけ
る摂食・嚥下障害者の特徴（2）. 第8回兵庫県総合リハビ
リテーションケア研究大会, 3.11, 神戸. 

花田恵介, 竹林　崇, 梅本静香, 眞渕　敏, 川上寿一, 道免
和久（2007）Constraint-induced movement therapy（CI
療法）を施行した一症例 STEFに着目して. 兵庫県作業療
法士会阪神ブロック新人発表会, 3.4, 西宮. 

水口裕香子, 梅本静香, 竹林　崇 , 眞渕　敏 , 道免和久
（2007）重複障害により, 褥瘡を繰り返した一症例～移動, 
移乗動作に着目したアプローチ～. 兵庫県作業療法士会
阪神ブロック新人発表会, 3.4, 西宮. 

大川直子, 梅本静香, 竹林　崇, 眞渕　敏, 道免和久（2007）
Churg-strauss症候群により末梢神経障害を呈した症例～
ADLに着目して～. 兵庫県作業療法士会阪神ブロック新
人発表会, 3.4, 西宮. 

花田匡利, 千住　秀, 髻谷　満（2007）地方都市の住民基本
健診における慢性閉塞性肺疾患の疫学調査. 第47回日本
呼吸器学会学術講演, 5.10-12, 東京. 

森　明子, 上村洋充, 髻谷　満, 曽田幸一朗, 眞渕　敏, 川
上寿一, 渡邉　進, 道免和久（2007）右下腿デグロービ
ング損傷と足関節伸筋腱断裂を伴った一症例. 第42回
日本理学療法学術大会, 5.24-26, 新潟.（理学療法学, 34

（Suppl.2）, 137, 2007.）
野添匡史, 間瀬教史, 岡前暁生, 山本健太, 立栄智恵, 眞渕

敏 , 傳秋  光（2007）座位体幹前傾姿勢での上肢支持
の有無による肺気量位の変化. 第42回日本理学療法学
術大会, 5.24-26, 新潟.（理学療法学, 34（Suppl.2）, 405, 
2007.）

梶山泰菜, 竹林　崇, 眞渕　敏, 道免和久（2007）頸椎後縦
靱帯骨化症により手指巧緻運動障害を呈した症例～書字
動作に着目して～. 阪神ブロック新人症例検討会, 5.27, 兵
庫. 

山口陽子, 竹林　崇, 眞渕　敏, 道免和久（2007）頸損によ
る拘縮に対して食事動作を工夫した症例. 阪神ブロック新
人症例検討会, 5.27, 兵庫. 

島田眞一, 當山まゆみ, 蒔田浩子, 古河慶子, 児玉典彦, 川
上寿一, 道免和久（2007）急性期病院における慢性期脳
卒中患者に対するreconditioning目的入院の取り組み. 第
44回日本リハビリテーション医学会学術集会, 6.6-8, 神
戸.（リハビリテーション医学, 44（Suppl.）, S241, 2007.）

當山まゆみ, 吉田直樹, 辻本さおり, 島田眞一, 蒔田浩子, 古
河慶子, 児玉典彦, 川上寿一, 森  憲司, 宮越浩一, 道免和
久（2007）脳梗塞後の回復期リハビリテーション患者にお
ける抗血小板薬・抗凝固薬の使用実態について. 第44回
日本リハビリテーション医学会学術集会, 6.6-8, 神戸.（リ
ハビリテーション医学, 44（Suppl.）, S246, 2007.）

相良亜木子, 高橋紀代, 勝谷将史, 辻本さおり, 中田活也, 加
藤泰司, 山本浩司, 廣田茂明, 道免和久（2007）「大腿骨
頸部骨折地域連携パス」導入についての検討. 第44回日本
リハビリテーション医学会学術集会, 6.6-8, 神戸.（リハビリ
テーション医学, 44（Suppl.）, S308, 2007.）

小山哲男, 道免和久（2007）E f f e c t i ve t a rg e t s o f 
constraint-induced movement therapy. 第44回日本リ
ハビリテーション医学会学術集会, 6.6-8, 神戸.（リハビリ
テーション医学, 44（Suppl.）, S363, 2007.）

横井寛士, 白銀　暁, 吉田直樹, 夏山真一, 大和健一郎, 西脇
百合子, 山口勇樹, 西口真意子, 後藤　健, 石野真輔, 勝谷
将史, 高橋紀代, 道免和久（2007）回復期脳卒中片麻痺患
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者に対する3次元上肢機能訓練装置の訓練効果. 第44回
日本リハビリテーション医学会学術集会, 6.6-8, 神戸.（リ
ハビリテーション医学, 44（Suppl.）, S364, 2007.）

島田眞一, 藤原　潔（2007）成人期二分脊椎症患者への取
り組みーリハビリテーション的視点の重要性について. 第
44回日本リハビリテーション医学会学術集会, 6.6-8, 神
戸.（リハビリテーション医学, 44（Suppl.）, S401, 2007.）

宮越浩一, 森　憲司, 藤井健司, 井合茂夫, 道免和久, 小山
哲男（2007）くも膜下出血急性期症例における入院時所見
とADL帰結との関係－予後予測手段構築のための予備
的検討－. 第44回日本リハビリテーション医学会学術集会, 
6.6-8, 神戸.（リハビリテーション医学, 44（Suppl.）, S465, 
2007.）

石 野 真 輔 ,  道 免 和 久 ,  高 橋 紀
代 ,  西 口 真 意 子 ,  勝 谷 将 史 ,  後 藤 
健, 横井寛士, 相良亜木子, 辻本さおり, 新井秀宜, 山本純
子（2007）回復期リハビリテーション病院におけるくも膜
下出血後患者に関する検討. 第44回日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会, 6.6-8, 神戸.（リハビリテーション医学, 
44（Suppl.）, S466, 2007.）

一角朋子, 松本憲二, 太田利夫, 吉田直樹, 山本純子, 小山 
哲男, 道免和久（2007）FIMによるクリニカルパスの利用
法について－回復期リハビリテーション病棟脳卒中患者に
関して－. 第44回日本リハビリテーション医学会学術集会, 
6.6-8, 神戸.（リハビリテーション医学, 44（Suppl.）, S481, 
2007.）

神津　玲, 眞渕　敏, 山下康次, 朝井政治, 俵　祐一（2007）
前傾側臥位がALI/ARDSにおける酸素化能の即時効果
に及ぼす影響. 第29回日本呼吸療法医学会学術総会, 7.6-
7, 岡山.（第29回日本呼吸療法医学会学術総会抄録集, 
34, 18, 2007.）

若杉樹史, 梅田幸嗣, 眞渕　敏, 道免和久（2007）体幹機能
評価に難渋した一症例. 第20回兵庫県理学療法士学会, 
7.8, 神戸.（兵庫県理学療法学会抄録集, 34, 18, 2007.）

山内真哉, 香川真二, 眞渕　敏, 道免和久（2007）左片麻痺
患者に対して能動的アプローチを行った一症例－立ち上
がり動作に着目して－. 第20回兵庫県理学療法士学会, 7.8, 
神戸.（兵庫県理学療法学会抄録集, 34, 28, 2007.）

窪田朋恵, 森　明子, 島田眞一, 眞渕　敏, 道免和久（2007）
全盲を有した前頭葉髄膜腫及び水頭症の一症例～環境
調整と触覚刺激の介入～. 第20回兵庫県理学療法士学会, 
7.8, 神戸.（兵庫県理学療法学会抄録集, 34, 26, 2007.）

中村美里, 上村洋充, 眞渕　敏, 道免和久,（2007）軸索型ギ
ランバレー症候群患者の急性期理学療法の経験. 兵庫県
理学療法士学会, 7.8, 神戸.（兵庫県理学療法学会抄録集, 
34, 44, 2007.）

香川真二, 千田　廉, 木村愛子, 前田真依子, 眞渕　敏, 道免
和久（2007）3軸加速度計を用いた臨床に有効な歩行評
価と説明の応用第2報－リサーチ図形による歩行説明の理
解度－. 兵庫県理学療法士学会, 7.8, 神戸.（兵庫県理学療
法学会抄録集, 34, 16, 2007.）

宮本純子, 名古恵理, 田中春美, 道免和久（2007）循環器外
科術後における摂食・嚥下障害の特徴. 日本摂食嚥下臨
床研究会, 7.7, 大阪. 

名古恵理, 宮本純子, 田中春美, 道免和久（2007）当院にお
ける摂食嚥下障害患者の特徴（1）. 第13回日本摂食・嚥
下リハビリテーション学会学術大会, 9.14-15, 埼玉.（日本
摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会抄録集, 176, 
2007.）

宮本純子, 名古恵理, 田中春美, 道免和久（2007）当院にお
ける摂食嚥下障害患者の特徴（2）. 第13回日本摂食・嚥
下リハビリテーション学会学術大会, 9.14-15, 埼玉.（日本
摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会抄録集, 176, 
2007.）

井谷祐介, 宮本純子, 眞渕　敏, 道免和久（2007）重症筋無
力症（MG）の嚥下障害に対する理学療法アプローチが有
効であった症例. 第13回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会, 9.14-15, 埼玉.（日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会学術大会抄録集, 251, 2007.）

曽田幸一朗 , 上村洋充 , 森　明子, 眞渕　敏 , 道免和久
（2007）劇症型心筋炎により両室補助人工心臓を装着した
症例に対する理学療法経験. 第25回日本私立医科大学理
学療法学術大会, 10.7, 東京.（第25回日本私立医科大学理
学療法学会抄録集, 24, 2007.）

中村美里 ,  髻谷　満 ,  眞渕　敏 ,  児玉典彦 ,  道免和久
（2007）治療に難渋した有痛性強直性痙攣を伴った多発
性硬化症の一例. 第25回日本私立医科大学理学療法学術
大会, 10.7, 東京.（第25回日本私立医科大学理学療法学会
抄録集, 28, 2007.）

田中隆史 , 森下慎一郎 , 児玉典彦, 眞渕　敏 , 道免和久
（2007）脊髄硬膜外血腫により四肢不全麻痺を呈した2症
例. 第25回日本私立医科大学理学療法学術大会, 10.7, 東
京.（第25回日本私立医科大学理学療法学会抄録集, 27, 
2007.）

山崎　允, 上村洋充, 梅田幸嗣, 曽田幸一朗, 眞渕　敏, 道
免和久（2007）用手的呼吸介助手技施行時の肺気量分画
の変化と横隔膜の移動距離の観察. 第25回日本私立医科
大学理学療法学術大会, 10.7, 東京.（第25回日本私立医科
大学理学療法学会抄録集, 27, 2007.）

梅田幸嗣, 上村洋充, 山崎　允, 曽田幸一朗, 眞渕　敏, 道
免和久（2007）用手的呼吸介助手技の相違による横隔膜
移動距離の差異について. 第25回日本私立医科大学理学
療法学術大会, 10.7, 東京.（第25回日本私立医科大学理学
療法学会抄録集, 17, 2007.）

森下慎一郎, 島田眞一, 髻谷　満, 曽田幸一朗, 山内真哉, 
若杉樹史 , 井谷祐介, 眞渕　敏 , 道免和久 , 海田勝仁

（2007）造血幹細胞移植患者に対する運動療法の影響
について. 第25回日本私立医科大学理学療法学術大会, 
10.7, 東京.（第25回日本私立医科大学理学療法学会・抄
録集, 25, 2007.）

松下和弘 ,  野添匡史 ,  間瀬教史, 和田智弘 ,  眞渕　敏
（2007）歩行車歩行姿勢での肺気量位と呼吸運動の変化. 
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第25回日本私立医科大学理学療法学会, 10.7, 東京.（第
25回日本私立医科大学理学療法学会プログラム・抄録集, 
17, 2007.）

村上茂史 ,  野添匡史 ,  間瀬教史, 和田智弘 ,  眞渕　敏
（2007）Flow-Volume Loopを用いた間質性肺炎患者の運
動時換気様式の評価. 第25回日本私立医科大学理学療
法学会, 10.7, 東京.（第25回日本私立医科大学理学療法学
会プログラム・抄録集, 26, 2007.）

花田恵介, 竹林　崇, 島田眞一, 道免和久（2007）小脳性
運動失調に対するCI療法の経験. 第27回近畿作業療法
学会, 10.14, 神戸.（第27回近畿作業療法学会抄録集, 27, 
2007.）

竹林　崇, 道免和久（2007）陳旧性軟部組織損傷に対して, 
広背筋皮弁術を施行した症例に対するセラピーの経験. 
第27回近畿作業療法学会, 10.14, 神戸.（第27回近畿作業
療法学会抄録集, 26, 2007.）

宮本純子, 眞渕　敏, 古河慶子, 笠間周平, 道免和久（2007）
発症後進行の早いALSの一症例～胃瘻造設後における経
口摂食の限界を考える～. 神経筋疾患摂食嚥下栄養研究
会, 10.21, 徳島. 

上村洋充 , 梅田幸嗣 , 山崎　允 , 曽田幸一朗 , 眞渕　敏 , 
道免和久（2007）姿勢変化における横隔膜運動の評
価. 第17回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会, 11.15-
16, 東京.（日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌, 17 

（Suppl.）, 181S, 2007.）
野添匡史 ,  間瀬教史, 和田智弘 ,  荻野智之 ,  眞渕　敏
（2007）Flow-Volume Loopからみた口すぼめ呼吸による
換気評価. 第17回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会, 
11.15-16, 東京.（日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌, 
17（Suppl.）, 109s, 2007.）

■ その他 ■
宮本純子（2007）医療・介護の現場でできる摂食・嚥下指

導について. 阪神南圏域リハビリテーション研修会, 2.14, 
西宮. 

道免和久（2007）脳卒中のリハビリテーション. 第299回土曜
健康科学セミナー, 4.28, 神戸. 

道免和久（2007）リハビリ回数制限の問題点.（特別講演）第
7回西宮市医師会市民フォーラム「これでええんか？日本の
医療制度－安心して過ごせる老後のために－」, 6.23, 西宮. 

眞渕　敏（2007）呼吸理学療法の理論と実際. 丹後中央病
院看護部研修会, 8. 18, 京丹後. 

宮本純子（2007）摂食・嚥下障害のとらえ方とその対処法. 
兵庫県作業療法士会神戸ブロックオープン勉強会, 8.23, 
兵庫. 

眞渕　敏（2007）呼吸リハビリテーション. 鳥取県立中央病
院看護局平成19年度テーマ別研修会, 9.6, 鳥取. 

上村洋充（2007）呼吸リハビリテーション. 阪神南圏域リハ
ビリテーション研修会, 10.23, 西宮. 

眞渕　敏（2007）看護における呼吸理学療法. 京都中央看
護専門学校卒後研修会, 11.10, 京都. 

大黒大輔（2007）摂食・嚥下リハビリテーション. 阪神南圏

域リハビリテーション研修会, 11.27, 西宮. 
名古恵理（2007）摂食・嚥下リハビリテーション. 阪神南圏域

リハビリテーション研修会, 11.27, 西宮. 
児玉典彦（2007）パーキンソン病リハビリテーション. 阪神南

圏域リハビリテーション研修会, 12.18, 西宮. 

医療情報学／医療情報部
Medical Informatics/Medical Informatics

■ 学術論文 ■
［総説］
玉置知子, 宮本正喜, 齊藤優子（2007）遺伝情報の取り扱い

－臨床遺伝部の役割－. 臨床婦人科産科, 61, 1114-1121. 
■ 学会発表 ■

［指定講演］
宮本正喜（2007）医療におけるオントロジー.（教育講演）日

本医療マネジメント学会第1回兵庫地方会, 2.24, 神戸.（日
本医療マネジメント学会兵庫地方会プログラム・抄録集, 
1, 44-45, 2007.）

宮本正喜（2007）医療情報の連携とオントロジー.（基調講
演）第91回近畿病歴管理セミナー, 5.25, 西宮.

［シンポジウム等］
宮本正喜（2007）大学病院における医療機能情報提供.（シ

ンポジウム）第27回医療情報学連合大会, 11.23-25, 神
戸.（医療情報学連合大会論文集, 27回, 177, 2007.）

Akiyama, M., Kimura, M., Miyamoto, M. and Toyoda, 
K.（2007）What we obtained and what were the real 
barriers of OPOE and HER – Lessons learned from 
CPOE and RHIO in Japan.（Workshop）12th World 
Congress of Health Medical Informatics（MEDINFO 
2007）, 8.20-24, Brisbane, Australia.

［一般講演］
林　卓郎, 久保山一敏, 橋本篤徳, 平松治彦, 中尾博之, 足

立光平, 太田祥一, 丸川征四郎（2007）兵庫県における
AED普及・啓発の試み－放送メディアとの連携－. 第16回
兵庫県救急・集中治療研究会, 11.10, 神戸. 

山本和子, 石川　澄, 稲田　紘, 入江真行, 岡田美保子, 河
村徹郎, 櫻井恒太郎, 内藤道夫, 長澤　亨, 松村泰志, 朴 
勤植, 宮本正喜, 八幡勝也, 山本晧二, 山内一信, 日本医
療情報学会医療情報技師育成部会（2007）学習評価の
ための問題収集・提供システムの開発. 第27回医療情報学
連合大会, 11.23-25, 神戸.（医療情報学連合大会論文集, 
27, 975-976, 2007.）

平松治彦, 宮本正喜（2007）院内情報共有のためのインシ
デントレポート配信システム. 第27回医療情報学連合大会, 
11.23-25, 神戸.（医療情報学連合大会論文集, 27, 1003-
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1004, 2007.）
平松治彦, 宮本正喜, 大竹猛雄, 外薗祥司, 辻　徹也（2007）

アクティブ型RFIDによる双方向患者呼び出しシステムの
開発. 第27回医療情報学連合大会, 11.23-25, 神戸.（医療
情報学連合大会論文集, 27, 1350-1353, 2007.）

松田淳子, 吉田　靖, 丸上輝剛, 谷　昇子, 進藤亜紀子, 竹
本敬子, 八木隆宏, 松本雅大, 宮本正喜, 堀尾裕幸, 稲田
紘（2007）安全管理のための医療機器に関する情報化に
ついて. 第27回医療情報学連合大会, 11.23-25, 神戸.（医
療情報学連合大会論文集, 27, 1032-1033, 2007.）

疼痛制御科学／ペインクリニック部
Pain Medicine/Pain Clinic

■ 著書 ■
村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄（2007）呼吸合併症予防の

ための術後鎮痛法. 周術期の呼吸管理,（西野　卓　編）, 
克誠堂出版, 東京, 111-130. 

村川和重, 森山萬秀（2007）癌性疼痛治療におけるインター
ベンションの役割－ペインクリニシャンが担う専門的な治
療－. ペインクリニシャンのための痛み診療のコツと落とし
穴,（宮崎東洋　編）, 中山書店, 東京, 16-19. 

村川和重, 森山萬秀（2007）疼痛治療における脊髄刺激療
法の位置付け. ペインクリニシャンのための痛み診療のコ
ツと落とし穴,（宮崎東洋　編）, 中山書店, 東京, 194-197. 

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄（2007）術後鎮痛における
末梢神経ブロック併用全身麻酔の有用性. 臨床麻酔実践
シリーズ1　すぐ役に立つレミフェンタニル（アルチバ）の
使用法,（大下修造, 岩崎　寛, 新井達潤　編）, ライフメ
ディコム, 東京, 91-103. 

柳本富士雄（2007）麻酔と全身疾患　虚血性心疾患と心筋
梗塞, うっ血性心不全, 心臓弁膜症. 麻酔科シークレット, 
第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農喜朗, 辻本三郎
監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 
237-257. 

福永智栄（2007）区域麻酔. 麻酔科シークレット, 第2版,
（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農喜朗, 辻本三郎　監
訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 
461-482. 

福永智栄（2007）痛みの管理　慢性痛の管理. 麻酔科シー
クレット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農喜朗, 辻
本三郎　監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル, 東京, 561-565.

■ 学術論文 ■
［総説］
村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 有

村佳修, 中條浩介（2007）オピオイドローテーション. 臨床
麻酔, 31（臨時増刊号）, 467-482. 

柳本富士雄, 村川和重（2007）ノイロトロピンの新しい投与
法　帯状疱疹後神経痛に対するドラッグチャレンジテスト. 
Pharma Medica, 25, 129-135. 

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 有
村佳修, 中條浩介（2007）星状神経節ブロックの活用に向
けて　今後の展望. ペインクリニック, 28, 514-520. 

村川和重, 森山萬秀, 佐々木健, 植木隆介（2007）慢性疼痛
の治療に必要な知識　神経因性疼痛に対する神経ブロッ
ク療法　神経因性疼痛　神経ブロックに対する期待度. 
ペインクリニック, 28（別冊春号）, S91-S100. 

柳本富士雄 , 森山萬秀, 福永智栄 , 木下雅晴 , 村川和重
（2007）硬膜外ブロック. ペインクリニック, 28, 624-632. 

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 中
條浩介, 木下雅晴, 森田美由紀（2007）帯状疱疹後神経痛
に対する神経刺激療法. ペインクリニック, 28, 948-955. 

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 森
田美由紀（2007）術後鎮痛における末梢神経ブロック併
用全身麻酔の有用性. 日本臨床麻酔学会誌, 27, 563-571. 

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 中
條浩介, 木下雅晴, 森田美由紀（2007）疼痛の診断と治
療. 産婦人科治療, 95, 333-342. 

村川和重, 森山萬秀（2007）帯状疱疹に関連する痛みの病
態と治療　帯状疱疹後神経痛を中心に. 医学のあゆみ, 
223, 747-752.

森山萬秀（2007）筋萎縮性側索硬化症に対する疼痛治療の
検討. 難病と在宅ケア, 13（9）, 13-18.

村川和重（2007）頸部疼痛主訴痙性斜頸の治療－多施設
共同研究の結果より－. Progress in Medicine, 27, 1618-
1620. 

［原著］
Kurokawa, I., Murakawa, K. and Kumano, K.（2007）The 

change in zoster-associated pain treated with oral 
valaciclovir inimmunocompetent patients with acute 
herpes zoster. Int. J, Clin. Pract., 61, 1223-1229. 

Murakawa, K., Moriyama, K., Yanamoto, F., Nakano, 
S.,  Fukunaga, T., Arimura, Y. and Chujyo, K.（2007）
Cancer pain management modalities and positioning 
of oxycodone. Eur. J. Pain Suppl.,1, 48-52.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
村川和重（2007）癌性疼痛のブロック療法.（特別講演）第

18回日本ペインクリニック東海地方会, 5.12, 名古屋.
村川和重（2007）慢性疼痛の診断と治療　最近の知見をふ

まえて.（特別講演）第11回滋賀県麻酔ペインクリニック研
究会, 2.17, 草津.  

［シンポジウム等］
柳本富士雄（2007）ペインクリニック（麻酔科）における電

気刺激療法.（シンポジウム）第21回日本ニューロモデュ
レーション学会, 5.12, 東京. 

森山萬秀（2007）がん性疼痛に対する様 な々アプローチ－神
経ブロック療法を中心に.（ランチョンセミナー）第17回日
本ペインクリニック学会中国・四国合同地方会, 5.12, 香川. 

村川和重（2007）頸部疼痛主訴痙性斜頸の治療－多施
設共同研究結果より－.（イブニングセミナー）第48回
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日本神経学会総会, 5.16-18, 名古屋.（PROGRESS IN 
MEDICINE, 27, 1618-1620, 2007.）

柳本富士雄, 森山萬秀, 村川和重（2007）腰部交感神経節
ブロックを再考する.（シンポジウム）第37回日本ペインクリ
ニック学会関西地方会, 6.23, 大阪. 

森山萬秀（2007）脊髄刺激療法の位置付け.（イブニングセミ
ナー）日本ペインクリニック学会第41回大会, 7.5-7, 横浜. 

柳本富士雄（2007）緩和医療における神経ブロックの意
義.（シンポジウム）日本ペインクリニック学会第41回大会, 
7.5-7, 横浜. 

村川和重, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 森
田美由紀, 池田和世, 神原政仁（2007）難治性疼痛に対
する脊髄刺激療法について.（シンポジウム）第44回日本
臨床生理学会総会, 11.21-22, 大阪.（日本臨床生理学会雑
誌, 37, 56, 2007.）

［一般講演］
柳本富士雄, 森山萬秀, 有村佳修, 福永智栄, 中條浩介, 村

川和重（2007）cancer nerve painに対するくも膜下ブ
ロックの鎮痛効果. 日本麻酔科学会第54回学術集会, 
5.31-6.2, 札幌. 

福永智栄, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 中條浩介, 木
下雅晴, 村川和重（2007）緩和医療における神経ブロック
療法のかかわり. 第12回日本緩和医療学会総会, 6.22-23, 
岡山. 

中條浩介, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 木
下雅晴, 森田美由紀, 村川和重（2007）当施設で経験し
た脊髄刺激リード抜去困難2症例. 第37回日本ペインクリ
ニック学会関西地方会, 6.23, 大阪. 

木下雅晴, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 中條浩介, 福
永智栄, 森田美由紀, 村川和重（2007）疼痛管理に難渋し
た乳がん患者の治療経験. 第37回日本ペインクリニック学
会関西地方会, 6.23, 大阪. 

中野　範, 柳本富士雄, 森山萬秀, 中條浩介, 木下雅晴, 福
永智栄, 村川和重（2007）1本の電極により両下肢痛への
双極脊髄刺激を行っているFBSSの3症例. 日本ペインクリ
ニック学会第41回大会, 7.5-7, 横浜. 

福永智栄, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 中條浩介, 木
下雅晴, 村川和重（2007）当病院における緩和ケアチーム
の現状. 日本ペインクリニック学会第41回大会, 7.5-7, 横
浜. 

中條浩介, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 福永智栄, 木
下雅晴, 有村佳修, 村川和重（2007）当施設におけるPDPH

（硬膜穿刺後頭痛）に対する治療状況について. 日本ペイ
ンクリニック学会第41回大会, 7.5-7, 横浜. 

木下雅晴, 森山萬秀, 柳本富士雄, 中野　範, 有村佳修, 福
永智栄, 中條浩介, 村川和重（2007）パンコースト腫瘍に
よる薬物抵抗性難治性疼痛に対し脊髄刺激療法により良
好な疼痛管理が図られている1症例. 日本ペインクリニック
学会第41回大会, 7.5-7, 横浜.

■ その他 ■
柳本富士雄（2007）骨髄移植直後の難治性頭痛に対する治

療経験. 神戸頭痛セミナー, 7.26, 神戸. 
村川和重（2007）がん性疼痛の病態と治療. 大阪府薬剤師

会学術研修会, 9.1, 大阪. 
村川和重（2007）慢性疼痛と薬物治療. 布施薬剤師会研修

会, 9.15, 大阪. 
村川和重（2007）がん疼痛治療における神経ブロックの役

割. 第12回がん患者QOL研究会－兵庫, 11.16, 神戸. 
村川和重（2007）がん疼痛に対する基本的治療戦略. がん

疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会, 
12.2, 鳥取. 

村川和重（2007）がん疼痛治療の最前線. 大阪緩和ケアミー
ティング, 2.7, 堺. 

村川和重（2007）各診療科からみた頭痛. 頭痛フォーラム
2007, 2.25, 東京. 

村川和重（2007）ペインクリニックにおける痛みの治療につ
いて. 病診連携の会「第6回二季会」, 4.26, 西宮. 

村川和重（2007）印象記－日本ペインクリニック学会第41回
大会－. 臨床麻酔, 31, 1375. 

村川和重（2007）緩和ケア－基盤整備の充実が必要－. 薬事
日報, 第10343号（2.28）, 6. 

村川和重（2007）がんの痛み緩和. 朝日新聞朝刊, 3.23, 22. 
村川和重（2007）機能的な機序を介した頭痛はペインクリ

ニックの適応. Medical Tribune, 第40号（6.14）, 64. 
森山萬秀（2007）腰椎疾患に対するペインクリニック治

療.（基調講演）第2回阪神骨粗鬆症フォーラム, 9.22, 尼崎. 
村川和重（2007）ペインクリニックにおける頭痛・顔面痛の

診断.（特別講演）第8回兵庫県ミグネットの会・学術講演
会, 10.27, 神戸.

感染制御学／感染制御部
Infection Control and Prevention/
Infection Control and Prevention

■ 著書 ■
竹末芳生（2007）クロストリジウム感染症. 今日の治療指針

2007,（山口　徹, 北原光夫, 福井次矢　編）, 医学書院, 
東京, 165-166. 

中嶋一彦, 三輪洋人（2007）吃逆. 内科学, 第9版,（杉本恒
明, 矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 76-77. 

中嶋一彦, 三輪洋人（2007）口渇. 内科学, 第9版,（杉本恒明, 
矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 77-78.

竹末芳生, 中嶋一彦（2007）外科領域におけるMRSA感染
の現状. これだけは知っておきたい日常診療ガイドライン 
M R SA－診断・治療・対策－,（砂川慶介　編）, 医薬
ジャーナル社, 大阪, 25-31.

竹末芳生（2007）術後感染予防と術後感染症. 抗菌薬の
使い方, 3版,（木村　哲　編）, 第一三共株式会社, 東京, 
101-113. 

■ 学術論文 ■
［総説］
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竹末芳生 ,  中嶋一彦 ,  和田恭直 ,  柳　秀憲 ,  池内浩基
（2007）肺真菌症. 綜合臨牀, 56（増刊）, 979-983. 

竹末芳生 , 中嶋一彦, 和田恭直 , 一木　薫 , 倉本美佳 , 柳
秀憲, 池内浩基（2007）新感染症学（上）新時代の基礎・
臨床研究, 外科領域における耐性菌の現状と対策. 日本
臨牀, 65（増刊2）, 508-512. 

竹末芳生 , 中嶋一彦, 和田恭直 , 一木　薫 , 倉本美佳 , 柳
秀憲, 池内浩基（2007）新感染症学（下）新時代の基礎・
臨床研究, 消化器外科. 日本臨牀, 65（増刊3）, 598-603. 

竹末芳生 ,  中嶋一彦 ,  和田恭直 ,  一木　薫 ,  倉本美佳
（2007）これからのカルバペネム系薬の使い方に対するア
プローチ耐性への挑戦　サイクリング／ミキシング. 化学療
法の領域, 23（増刊2）, 57-63. 

竹末芳生, 中嶋一彦, 冨田尚裕, 池内浩基（2007）ベットサイ
ドで必要な外科基本手技と管理指針　周術期の感染予
防と管理. 外科治療, 96, 1024-1028.

竹末芳生, 中嶋一彦, 池内浩基（2007）感染予防のための
Standard Precaution. 救急医学, 31, 1123-1125. 

竹末芳生, 中嶋一彦（2007）術後感染予防と抗菌薬. 臨床と
研究, 84, 1386-1390. 

竹末芳生, 岸本裕充（2007）えっ！こんなに違う欧米と日本
の手術部位感染対策. 日本口腔感染症学会雑誌, 14, 3-8. 

竹末芳生, 中嶋一彦, 高橋佳子（2007）深在性真菌症の診
断・治療ガイドライン2007. 臨床と微生物, 34, 735-739. 

岩田　敏, 公文裕巳, 二木芳人, 青木信樹, 賀来満夫, 和田 
光一, 河野　茂, 砂川慶介, 三鴨廣繁, 竹末芳生 ,  後
藤直正, 門田晃一（2007）小児細菌感染症に対する
ceftriaxone 1日1回投与に関するアンケート調査. 日本化
学療法学会雑誌, 55, 463-472. 

竹末芳生（2007）重症急性胆管炎における細菌学的検索と
使用抗菌薬のエビデンスと推奨. 侵襲と免疫, 16, 156-160. 

一木　薫（2007）手指衛生のコンプライアンスを改善する
ためのチェックポイント. INFECTION CONTROL, 16, 
50-54. 

一木　薫, 竹末芳生, 中嶋一彦, 石原美佳, 和田恭直, 土田
敏恵（2007）多耐性緑膿菌が連続検出された病棟でのア
ウトブレイク防止対策. Medical ASAHI, 36（6）, 94-95. 

中嶋一彦 ,  竹末芳生 ,  一木　薫 ,  石原美佳 ,  和田恭直
（2007）MRSA除菌を有効にするコツ. INFECTION 
CONTROL, 16（秋季増刊）, 235-240. 

一木　薫, 竹末芳生, 中嶋一彦（2007）正しい創消毒のコツ. 
INFECTION CONTROL, 16（秋季増刊）, 258-263. 

一木　薫（2007）これだけは避けたい！看護技術　感染①
手指衛生. Nursing Today, 22（13）, 37-39. 

一木　薫（2007）これだけは避けたい！看護技術　感染②
血液曝露. Nursing Today, 22（14）, 32-35.

■ 原著 ■
Miwa, H., Nakajima, K., Yamaguchi, K., Fujimoto, K., 

Veldhuyzen van Zanten, S.J., Kinoshita, Y., Adachi, 
K., Kusunoki, H. and Haruma, K.（2007）Generation 
of dyspeptic symptoms by direct acid infusion into 
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術部位感染対策. 岡山大学学内講習会, 1.20, 岡山（岡山
大学）. 

竹末芳生（2007）抗菌薬適正使用. 抗菌薬適正使用講演会, 
1.27, 和歌山. 

一木　薫（2007）感染予防の基礎知識～知っておくこと・忘
れてはいけないこと～. 全国看護セミナー　施設における
感染予防と看護ケア, 1.28, 鳥取. 

竹末芳生（2007）外科領域における術後感染症の予防と治
療－適切な抗菌薬の使い方とは－. 第2回感染制御研究会, 
2.1, 東京. 

竹末芳生（2007）SSIと術後感染創管理. 筑豊外科懇話会, 
2.2, 福岡. 

竹末芳生（2007）えっ！こんなに違う米国と日本の手術部位
感染対策. 第6回佐賀県院内感染対策研究会, 2.3, 佐賀. 

竹末芳生（2007）手術部位感染対策に関する講演. 院内感
染対策学術講演会, 2.6, 福岡（浜の宮病院）. 

竹末芳生（2007）抗菌薬の適正使用－特にダゾシン・パシル
の位置付けについて－. 社内（大正富山）研修会, 2.7, 東
京. 

竹末芳生（2007）耐性菌制御：抗菌薬適正使用を中心に. 岩
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見沢地区学術講演会, 2.16, 岩見沢. 　
竹末芳生（2007）今日における感染制御－耐性菌アウトブレ

イクを未然に防ぐために－. 感染・医療事故防止セミナー
2007 in 中部, 2.17, 名古屋. 

竹末芳生（2007）今日における感染制御：手術部位感染対
策＆抗菌薬の適正使用. 近大感染制御セミナー, 2.19, 大阪

（近畿大学病院）. 
竹末芳生（2007）抗菌薬適正使用と保険査定の壁. 社保・

国保審査員学術講演会, 3.3, 大阪. 
竹末芳生（2007）新しい創ケアーの基本. 山陰地区SSI（手

術部位感染セミナー）, 3.6, 米子. 
竹末芳生（2007）MRSA感染の現状と対策：今, なにかが変

わっているのか？. 神奈川MRSA感染症講演会, 3.7, 横浜. 
竹末芳生（2007）抗MRSA薬の適正使用. Meet The 

Specialist, 3.14, 滋賀. 
竹末芳生（2007）MRSA感染の現状と対策：今, 何が変わっ

ているのか. 耐性菌学術講演会, 3.15, 広島. 
竹末芳生（2007）創ケアーの迷信＆抗菌薬適正使用. 西宮

医師会学術講演会, 3.29, 西宮（西宮医師会）. 
竹末芳生（2007）変わりつつあるMRSA感染対策. Meet 

The Specialist, 3.30, 横浜. 
竹末芳生（2007）ガイドラインからみた外科救急領域におけ

る深在性真菌症の診断と治療. 第81回日本感染症学会総
会, 4.10, 京都. 

竹末芳生（2007）えっ, こんなに違う欧米と日本における手
術部位感染対策. 第108回中部日本整形外科災害外科学
会, 4.14, 広島. 

一木　薫（2007）眼科領域で注意する感染症の対策, 外来・
手術室での注意点. 眼科コメディカル講習会, 4.22, 兵庫. 

竹末芳生（2007）変わりつつある感染制御：手術部位感染
対策と抗菌薬適正使用. Meet The Specialist, 4.27, 神奈川

（聖マリアンナ医科大学）. 
竹末芳生（2007）MRSA感染の病態と対策～今, 何が変

わっているのか？～. 外科感染症フォーラム, 5.11, 札幌. 
竹末芳生（2007）日常における耐性菌対策～アウトブレイク

を未然に防ぐために～. 院内学術講演会, 5.15, 西宮（甲南
病院）. 

竹末芳生（2007）今日における抗菌薬適正使用. 外科領域
感染対策　Meet The Specialist, 5.16, 島根. 

竹末芳生（2007）今日における抗菌薬の適正使用－透析症
例を中心に－. 第15回神戸・透析と情報懇話会, 5.19, 神戸. 

竹末芳生（2007）皮膚科医に必要な抗菌薬の種類と使い
方.（モーニングセミナー）第23回日本臨床皮膚科医会総
会・臨床学術大会, 5.20, 広島. 

一木　薫（2007）透析室における感染管理のあり方. 第15回
透析セミナー　兵庫県透析従事者研究会, 5.20, 神戸. 

竹末芳生（2007）新しい真菌症ガイドライン. 第3回感染症セ
ミナー, 5.23, 奈良. 

竹末芳生（2007）えっ, こんなに違う欧米と日本の手術部位
感染対策. 平成19年度セミナー・スプリングカンファレンス
in Kobe2007, 5. 26, 神戸. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖－アウトブレイク
を未然に防ぐために－. 第82回日本結核病学会総会, 6.5, 
大阪. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖. 病診連携会
（みなとセミナー）, 6.8, 横浜. 

竹末芳生（2007）薬剤師による抗菌薬使用への介入. 第2回
TDM・感染症治療フォーラム, 6.9, 横浜.

竹末芳生（2007）術前手洗いの変更（ラビング法）. 院内講
習会, 6.12, 岡山（川崎医科大学）. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖. 長浜地区講演
会, 6.13, 長浜. 

竹末芳生（2007）外科医が知っておきたい心筋症の診断と
治療. 第169回福山外科会, 6.18, 福山. 

竹末芳生（2007）改訂深在性真菌症ガイドラインについて～
外科領域～. 第14回深在性真菌症岡山フォーラム, 6.20, 
岡山. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖. 第32回日本外
科系連合学会核術総会, 6.22, 東京. 

竹末芳生（2007）抗菌薬適正資料と周術期管理のベスト
プラクティス. 院内講習会, 6.25, 大阪（大阪成人病セン
ター）. 

竹末芳生（2007）MRSA感染の現状と抗菌薬治療. ザイボッ
クス適応症追加1周年記念講演会, 6.26, 京都. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖. 第5回徳島呼吸
器フォーラム, 6.29, 徳島. 

一木　薫（2007）手術部位感染対策の取り組み～感染制御
部と手術室, 外科病棟のコラボレーション. 第3回岐阜周術
期管理フォーラム, 6.30, 岐阜. 

竹末芳生（2007）今日における抗菌薬適正使用：MRSA, 
MDRP, 真菌. 福岡大学医学部学術講演会, 7.2, 福岡（福
岡大学医学部）. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖. 東播地区感染
症研究会, 7.6, 明石.

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖－アウトブレイク
を未然に防ぐために－. 第4回感染防止セミナー, 7.7, 名古
屋. 

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染の恐怖. 第40回大阪北
肺疾患勉強会, 7.9, 大阪. 

竹末芳生（2007）医療訴訟と院内感染対策. 平成19年度第1
回インフェクションコントロールセミナー, 7.12, 東京（東邦
大学医療センター）. 

竹末芳生（2007）MRSA感染症. 函館市外科会学術講演会, 
7.13, 函館. 

一木　薫（2007）兵庫医科大学病院におけるIn fect ion 
Control Nurseの活動. 北東北感染対策フォーラム, 7.14, 
青森. 

一木　薫（2007）カテーテル関連感染予防策. 長崎大学医
学部・歯学部附属病院院内研修会, 7.18, 長崎. 

一木　薫（2007）職業感染防止対策とICT業務について. ベ
リタス病院講演会, 7.26, 兵庫. 

中嶋一彦（2007）耐性菌と院内感染対策. 白山病院院内講
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演会, 7.28, 大阪. 
竹末芳生（2007）感染症治療におけるTDM活用の実際. 第

24回日本TDM学会ランチョンセミナー, 7.29, 金沢. 
竹末芳生（2007）新しい深在性真菌症ガイドライン　実地

臨床での活用のために. 深在性真菌症ガイドライン講演
会, 7.31, 秋田.

竹末芳生（2007）新たな耐性菌感染症の恐怖. 第3回福井感
染症リスクマネジメント講演会, 8.24, 福井. 

竹末芳生（2007）手術部位感染（SSI）対策－今, 何が変
わっているのか－. 第5回宮崎外科感染症研究会, 8.31, 宮
崎. 

竹末芳生（2007）外科領域感染症.（特別講演）第10回西兵
庫感染症研究会学術講演会, 9.1, 姫路. 

竹末芳生（2007）新しい真菌症ガイドライン～実地臨床で
の活用のために～. 深在性真菌症ガイドライン講演会, 9.5, 
東京. 

竹末芳生（2007）改訂　深在性真菌症診断・治療ガイドラ
イン～外科・救急・集中治療領域～. 院内講習会, 9.11, 福島

（福島県立医科大学）. 
竹末芳生（2007）変わりつつあるMRSA感染の病態と治療. 

相模原地区感染症セミナー, 9.14, 相模原. 
一木　薫（2007）いまどきの手指衛生. 日本看護学会　老

年看護学術集会, 9.14, 長崎. 
一木　薫（2007）気になる感染症とその対策. 平成19年度救

急特別研修会, 9.27, 兵庫. 
竹末芳生（2007）院内感染対策に関する講演. 院内感染対

策講演会, 10.3, 横浜（済生会横浜市南部病院）. 
竹末芳生（2007）えっ, こんなに違う！アメリカと日本の手術

部位感染対策. Respiratory Infection Club, 10.5, 香川. 
竹末芳生（2007）えっ, こんなに違う！米国と日本の手術部

位感染対策. 第3回鴨和感染症フォーラム, 10.6, 京都. 
竹末芳生（2007）えっ, こんなに違う！日本と欧米の手術部

位感染対策. 院内講習会, 10.11, 岡山（独立行政法人国立
病院機構岡山医療センター）. 

竹末芳生（2007）日常における感染制御－アウトブレイクを
未然に防ぐためにー. 医療連携医学セミナー, 10.13, 大阪. 

一木　薫（2007）感染予防の基礎知識～知っておくこと・忘
れてはいけないこと～. 全国看護セミナー　施設における
感染予防と看護ケア, 10.28, 福岡. 

竹末芳生（2007）消化器外科領域における感染症対策のト
ピックス. 京都外科感染症シンポジウム, 11.2, 京都. 

一木　薫（2007）兵庫医科大学病院における手指衛生のと
りくみ. ASP ACADEMY手指衛生セミナー, 11.4, 大阪. 

竹末芳生（2007）MRSA感染の病態と治療.（イブニングセミ
ナー）第20回日本外科感染症学会, 11.7, 東京. 

一木　薫（2007）感染予防の基礎知識～知っておくこと・忘
れてはいけないこと～. 全国看護セミナー　施設における
感染予防と看護ケア, 11.11, 兵庫. 

竹末芳生（2007）手術部位感染対策－今, 何が変わっている
のか－.（ランチョンセミナー）第69回日本臨床外科学総会, 
11.29, 横浜. 

一木　薫（2007）兵庫医科大学病院における病院感染対
策と教育の実際.市立泉佐野病院院内感染対策講演会, 
11.29, 大阪. 

竹末芳生（2007）えっ, こんなに違う！米国と日本の手術部
位感染対策. 病院感染対策講演会, 12.3, 大阪（関西医
大）. 

一木　薫（2007）感染予防の基礎知識～知っておくこと・忘
れてはいけないこと～. 全国看護セミナー　施設における
感染予防と看護ケア, 12.9, 富山. 

竹末芳生（2007）周術期の感染対策と新しい手洗い. 院内
講習会, 12.12, 山口（山口大学）. 

臨床検査医学／臨床検査部
Clinical Laboratory Medicine/

Clinical Laboratory

■ 著書 ■
熊谷俊一, 小柴賢洋（2007）免疫抑制薬・免疫刺激薬と抗

アレルギー薬. NEW薬理学, 改訂第5版,（田中千賀子, 加
藤隆一　編）, 南江堂, 東京, 384-392.

熊谷俊一, 小柴賢洋（2007）抗炎症薬およびその関連薬
抗リウマチ薬. NEW薬理学, 改訂第5版,（田中千賀子, 加
藤隆一　編）, 南江堂, 東京, 404-407.

熊谷俊一, 小柴賢洋（2007）抗炎症薬およびその関連薬
関節機能改善薬. NEW薬理学, 改訂第5版,（田中千賀子, 
加藤隆一　編）, 南江堂, 東京, 408.

■ 学術論文 ■
［総説］
小柴賢洋（2007）エビデンスに基づく膠原病診断　血液検

査のコツ. 綜合臨牀, 56, 480-484.
小柴賢洋（2007）アデノシンによる免疫・炎症の制御とその

臨床応用について. 兵庫医科大学医学会雑誌, 32, 49-51.
竹末芳生 , 中嶋一彦, 和田恭直 , 一木　薫 , 倉本美佳 , 栁

秀憲, 池内浩基（2007）新感染症学（上）新時代の基礎・
臨床研究, 外科領域における耐性菌の現状と対策. 日本
臨牀, 65（増刊2）, 508-512. 

竹末芳生 ,  中嶋一彦 ,  和田恭直 ,  栁　秀憲 ,  池内浩基
（2007）肺真菌症. 綜合臨牀, 56（増刊）, 979-983. 

竹末芳生 ,  中嶋一彦 ,  和田恭直 ,  一木　薫 ,  石原美佳
（2007）これからのカルバペネム系薬の使い方に対するア
プローチ 耐性への挑戦　サイクリング／ミキシング. 化学
療法の領域, 23（増刊2）, 57-63. 

中嶋一彦 ,  竹末芳生 ,  一木　薫 ,  石原美佳 ,  和田恭直
（2007）MRSA除菌を有効にするコツ. INFECTION 
CONTROL, 16（秋季増刊）, 235-240. 

［原著］
Wang, B., Morinobu, A., Kanagawa, S., Nakamura, T., 

Kawano, S., Koshiba, M., Hashimoto, H. and Kumagai, 
S.（2007）Transforming growth factor beta 1 gene 
polymorphism in Japanese patients with systemic 
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lupus erythematosus. Kobe J. Med. Sci., 53, 15-23.
Nishimura, K., Sugiyama, D., Kogata, Y., Tsuji, G., 

Nakazawa, T., Kawano, S., Saigo, K., Morinobu, A., 
Koshiba, M., Kuntz, K.M., Kamae, I. and Kumagai, 
S.（2007）Meta-analysis: diagnostic accuracy of anti-
cyclic citrullinated peptide antibody and rheumatoid 
factor for rheumatoid arthritis. Ann. Intern. Med., 
146, 797-808.

［症例報告］
西村雅史, 神野早苗, 窪田敦子, 和田恭直, 細谷友雅, 三村

治（2007）多剤耐性を示し両眼の角膜潰瘍をきたした成
人淋菌性角結膜炎の1例. あたらしい眼科, 24, 489-493.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
和田恭直（2007）MDRP感染症とその感染対策.（教育セミ

ナー）第18回日本臨床微生物学会総会, 2.17-18, 長崎.
戌角幸治, 小柴賢洋（2007）最適な検査体制の確立を目指

して－ブランチラボから自主運営へ.（指定講演）第55回日
本臨床化学会近畿支部例会, 6.9, 大阪. 

芝田宏美（2007）臨床熱画像検査法.（教育講演）日本サー
モロジー学会第24回大会, 8.30-9.1, 東京.

小柴賢洋, 小坂英和, 加納春艶, 谷　敏郎（2007）データ
を見て臨床医が考えること, 検査技師が考えること－生
化学データを中心に－.（生涯教育講演）第54回日本臨床
検査医学会学術集会・第47回臨床化学会年次学術集会
連合大会, 11.22-25, 大阪.（臨床化学, 36（Suppl.2）, 35, 
2007.）

［シンポジウム等］
一木　薫, 竹末芳生, 中嶋一彦, 倉本美佳, 和田恭直, 土田

敏恵（2007）多剤耐性緑膿菌（MDRP）が連続検出され
た病棟でのアウトブレイク防止対策の実際.（シンポジウ
ム）第22回日本環境感染学会総会, 2.23-24, 横浜.（環境
感染, 22（Suppl.）, 142, 2007.）

熊谷俊一, 大田俊行, 赤星　透, 今福裕司, 小柴賢洋（2007）
自己抗体検査の全国サーベイとそれに基づく標準化の検
討.（シンポジウム）第54回日本臨床検査医学会学術集会・
第47回日本臨床化学会年次学術集会連合大会, 11.22-25, 
大阪.

小柴賢洋（2007）ブランチラボから自主運営への復帰－院
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（2007）臨床化学自動分析装置Dimension RxL-HMを用
いた血中タクロリムス濃度測定の基礎的検討. 日本臨床
検査自動化学会第39回大会, 9.26-28, 横浜.（日本臨床検
査自動化学会会誌, 32, 732, 2007.）

柴山沙織, 井垣　歩, 戌角幸治, 小柴賢洋（2007）空気容積
脈波（APG）検査の実施経験と基礎的検討. 第25回私立
医科大学臨床検査技師会学術研修会, 10.27, 東京.

中村竜也, 山崎勝利, 和田恭直, 折田　環, 幸福知己, 西尾
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S . J .（ 2 0 0 7）I n h a l a t i o n a l  a n e s t h e t i c s  a s 
neuroprotectants or chemical preconditioning agents 
in ischemic brain. J. Cereb. Blood Flow Metabol., 27, 
1108-1128.

Kida, Y., Tachibana, H., Takeda, M., Yoshikawa, H. and 
Okita, T.（2007）Recognition memory for unfamiliar 
faces in Park inson's d isease : behav iora l and 
electrophysiologic measures. Parkinsonism Relat. 
Disord., 13, 157-164.

岡本憲省, 鴨川賢二, 奥田文悟, 川端啓太, 立花久大（2007）
Pure dysarthriaの局所脳循環：3D-SSPによる検討. 脳卒
中, 29, 508-513.

［症例報告］
奥　智子（2007）von Meyenburg complexの1例. 内科, 

100, 374.
中嶋　匡, 西村裕之, 西原賢太郎, 浮田　透, 辻　雅夫, 三

宅裕治, 大村武久, 立花久大（2007）MLF症候群と運動
失調にて発症した中脳梗塞の1例. 脳卒中, 29, 479-482.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
立花久大（2007）レビー小体病と認知症.（特別講演）第6回

阪神認知症談話会, 1.25, 尼崎. 
立花久大（2007）認知症の診断と治療.（特別講演）第31回

千種川カンファレンス, 3.8, 赤穂. 
Tachibana, H., Kawabata, K., Kitano, H., Oku, T. and 
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Kuroda, N.（2007）Auditory and visual recognition 
memory in normal aging and Parkinson’s disease: An 
event-related potential study.（Symposium）Cognitive 
Neurosc ience 2007IEEE/ICME Internat iona l 
Conference on Complex Medica l Eng ineering-
CME2007, 5.23-27, Beijing, China.

立花久大（2007）事象関連電位からみたパーキンソン病の
認知機能.（ミニレクチャー）第12回日本認知神経科学会, 
7.21-22, 福岡. 

立花久大（2007）頭痛診療の留意点.（特別講演）第8回愛
媛頭痛研究会, 9.12, 松山. 

立花久大（2007）パーキンソン病の診断と薬物治療.（特別
講演）パーキンソン病学術講演会, 9.15, 大阪. 

立花久大（2007）Lewy小体病の認知障害と認知症.（教育
講演）第2回神奈川臨床研究セミナー, 9.27, 横浜. 

立花久大（2007）頭痛診療における留意点－どのような症例
を病院に送るべきか－.（指定講演）兵庫県保険医協会神
戸支部第28回総会, 10.20, 神戸. 

立花久大（2007）事象関連電位の臨床応用.（教育講演）
第37回日本臨床神経生理学会学術大会, 11.21-23, 宇都
宮.（臨床神経生理学, 35, 294, 2007.）

［一般講演］
川端啓太 ,  黒田信人 ,  奥　智子,  北野英人 ,  立花久大
（2007）著明な顔面浮腫を呈したアスペルギルス症と皮膚
筋炎の合併例. 第7回東灘区病診連携学術集談会, 3.24, 
神戸. 

中嶋　匡, 西村裕之, 西原賢太郎, 浮田　透, 辻　雅夫, 三
宅裕治, 大村武久, 立花久大（2007）脳梗塞発症から治
療までの時間経過に関する検討. 第32回日本脳卒中学会
総会, 3.22-23, 福岡.（脳卒中, 29, 267, 2007.）

岡本憲省, 森　千晃, 鴨川賢二, 奥田文悟, 川端啓太, 立花久
大（2007）原始反射は脳血管性パーキンソニズムとパーキ
ンソン病の鑑別に有用である. 第48回日本神経学会総会, 
5.16-18, 名古屋. 

寺山靖夫, 鈴木則宏, 田中耕太郎, 吉井文均, 棚橋紀夫, 立
花久大（2007）パーキンソン病患者のQOL評価－専門医
と非専門医の違い－. 第48回日本神経学会総会, 5.16-18, 
名古屋. 

Kitano, H., Wang, L., Anderson, V.R., Young, T.M., 
Meinke, A.E., Hurn, P.D. and Murphy, S.J.（2007）
Isof lurane precondit ion ing neuroprotect ion in 
experimental focal stroke is gender-specif ic in 
young and middle-aged mice. The 23rd International 
Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and 
Function, 5.20-24, Osaka.

戸田和夫, 丸山哲矢, 立花久大, 川端啓太（2007）パーキン
ソン病患者の骨粗鬆症合併の特徴. 第30回プライマリ・ケ
ア学会学術会議, 5.26-27, 宮崎. 

武田正中, 笠間周平, 辰巳美晶, 津田健吉, 高岡俊雄, 木村
卓 , 梶山幸司 , 芳川浩男, 川端啓太 , 立花久大（2007）
Lower motor neuron syndromesにおける免疫グロブリ

ン静注療法（IVIg）の検討. 第25回日本神経治療学会総
会, 6.21-22, 仙台.（神経治療学, 24, 376, 2007.） 

木田安宣, 立花久大, 川端啓太, 武田正中（2007）パーキン
ソン病の視覚性記憶機能　事象関連電位による検討. 第
24回日本脳電磁図トポグラフィ研究会, 6.15-16, 神戸. 

中嶋　匡, 西村裕之, 立花久大（2007）脳梗塞と鑑別困難で
あったFocal inhibitory seizureの1例. 日本神経学会第86
回近畿地方会, 6.23, 大阪. 

川端啓太（2007）高齢者に多い疾病の基礎知識③神経疾
患. 兵庫県介護支援専門員協会第1期指導者養成研修, 
8.19, 神戸. 

川端啓太, 北野英人, 黒田信人, 奥　智子, 澁谷直美, 立花
久大（2007）Abdominal anginaにて発症した上腸間膜動
脈瘤の1例. 第183回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸. 

北野英人, 川端啓太, 立花久大（2007）マウスの局所脳虚血
におけるIsoflurane preconditioningの神経保護作用は青
年期と中年期にて性特異的である. 第19回日本脳循環代
謝学会総会, 10.25-26, 盛岡. 

小畔美弥子, 横田正幸, 西村裕之, 澁谷直美, 川端啓太, 立花
久大（2007）新規発症持続性連日性頭痛の臨床的検討. 
第35回日本頭痛学会総会, 11.10-11, 東京.（日本頭痛学会
誌, 34, 118, 2007.）

児玉典彦, 立花久大, 川端啓太 , 澁谷直美, 北野英人 , 奥
智子（2007）パーキンソン病におけるレボドパ反応性と
事象関連電位P300. 第37回日本臨床神経生理学会学術
大会, 11.21-23, 宇都宮.（臨床神経生理学, 35, 405-406, 
2007.）

澁谷直美, 川端啓太, 奥　智子, 北野英人, 藤井あかり, 立花
久大（2007）パーキンソン病の経過中にSIADHを呈した
症例. 日本神経学会第87回近畿地方会, 12.1, 大阪. 

中嶋　匡, 西村裕之, 立花久大（2007）Asterixisを伴った制
止不能なミオクローヌスの1例. 日本神経学会第87回近畿
地方会, 12.1, 大阪. 

北野英人, 奥　智子, 澁谷直美, 川端啓太, 立花久大, 片岡
保朗（2007）門脈血ガス血症の1例. 第184回日本内科学
会近畿地方会, 12.1, 京都.

■ その他 ■
立花久大（2007）頭痛について. 市民公開講座, 2.21, 西宮. 
立花久大（2007）レビー小体病と認知症. 川崎医大神経カン

ファレンス, 2.26, 倉敷. 
奥田文悟, 森　千晃, 鴨川賢二, 岡本憲省, 川端啓太, 立花

久大（2007）原始反射はパーキンソン病と脳血管性パーキ
ンソニズムの鑑別に有用か？. 第8回中・四国セレギニン研
究会, 2.10, 高知. 

川端啓太（2007）老年期における認知症とうつの診断と治
療. 第18回北神よろず懇話会, 6.23, 神戸. 

立花久大, 寺山靖夫, 大塚千久美, 鈴木則宏, 高橋一司, 田
中耕太郎, 吉井文均, 棚橋紀夫（2007）パーキンソン病患
者のQOL評価－専門医と非専門医の違い－. 第36回兵庫
県パーキンソン病及び不随意運動研究会, 9.7, 神戸. 

北野英人 ,  奥　智子,  澁谷直美 ,  川端啓太 ,  立花久大
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（2007）意識障害と肝機能障害で発症した脳炎の1例. 第2
回阪神脳疾患医療連携懇話会, 9.13, 西宮. 

澁谷直美, 川端啓太, 奥　智子, 北野英人, 亀井久美子, 藤
井あかり, 立花久大（2007）パーキンソン病の経過中の
SIADHを呈した症例. 第39回摩耶神経カンファレンス, 
9.28, 神戸.

集中治療医学／ICU
Intensive Care Medicine/Intensive Care Unit

■ 著書 ■
西　信一　訳（2007）肺機能検査. 麻酔科シークレット, 第

2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻本三郎
監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 
57-64. 

安宅一晃　訳（2007）重症患者の人工換気. 麻酔科シーク
レット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻
本三郎　監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル, 東京, 147-155. 

安宅一晃　訳（2007）慢性閉塞性肺疾患. 麻酔科シーク
レット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻
本三郎　監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル, 東京, 282-289. 

安宅一晃　訳（2007）急性呼吸促迫症候群. 麻酔科シーク
レット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻
本三郎　監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル, 東京, 290-298. 

竹田健太　訳（2007）ハイリスク分娩と合併症. 麻酔科シー
クレット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻
本三郎　監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル, 東京, 428-433. 

竹田健太　訳（2007）高齢者の麻酔. 麻酔科シークレット, 
第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻本三郎
監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 
434-437. 

梅本康浩　訳（2007）日帰り麻酔. 麻酔科シークレット, 第
2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻本三郎
監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 
439-443. 

梅本康浩　訳（2007）手術室外での麻酔と意識化鎮静. 麻
酔科シークレット, 第2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上
農善朗, 辻本三郎　監訳）, メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル, 東京, 445-452. 

西　信一　訳（2007）心臓移植. 麻酔科シークレット, 第
2版,（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻本三郎
監訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 
483-489. 

西　信一　訳（2007）肝移植. 麻酔科シークレット, 第2版,
（Duke, J.　原著, 太城力良, 上農善朗, 辻本三郎　監
訳）, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 

490-496. 
安宅一晃（2007）ピューリタンベネットベンチレータ740, 760
（BP740, BP760）. 人工呼吸療法, 改定第4版,（沼田克
雄, 安本和正　編）, 秀潤社, 東京, 171-175.

■ 学術論文 ■
［総説］
安宅一晃, 西　信一, 渡辺佳菜子, 竹田健太, 飯田容子, 梅

本康浩（2007）高齢者の鎮痛と鎮静：最近の動向. ICUと
CCU, 31, 763-770. 

西　信一（2007）重症患者の薬物治療－臨床薬物動態学・
薬動力学－. 兵庫医科大学医学会雑誌, 32, 61-66. 

安宅一晃, 徳平夏子, 宇城敦司, 嶋岡英輝, 西　信一（2007）
Endotoxin Activity Assay（EAA）の臨床応用. エンドト
キシン血症救命治療研究会誌, 11, 140-142.

［原著］
安宅一晃, 嶋岡英輝, 西　信一（2007）化学発光法を用いた

Endotoxin Activity Assay（EAA）の検討. ICUとCCU, 
31, 445-452. 

［症例報告］
竹田健太 ,  飯田容子,  梅本康浩 ,  安宅一晃 ,  西　信一
（2007）術後塩酸ランジオロールの使用経験. 新薬と臨床, 
56, 1824-1832 . 

■ 学会発表 ■
［指定講演］
Nishi, S.（2007）Usefu lness of Precedex in adult 

surgical ICU patients,focusing on prevention of 
ICU delirium,sedative and analgesic effects.（Panel 
Discussion）The Predex Study Meeting 2007, 11.10, 
Pattaya, Thailand. 

［シンポジウム等］
嶋岡英輝, 徳平夏子, 宇城敦司, 大塚康義, 安宅一晃（2007）

当院集中治療部における感染対策.（シンポジウム）第34
回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治
療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 188, 2007.）

徳平夏子, 安宅一晃, 岩上真美, 末広広一, 大塚康義, 嶋岡
英輝（2007）食道癌術後症例におけるデクスメデトミジン
投与による譫妄の予防.（パネルディスカッション）第34回
日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治
療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 203, 2007.）

竹田健太（2007）集中治療医のアイデンティティ向上のた
め.（パネルディスカッション）第34回日本集中治療医学
会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14

（Suppl.）, 206, 2007.）
西　信一（2007）集中治療管理の効率化.（シンポジウム）第

34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集
中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 40, 2007.）

Nishi, S.（2007）Sedation and pain control in ICU.
（Symposium）The 7th Joint Scientific Congress of 
the KSCCM and JSICM, 4.28-29, Seoul, Korea. 

［一般講演］
中谷桂治, 大橋直紹, 飯田容子, 栗田　聡（2007）血液ガ
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ス測定器（ABLシリーズ625）でのクロールイオンの異常
値を示した症例. 第34回日本集中治療医学会学術集会, 
3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 242, 
2007.）

竹田健太 , 梅本康浩, 安宅一晃, 西　信一（2007）急速に
進行する壊死性筋膜炎の1症例. 第34回日本集中治療医
学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14

（Suppl.）, 263, 2007.）
安宅一晃, 嶋岡英輝, 西　信一, 徳平夏子, 宇城敦司, 竹田

健太, 梅本康浩（2007）敗血症におけるエンドトキシン測
定法：Endotoxin Activity Assay（EAA）の検討. 第34回
日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治
療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 306, 2007.）

木村政義, 安宅一晃, 西　信一（2007）メインフローフィルタ
の性能比較. 第34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-
3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 362, 
2007.）

木村政義, 安宅一晃, 西　信一（2007）HMEブースタと人
工鼻の組合せに対する検討. 第34回日本集中治療医学
会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14 

（Suppl.）, 363, 2007.）
I ida, Y., Takeda, K., Umemoto, Y., Atag i, K. and 

Nishi, S.（2007）The effect iveness and safety of 
dexmedetomidine for the sedation after neurosurgery. 
The 7th Joint Scientific Congress of the KSCCM and 
JSICM, 4.28-29, Seoul, Korea. 

Watanabe, K., Nishi, S., Takeda, K., Iida, Y., Umemoto, 
Y. and Atagi, K.（2007）The investigation of 368 
cases sedated by dexmedetomidine in our general 
ICU through one year. The Predex Study Meeting 
2007 15th ASEAN Congress of Anesthesiologists, 
11.10, Pat taya, Tha i la nd.（ASEAN Journa l of 
Anaesthesiology, 8, 45, 2007.）

渡辺佳菜子, 安宅一晃, 西　信一（2007）気道管理に難渋
した乳児頸部リンパ管腫の一例. 日本小児麻酔学会第13
回大会, 11.23-24, 沖縄.（日本小児麻酔学会誌, 13, 112, 
2007.）

臨床核医学／核医学・PETセンター
Clinical Nuclear Medicine/

Nuclear Medicine and PET Center

■ 著書 ■
奥　直彦, 酒向正春, 橋川一雄（2007）脳血流SPECT. 急性

期脳梗塞画像診断実践ガイドライン2007,（ASIST-Japan
実践ガイドライン策定委員会　編）, 南江堂, 東京, 63-70.

■ 学術論文 ■
［総説］
柏木　徹 , 飯島尋子（2007）画像所見. 肝・胆・膵, 54 , 

35-42. 

渡辺晋一郎 , 尾上公一, 河田修治 , 奥　直彦, 柏木　徹
（2007）開口補正の臨床応用について. 映像情報Medical, 
39, 618-619.

［原著］
Kajimoto, K., Oku, N., Kimura, Y., Kato, H., Tanaka, 

M.R., Kanai, Y., Kitagawa, K., Maruno, M., Yoshimine, 
T. , Hor i , M. a nd Hatazawa, J.（2007）Crossed 
cerebellar diaschisis: a positron emission tomography 
study with L-［methyl-11C］methionine and 2-deoxy-2-
［18F］fluoro-D-glucose. Ann. Nucl. Med., 21, 109-113. 

Miyagawa, Y., Tsujimura, A., Fujita, K., Matsuoka, Y., 
Takahashi, T., Takao, T., Takada , S., Matsumiya, 
K., Osaki, Y., Takasawa, M., Oku, N., Hatazawa, J., 
Kaneko, S. and Okuyama, A.（2007）Differentia l 
brain processing of audiovisual sexual stimuli in men: 
comparative positron emission tomography study 
of the initiation and maintenance of penile erection 
during sexual arousal. Neuroimage, 36, 830-842.

Kanai, Y., Hasegawa, S., Kimura, Y., Oku, N., Ito, H., 
Fukuda, H. and Hatazawa, J.（2007）N-isopropyl-4-

［123I］iodoamphetamine（123I-IMP）products: a 
difference in radiochemical purity, unmetabolized 
fraction, and octanol extraction fraction in arterial 
blood and regional brain uptake in rats. Ann. Nucl.
Med., 21, 387-391.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
奥　直彦（2007）脳核医学の現状と今後.（教育講演）第40

回日本核医学会近畿地方会, 6.30, 尼崎.
［一般講演］
Kashiwagi, T., Watanabe, S., Kawata, S., Oku, N., Iimuro, 

Y. and Fujimoto, J.（2007）Estimation of hepatic 
functional volume and regional reserve by Tc-99m 
GSA SPECT after hepatectomy. 17th Conference of 
the Asian Pacific Association for the Study of the 
Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology International, 1, 52, 
2007.）

Kishida, Y., Haruna, Y., Inoue, A., Kashiwag i, T., 
Matsuura, N. and Hayashi, N.（2007）Prevention of 
viral escape in chronic hepatitis C with RBV/IFNα 
using an induction with nIFNβ/α. 17th Conference 
of the Asian Pacific Association for the Study of the 
Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology International, 1, 145, 
2007.）

柏木　徹（2007）臨床核医学の現状と将来. 平成18年度第4
回兵庫医科大学医学会学術講演会, 3.13, 西宮.（兵庫医科
大学医学会雑誌, 32, 59-60，2007.）

西川慎一郎, 大原一幸, 西井理恵, 高長明律, 守田嘉男, 柏
木　徹, 奧　直彦（2007）123I-IMP脳血流SPECTを施行
したCO中毒症例. 第40回日本核医学会近畿地方会, 6.30, 
尼崎.
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河田修治, 柏木　徹, 奧　直彦, 渡辺晋一郎（2007）原発不
明癌におけるFDG-PET/CTの有用：臨床情報・依頼内容
別による検討. 第40回日本核医学会近畿地方会, 6.30, 尼
崎.

渡辺晋一郎 , 尾上公一, 河田修治 , 奧　直彦, 柏木　徹
（2007）開口補正の臨床応用. 第40回日本核医学会近畿
地方会, 6.30, 尼崎.

尾上公一, 立花敬三, 木谷仁昭, 前田善裕, 樽岡陽子, 矢野
尾早苗, 森下悦子, 柏木　徹（2007）Ga-67SPECTにおけ
るコリメータ分解能補正に関する基礎的検討. 第27回日本
核医学技術学会総会学術大会, 7.14-15, 大阪.（核医学技
術, 27, 131, 2007.）

光信正夫, 山下英孝, 河合　孝, 飯田洋也, 生田真一, 相原
司, 安井智明, 栁　秀憲, 粕本博臣, 柏木　徹, 山中若樹

（2007）慢性腎不全を伴う原発不明癌にTJ療法が著効
を示した1例. 第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京
都.（日本癌治療学会誌, 42, 806, 2007.）

河田修治, 柏木　徹, 奧　直彦, 渡辺晋一郎（2007）原発不
明癌におけるFDG-PET/CTの有用について：臨床情報・
依頼内容別による検討. 第47回日本核医学会学術総会, 
11.4-6, 仙台.（核医学, 44, 300, 2007.）

渡辺晋一郎 , 尾上公一, 河田修治 , 奧　直彦, 柏木　徹
（2007）シンチグラフィおよびSPECTにおける開口補正
処理法の臨床的有用性. 第47回日本核医学会学術総会, 
11.4-6, 仙台.（核医学, 44, 318, 2007.）

■ その他 ■
渡辺晋一郎 , 尾上公一, 河田修治 , 奥　直彦, 柏木　徹
（2007）開口補正の臨床応用について. 第45回核医学定量
診断研究会, 1.27, 大阪.

柏木　徹（2007）PET/CT検査の基礎と臨床. 尼崎市内科
医会講演会, 1.10, 尼崎.

柏木　徹（2007）PET/CT検査の基礎と臨床. 阪神画像診
断勉強会, 2.8, 大阪.

柏木　徹（2007）PET/CT検査の基礎と臨床. 西宮市医師
会内科医会講演会, 3.28, 西宮.

柏木　徹（2007）日常診療におけるPET/CT検査. 兵庫医
科大学医療連携セミナー in 西宮, 5.19, 西宮.

奥　直彦（2007）脳血管障害におけるSPECTの有用性－脳
疾患の診断・治療における画像診断の役割－. 第10回兵
庫脳循環代謝研究会, 5.26, 神戸.

柏木　徹（2007）PET/CT検査の適応と臨床的有用性. 川
西市医師会学術講演会，7.14, 川西. 

柏木　徹（2007）PET/CT検査. 尼崎市全外科医会学術講
演会, 7.25, 尼崎.

柏木　徹（2007）最先端医療. 大阪藥業健保組合創立50周
年記念講演会, 9.26, 大阪.

柏木　徹（2007）消化器癌の診断と治療の最前線：消化器
癌とPET/CT. 第38回日本消化器病学会近畿支部市民健
康講座, 10.28, 大阪.

柏木　徹（2007）PET/CT検査について. 西宮ロータリーク
ラブ例会, 11.14, 西宮.

柏木　徹（2007）兵庫医科大学病院PETセンター開設にあ
たって. 尼崎市内科医会通信, 11, 4-6.

内視鏡センター
Endoscopic Center

■ 学術論文 ■
［総説］
戸澤勝之, 上小鶴孝二, 川　浩介, 横山陽子, 吉田幸治, 高川

哲也, 日下　剛, 應田義雄, 樋田信幸, 福永　健, 神野良
男, 大西国夫, 三輪洋人, 松本譽之（2007）虚血性腸炎と
性差. G.I.Research, 15, 43-47. 

堀　和敏, 池内浩基, 中埜廣樹, 應田義雄, 樋田信幸, 松本
譽之, 三輪洋人（2007）潰瘍性大腸炎の上部消化管病変
の臨床と経過－画像所見を中心に. 胃と腸, 42, 441-448. 

神野良男, 富田寿彦, 松本譽之（2007）画像診断と最近の進
歩. PROGRESS IN MEDICINE, 27, 889-893. 

福田能啓 ,  栄谷直 美 ,  肥 塚 浩昌 ,  坂 上　隆（2 0 0 7）
H e l i c o b a c t e r p y l o r i感染の診断法－今後の課題－. 
Helicobacter Research, 11, 247-252. 

堀　和敏 , 三輪洋人（2007）大学病院における除菌療法の
現状. 消化器の臨床, 10, 353-357. 

金　鏞民 , 堀　和敏 , 三輪洋人（2007）内視鏡の読み方 
gastritis cystica polyposaの内視鏡像. 臨牀消化器内科, 
22, 1526-1530. 

神野良男, 中村志郎, 荒川哲男, 松本譽之（2007）小腸内視
鏡を用いた治療. 日本大腸肛門病学会雑誌, 60, 964-969. 

堀　和敏 , 金　鏞民 , 三輪洋人（2007）内視鏡の読み方 
十二指腸白色粘膜の内視鏡的鑑別診断. 臨牀消化器内科, 
22, 1649-1653. 

堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 小石健二, 坂上　隆, 三輪
洋人（2007）内視鏡の読み方 10mm以下UL（－）分化型
SM胃癌. 臨牀消化器内科, 22, 1767-1770. 

中村志郎, 神野良男, 松本譽之, 大川清孝, 飯室正樹, 押谷
伸英, 荒川哲男, 野村　勉, 北野厚生（2007）NSAID坐剤
起因性直腸病変の臨床的検討. 胃と腸, 42, 1730-1738.

［原著］ 
Kawazoe, T., Sakagami, T., Nakajima, K., Hori, K., Fukuda, 

Y., Matsumoto, T. and Miwa, H.（2007）Role of bacterial 
strain diversity of Helicobacter pylori in gastric 
carcinogenesis induced by N-Methyl-N-nitrosourea in 
Mongolian gerbils. Helicobacter, 12, 213-223. 

［症例報告］
Fukunaga, K., Hida, N., Ohnishi, K., Ohda, Y., Yoshida, 

K., Kusaka, T., Jinno, Y., Nagase, K., Nakamura, S., 
Kadobayashi, M., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2007）
A suppository Chinese medicine（Xilei-san）for 
refractory ulcerative proctitis: a pilot clinical trial. 
Digestion, 75, 146-147.

■ 学会発表 ■
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［シンポジウム等］
神野良男, 富田寿彦, 松本譽之（2007）深部小腸の狭窄病

変に対する内視鏡から見たバルーン拡張術の適応と予
後.（パネルディスカッション）第78回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会, 3.3, 大阪.（第78回日本消化器内視鏡学会
近畿地方会プログラム・抄録集, 8, 2007.）

樋田信幸, 堀　和敏, 松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎合併
腫瘍性病変に対するpit pattern診断－平坦病変の描出は
可能か？.（ワークショップ）第73回日本消化器内視鏡学
会総会, 5.9-11, 東京.（Gastroenterological Endoscopy, 49

（Suppl.1）, 808, 2007.）
森田　毅, 堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 大島忠之, 田中

淳二, 山本憲康, 林千鶴子, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人
（2007）Helicobacter pylori（H.pylori）血清抗体法による
胃癌高危険群絞込みの問題点と対策.（ワークショップ）
第13回日本ヘリコバクター学会, 6.21-22, 大津.（第13回日
本ヘリコバクター学会抄録集, 147, 2007.）

Miwa, H., Hori, K., Oshima, T., Yamamoto, N. and 
Matsumoto, T.（2007）Recent trend of GERD in Japan.

（Symposium）Asian Pacific Digestive Week 2007
（APDW2007）, 10.15-18, Kobe.（J. Gastroenterol., 
Hepatol.,  22（Suppl.2）, A109, 2007.）

［一般講演］
金　鏞民, 堀　和敏, 大島忠之, 山本憲康, 富田寿彦, 森田

毅, 林千鶴子, 田中淳二, 坂上　隆, 松本譽之, 三輪洋人
（2007）癌化胃過形成性ポリープの1例. 第3回日本消化管
学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（第3回日本消化器学会総
会学術集会抄録集, 245, 2007.）

河野友彰, 應田義雄, 井上　拓, 戸澤勝之, 上小鶴孝二, 樋
田信幸, 福永　健, 堀　和敏, 内野　基, 中埜廣樹, 池内
浩基, 中嶋一彦, 竹末芳生, 山村武平, 三輪洋人, 松本譽
之, 福田勝英（2007）重篤なMRSA肺炎を合併したが救
命しえた激症潰瘍性大腸炎の1例. 第3回日本消化管学会
総会学術集会, 2.1-2, 東京.（第3回日本消化管学会総会学
術集会抄録集, 311, 2007.）

田中淳二, 大島忠之, 神野良男, 林千鶴子, 富田寿彦, 森田
毅 , 金　鏞民 , 中嶋一彦, 山本憲康, 堀　和敏 , 城　大
介, 鈴村和大, 坂上　隆, 藤元治朗, 松本譽之, 三輪洋人

（2007）ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）にて術前に観
察し得た小腸GISTの2症例. 第78回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会, 3.3, 大阪.（第78回日本消化器内視鏡学会
近畿地方会プログラム・抄録集, 59, 2007.）

Okada, T., Hori, K., Nakajima, K., Yamamoto, A., 
Graham, A. and Miwa, H.（2007）Cases of gastric 
MALT lymphoma and diffuse karge B-Cell lymphoma 
associated with Okadaella Gastrococcus-like organism. 
Digest ive Disease Week and the 108th Annual 
Meeting of the AGA Institute（DDW2007）, 5.19-
24, Washington D.C., U.S.A.（Gastroenterology, 132
（Suppl.2）, A-311, 2007.）

Yamamoto, N., Hashimoto, K., Hayashi, C., Ohda, Y., Hida, 

N., Hori, K., Sakagami, T., Ishikawa, H., Matsumoto, T. 
and Miwa, H.（2007）Does slim endoscope improve 
the tolerance of patients or do we still need conscious 
sedat ion? a randomized double-bl ind placebo-
control led study. Digestive Disease Week 2007, 
5.19-23, Washington D.C., U.S.A.（Gastrointestinal 
Endoscopy, 65, AB322, 2007.）

蝶野晃弘, 中村志郎, 神野良男, 日下　剛, 大西国夫, 福永
健, 樋田信幸, 福田能啓, 三輪洋人, 松本譽之（2007）出血
性ショックにレミケードが奏効したクローン病の1例. 第183
回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸.（第183回日本内科
学会近畿地方会抄録集, 53, 2007.）

森田　毅, 富田寿彦, 橋本　学, 岡本聡子, 奥川卓也, 深尾
亘, 大島忠之, 應田義雄, 樋田信幸, 堀　和敏, 久能志津
香, 大橋浩一郎, 王　孔志, 黒田暢一, 藤元治朗, 松本譽
之, 三輪洋人（2007）緊急手術を要した右半型虚血性腸
炎の一例. 第87回日本消化器病学会近畿支部例会, 9.8, 
大阪.（第87回日本消化器病学会近畿支部例会プログラ
ム・抄録集, 72, 2007.）

中村志郎, 渡辺芳久, 神野良男, 樋田信幸, 福永　健, 松本
譽之（2007）高齢者の下部消化管出血性疾患に関する臨
床的検討. 第25回日本大腸検査学会総会, 9.8-9, 東京.（第
25回日本大腸検査学会総会抄録集, 69, 2007.）

Okada, T., Hori, K., Nakajima, K. and Miwa, H.（2007）
Okadaella gastrococcus-l ike immunoreactivity in 
gastric mucosal lesions. 72nd Annual Scientif ic 
Meeting of the American College of Gastroenterology, 
10.12-17, Philadelphia, U.S.A.（Am. J. Gastroenterol., 102

（Suppl.2）, S160, 2007.）
森田　毅, 堀　和敏, 大島忠之, 富田寿彦, 山本憲康, 福田

能啓, 松本譽之, 三輪洋人（2007）H.pylori血清抗体法に
よる胃癌高危険群判定の問題点. 第49回日本消化器病学
会大会（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化器病学
会雑誌, 104（臨時増刊）, A586, 2007.）

山本憲康, 橋本佳代 , 林千鶴子, 應田義雄 , 樋田信幸, 堀
和敏, 坂上　隆, 石川秀樹, 松本譽之, 三輪洋人（2007）細
径スコープを用いれば上部消化管内視鏡検査は楽に受け
られるか？無作為プラセボ二重盲検試験による検討. 第
74回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2007）, 10.18-
21, 神戸.（Gastroenterological Endoscopy, 49（Suppl.2）, 
2310, 2007.）

大島忠之, 小瀬木順一, 田中淳二, 林千鶴子, 森田　毅, 富
田寿彦, 山本憲康, 堀　和敏, 松本譽之, 三輪洋人（2007）
ラット慢性酸型逆流性食道炎モデルにおける自発運動
とタイトジャンクション. 第6回日本Neurogastroenterology

（神経消化器病）学会, 11.3, 大阪.（プログラム抄録集, 
18, 2007.）

近藤　隆, 富田寿彦, 吉田幸治, 應田義雄, 福永　健, 樋田
信幸, 小坂　正, 堀　和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋
人, 中村光宏, 内野　基, 中埜廣樹, 野田雅史, 池内浩基, 

　秀憲, 山村武平（2007）クローン病に合併した回腸癌
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の1例. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（栄養－評価と治
療, 24, 171, 2007.）

池内浩基, 中埜廣樹, 内野　基, 中村光宏, 山村武平, 堀
和敏, 三輪洋人, 樋田信幸, 松本譽之（2007）小腸の炎症
を探る潰瘍性大腸炎術後の回腸嚢炎および胃十二指腸病
変の検討. 第44回小腸研究会, 11.11, 西宮.（栄養－評価と
治療, 24, 175, 2007.）

神野良男, 坂上　隆, 井上　拓, 横山陽子, 河野友彰, 吉田
幸治, 戸澤勝之, 芝　一弘, 上小鶴孝二, 大西国男, 日下
剛, 樋田信幸, 福永　健, 應田義雄, 松本譽之, 金　鏞民, 
中嶋一彦, 林千鶴子, 山本憲康, 大島忠之, 富田寿彦, 堀
和敏 , 三輪洋人（2007）小腸の炎症を探るクローン病の
小腸病変（ダブルバルーン法内視鏡を中心として）. 第44
回小腸研究会, 11.11, 西宮.（栄養－評価と治療, 24, 176, 
2007.）

岡本聡子, 富田寿彦, 近藤　隆, 吉田幸治, 大島忠之, 小坂
正, 堀　和敏, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人（2007）ク
ローン病に合併した回腸癌の1例. 第184回日本内科学会
近畿地方会, 12.1, 京都.（第184回日本内科学会近畿地方
会プログラム・抄録集, 35, 2007.）

戸澤勝之, 應田義雄, 樋田信幸, 吉田幸治, 澤田暁宏, 徳川
多津子, 日笠　聡, 堀　和敏, 西上隆之, 松本譽之（2007）
血友病Aに合併した出血性大腸ポリープを内視鏡的切除
術により良好に止血しえた一例. 第184回日本内科学会近
畿地方会, 12.1, 京都.（第184回日本内科学会近畿地方会
プログラム・抄録集, 35, 2007.）

■ その他 ■
堀　和敏（2007）病理像との対比による上部消化管内視鏡

診断学.（ミニレクチャー）第251回兵庫県消化管研究会, 
1.25, 神戸. 

超音波センター
Ultrasound Imaging Center

■ 著書 ■
飯島尋子, 加納繁照（2007）肝硬変. よくわかる病態生理3

消化器疾患,（森脇久隆　編）, 日本医事新報社, 東京, 
171-175. 

飯島尋子（2007）肝硬変の画像診断. 肝硬変のマネジメント,
（西口修平　編）, 医薬ジャーナル社, 大阪, 16-22. 

飯島尋子（2007）肝良性腫瘍. 今日の治療指針2007年版,
（山口　徹, 北原光夫, 福井次矢　総編）, 医学書院, 東
京, 385-387. 

中尾伸二, 合田亜希子, 吉田千佳子　訳（2007）開けばわか
る心エコーポケットアトラス,（Bohmeke, T. and Doliva, 
R.　原著, 増山　理　監訳）, 南江堂, 東京. 

■ 学術論文 ■
［総説］
柏木　徹 , 飯島尋子（2007）画像所見. 肝・胆・膵, 54 , 

35-42. 
合田亜希子,  増山　理（2007）拡張不全のメカニズム. 

Annual Review循環器2007, 101-106. 

森安史典, 飯島尋子（2007）新しい超音波造影剤Sonazoid
による肝腫瘍診断－造影の基礎. INNERVISION, 22（別
冊）, 2-7. 

飯島尋子, 森安史典（2007）新しい超音波造影剤Sonazoid
による肝腫瘍診断－臨床応用. INNERVISION, 22（別
冊）, 8-11. 

飯島尋子, 森安史典（2007）NAFLDの超音波診断. 治療, 
89, 1639-1644. 

合田亜希子, 増山　理（2007）収縮性心膜炎と拘束型心筋
症を鑑別する　心エコーだけで十分か. 心エコー, 8, 344-
352. 

吉田千佳子, 合田亜希子, 増山　理（2007）心不全（上）
最新の基礎・臨床研究の進歩, 心エコー法・ドプラ法. 日
本臨牀, 65（増刊4）, 387-391. 

合田亜希子, 増山　理（2007）実地医家の診断と評価の進
めかた 心エコーにより診断する. Medical Practice, 24, 
827-832. 

飯島尋子, 森安史典（2007）膵腫瘍の造影超音波検査. 超音
波医学, 34, 313-318. 

合田亜希子, 増山　理（2007）左心機能（拡張能）の指標と
その評価. 救急・集中治療, 19, 858-863. 

飯島尋子（2007）ソナゾイドによる造影技術の基礎 ソナゾ
イドの投与法, 装置・撮像条件, 時相. INNERVISION, 22

（10）, 8-10. 
脇　英 彦（2 0 0 7）椎骨動脈の描出と評 価. M o d e r n 

Physician, 27, 1364-1369. 
飯島尋子（2007）微小気泡のマクロファージ貪食を利用した

超音波造影診断医学の現状. 環境技術, 36, 713-717.
［原著］
Iijima, H., Sasaki, S., Moriyasu, F., Suzuki, S., Yoshida, 

M., Horibe, T. and Tsuchiya, K.（2007）Dynamic US 
contrast study of the liver: Vascular and delayed 
parenchymal phase. Hepatol. Res., 37, 27-34. 

Yanagisawa, K., Moriyasu, F., Miyahara, T., Miyata, 
Y. and Iijima, H.（2007）Phagocytosis of ultrasound 
contrast agent microbubbles by Kupf fer cel ls. 
Ultrasound Med. Biol., 33, 318 -325. 

Sugimoto, K., Moriyasu, F., Kamiyama, N., Metoki, R. 
and Iijima, H.（2007）Parametric imaging of contrast 
ultrasound for the evaluation of neovascularization in 
liver tumors. Hepatol. Res., 37, 464-472. 

Iijima, H., Moriyasu, F., Tsuchiya, K., Suzuki, S., 
Yoshida, M., Shimizu, M., Sasaki, S., Nishiguchi, S. 
and Maeyama, S.（2007）Decrease in accumulation 
of ultrasound contrast microbubbles in non-alcoholic 
steatohepatitis. Hepatol. Res., 37, 722-730. 

飯島尋子, 森安史典（2007）次世代造影剤とLevovistの異同
－Levovistは何を担えるか？－. Rad Fan, 5（5）, 92-94. 

Ezumi, A., Nakao, S., Goda, A., Otsuka, M., Matsumoto, 
M., Yoshida, C., Eguchi, A., Shimoshikiryo, M., Naito, 
Y., Lee, M., Tsujino, T. and Masuyama, T.（2007）Left 
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ventricular geometrical characterization in patients 
with diastolic heart failure. J. Echocardiography, 5, 
28-31. 

Nakao, S., Goda, A., Yuba, M., Otsuka, M., Matsumoto, M., 
Yoshida, C., Ohyanagi, M., Naito, Y., Lee, M., Tsujino, 
T. and Masuyama, T.（2007）Characterization of left 
ventricular filling abnormalities and its relation to 
elevated plasma brain natriuretic peptide level in 
acute to chronic diastolic heart failure. Circ. J., 71, 
1412-1417.

［研究報告］
飯島尋子, 西口修平, 森安史典, 宮原健夫, 齋藤正紀（2007）

非アルコール性脂肪肝炎（NASH）における造影超音波
映像法診断の確立と病態解明の研究. 第38回医学研究助
成研究報告集平成17年度, 45-46.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
森安史典, 飯島尋子（2007）ソナゾイドを使った造影超音波

の造影と読影の基礎.（特別講演）第22回超音波ドプラ研
究会, 3.3, 東京.（Rad Fan, 5（7）, 77-83, 2007.）

飯島尋子（2007）超音波造影剤ソナゾイドを使用した造影
超音波検査－最新ソフトおよび臨床画像を含めて－.（特
別講演）第20回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会, 
4.7, 名古屋. 

Iijima, H.（2007）Kupffer imaging of Sonazoid and 
Levovist and its clinical application.（Invitation 
L e c t u r e）3rd I n t e r n a t i o n a l Sy mpo s i u m on 
Interventional US ＆ Contrast Enhanced US, 4.7-8, 
Beijing, China. 

飯島尋子（2007）びまん性肝疾患ならびに肝腫瘍におけ
るKupffer機能診断.（ランチョンセミナー）日本超音波医
学会第80回学術集会, 5.18-20, 鹿児島.（超音波医学, 34

（Suppl.）, S676, 2007.）
飯島尋子（2007）肝腫瘍のスクリーニング法と鑑別診断の

こつ.（教育講演）日本超音波医学会第6回教育セッション, 
5.18-20, 鹿児島.（抄録集, 19-23, 2007.）

脇　英彦（2007）頸動脈エコー検査のピットフォール.（特別
講演）早期動脈硬化研究会 第7回学術集会, 7.5, 大阪. 

飯島尋子（2007）超音波による慢性肝疾患の線維化レベル
の診断－ASQモードによる診断・解析法－.（ランチョン
セミナー）第49回日本消化器病学会大会（JDDW2007）, 
10.18-21, 神戸.

［シンポジウム等］
飯島尋子（2007）次世代超音波造影剤による肝腫瘍の造

影超音波診断.（シンポジウム）日本超音波医学会第33回
関西地方会学術集会, 2.3, 和歌山.（超音波医学, 34, 612-
613, 2007.）

飯島尋子（2007）次世代超音波造影剤ソナゾイドによる臨
床試験成績.（パネルディスカッション）第26回日本画像医
学会, 2.23-24, 東京.（日本画像医学雑誌, 25, 133, 2007.）  

中尾伸二, 合田亜希子, 若林可奈, 内藤由郎, 李　正明, 辻

野　健, 増山　理（2007）大動脈弁狭窄症の進行度とそ
れに影響を及ぼす因子・薬剤.（シンポジウム）日本超音波
医学会第80回学術集会, 5.18-20, 鹿児島.（超音波医学, 34

（Suppl.）, S173, 2007.）
齋藤正紀, 飯島尋子, 東浦晶子, 吉川昌平, 前山史朗, 西口

修平（2007）NASHにおけるLevovist造影超音波検査肝
実質相の評価.（ワークショップ）日本超音波医学会第80
回学術集会, 5.18-20, 鹿児島.（超音波医学, 34（Suppl.）, 
S396, 2007.）

飯島尋子, 西口修平, 森安史典（2007）Kupfferイメージン
グを使ったびまん性肝疾患と肝腫瘍の診断－Levovistと
Sonazoidを使った臨床的検討－.（パネルディスカッショ
ン）日本超音波医学会第80回学術集会, 5.18 -20, 鹿児
島.（超音波医学, 34（Suppl.）, S246, 2007.）

Masuyama, T., Nakao, S., Goda, A., Otsuka, M., Lee, M. 
and Tsujino, K.（2007）Echo doppler assessment of 
left ventricular global and regional function.（シンポジ
ウム）第11回日本心不全学会学術集会, 9.9-10, 千葉.（J. 
Card. Fail., 13（Suppl.1）, S8, 2007.）

飯島尋子（2007）Sonazoid造影超音波検査による肝腫瘍診
断.（パネルディスカッション）日本超音波医学会第34回関
西地方会学術集会, 10.13, 大阪.（抄録集, 32, 2007.）

吉川昌平, 飯島尋子, 西口修平（2007）Q-Q確率プロット
による肝の線維化診断.（ワークショップ）第11回日本
肝臓学会大会（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（肝臓, 48
（Suppl.2）, A358, 2007.）

飯島尋子, 森安史典, 西口修平（2007）LevovistとSonazoid
によるKupf ferイメージングを使ったびまん性肝疾患と
肝腫瘍の診断.（ワークショップ）第11回日本肝臓学会大
会（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（肝臓, 48（Suppl.2）, 
A372, 2007.）

吉川昌平, 飯島尋子, 西口修平（2007）造影超音波検査から
みたNASHにおける線維化の程度とKupffer機能に関する
臨床的検討.（ワークショップ）第37回日本肝臓学会西部
会, 12.7-8, 長崎.（肝臓, 48（Suppl.3）, A513, 2007.）

Iijima, H., Yoshikawa, S., Waki, H., Higashiura, A., 
Ikeda, N., Saitoh, M., Shimomura, S., Nakamura, H., 
Tujimura, T., Fujimoto, J. and Nishiguchi, S.（2007）
Dynamic study and Kupffer imaging using contrast 
enhanced diagnosis of hepatic tumor using Sonazoid.

（Symposium）The 9th International Symposium 
on Ultrasound Contrast Imaging, 12.15-16, Osaka.

（Abstract, 61-62, 2007.）
［一般講演］
山平正浩, 脇　英彦, 肥塚明日香, 東浦晶子, 柴田陽子, 橋本

眞里子, 下村壯治, 安藤久美子, 小野淳一郎, 谷澤隆邦, 飯
島尋子（2007）下肢片側肥大と多発性肝腫瘍を併発した
小児の1例. 日本超音波医学会第33回関西地方会学術集
会, 2.3, 和歌山.（超音波医学, 34, 615, 2007.）

脇　英彦, 飯島尋子, 山平正浩, 肥塚明日香, 村田浩子, 平野
喜史郎（2007）ソナゾイドを用いた時相の検討. 日本超音
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波医学会第33回関西地方会学術集会, 2.3, 和歌山.（超音
波医学, 34, 616, 2007.）

柴田陽子, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋本眞里子, 
脇　英彦, 西上隆之 , 黒田暢一, 藤元治朗 , 飯島尋子

（2007）膵癌と鑑別が困難であった腫瘤形成性膵炎の1例. 
日本超音波医学会第33回関西地方会学術集会, 2.3, 和歌
山.（超音波医学, 34, 617, 2007.）

田中益水, 脇　英彦, 西村純子, 三角千香, 牧原佐知子, 合
田亜希子, 飯島尋子, 堤千佳子, 松本実佳, 大塚美里, 弓
場雅夫, 中尾伸二, 李　正明, 増山　理（2007）心タンポ
ナーデを契機に発見された心外膜腫瘍の1例. 日本超音波
医学会第33回関西地方会学術集会, 2.3, 和歌山.（超音波
医学, 34, 619, 2007.）

脇　英彦, 飯島尋子, 東浦晶子, 橋本眞里子, 柴田陽子, 山
平正浩, 肥塚明日香, 西口修平（2007）Sonazoidによる
Time Intensity Curveの検討. 第22回超音波ドプラ研究
会, 3.3, 東京.（Rad Fan, 5（7）, 45-46, 2007.）

肥塚明日香, 麩谷博之, 山平正浩, 東浦晶子, 柴田陽子, 橋
本眞里子, 脇　英彦, 廣田誠一 , 吉矢晋一 , 飯島尋子

（2007）5cm以下の軟部肉腫に対する超音波診断の有用
性. JSS関西第6回地方会, 3.4, 大阪.（超音波検査技術, 
32, 382, 2007.）

山平正浩, 脇　英彦, 肥塚明日香, 東浦晶子, 柴田陽子, 橋
本眞里子, 下村壯治, 安藤久美子, 小野淳一郎, 谷澤隆邦, 
飯島尋子（2007）下肢片側肥大と多発性肝腫瘍を併発し
た小児の一例. 第156回大阪腹部超音波研究会, 3.8, 大阪. 

Wakabayashi, K., Tsujino, T., Nakao, S., Goda, A., Otsuka, 
M., Matsumoto, M., Lee, M., Naito, Y., Ohyanagi, M. and 
Masuyama, T.（2007）Progression of aortic stenosis is 
slowed by long-term angiotensin-converting enzyme 
inhibition（ACEI）but not by angiotensin II receptor 
blockade（ARB）. 第71回日本循環器学会総会・学術集
会, 3.15-17, 神戸.（Circ. J., 71（Suppl. I）, 193, 2007.）

Goda, A., Nakao, S., Yoshida, C., Matsumoto, M., 
Otsuka, M., Yuba, M., Lee, M., Naito, Y., Tsujino, T. 
and Masuyama, T.（2007）Prescribing factors of 
plasma brain natriuretic peptide level in untreated 
hypertensive patients. 第71回日本循環器学会総会・学
術集会, 3.15-17, 神戸.（Circ. J., 71（Suppl.I）, 437-438, 
2007.）

Otsuka, M., Nakao, S., Yoshida, C., Goda, A., Yuba, M., 
Lee, M. and Masuyama, T.（2007）Detection of exercise 
induced subendocardial diastolic stunning using 2D 
tissue tracking circumferential strain analysis. 第71回
日本循環器学会総会・学術集会, 3.15-17, 神戸.（Circ. J., 71

（Suppl.I）, 494, 2007.）
Otsuka, M., Nakao, S., Yoshida, C., Matsumoto, M., Goda, 

A., Yuba, M., Lee, M., Tsujino, T. and Masuyama, 
T.（2007）Postischemic myocardial dysfunction is 
detectable with indexes of early diastolic strain rate 
following submaximal exercise. 第71回日本循環器学

会総会・学術集会, 3.15-17, 神戸.（Circ. J., 71（Suppl.I）, 
499-500, 2007.）

Yamada, M., Sugimoto, K., Metoki, R., Taira, J., Furuichi, 
Y., Miyahara, T., Imai, Y., Nakamura, I., Iijima, H. 
and Moriyasu, F.（2007）Real-t ime 3-dimensional 
ultrasonography（4D-US）and contrast 4D-US in radio 
frequency ablation of liver tumors. American Institute 
of Ultrasound in Medicine Proceedings, 3.15-18, New 
York, U.S.A.（J. Ultrasound Med., 26, S13, 2007.）

Iijima, H., Moriyasu, F., Miyahara, T., Sasaki, S., 
Higashiura, A., Shibata, Y., Yoshida, M., Hashimoto, 
M., Yamada, M. and Nishiguchi, S.（2007）Diagnosis 
of liver tumors using contrast ultrasound utilizing 
phagocytosis of microbubbles by Kupffer cel ls. 
American Inst itute of Ultrasound in Medicine 
Proceedings, 3.15-18, New York, U.S.A.（J. Ultrasound 
Med., 26, S220-S221, 2007.）

Yamada, M., Sugimoto, K., Metoki, R., Taira, J., Furuichi, 
Y., Miyahara, T., Imai, Y., Nakamura, I., Iijima, H. 
and Moriyasu, F.（2007）Real time 3-D ultrasound（4D-
US）and contrast 4D-US in RFA of liver tumors. 
17th Conference of the Asian Pacific Association for 
the Study of the Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology 
International, 1, 51, 2007.）

Enomoto, H., Nakamura, H., Liu, W., Imanishi, H., 
Shimomura, S., Saito, M., Hara, N., Iijima, H. and 
Nishiguchi, S.（2007）Involvement of hepatoma-
derived growth factor in hepatic regeneration and 
carciongenesis. 17th Conference of the Asian Pacific 
Association for the Study of the Liver, 3.27-30, Kyoto.

（Hepatology International, 1, 93, 2007.）
Koh, N., Tamori, A., Habu, D., Shiomi, S., Kubo, S., 

Shimomura, S., Iijima, H., Nakamura, H. and Nishiguchi, 
S.（2007）HMGA2 alterations in human hepatocellular 
carcinoma. 17th Conference of the Asian Pacific 
Association for the Study of the Liver, 3.27-30, Kyoto.

（Hepatology International, 1, 103, 2007.）
Yoshikawa, S., Iijima, H., Takashima, T., Katase, R., 

Yamamoto, T., Hata, H., Enomoto, H., Ikeda, N., Koh, 
N., Saito, M., Hara, N., Imanishi, H., Shimomura, S., 
Nakamura, H., Moriyasu, F. and Nishiguchi, S.（2007）
Diagnosis of HCC using contrast ultrasound utilizing 
phagocytosis of microbubbles by Kupffer cells. 17th 
Conference of the Asian Pacific Association for 
the Study of the Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology 
International, 1, 175, 2007.）

Saito, M., Iijima, H., Higashiura, A., Yoshikawa, S., 
Nakamura, H., Maeyama, S. and Nishiguchi, S.（2007）
Evaluation of delayed parenchymal phase Levovist 
contrast imaging in non-alcoholic steatohepatitis. 
17th Conference of the Asian Pacific Association for 
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the Study of the Liver, 3.27-30, Kyoto.（Hepatology 
International, 1, 222, 2007.）

菅原政貴, 中尾伸二, 合田亜希子, 弓場雅夫, 大塚美里, 吉
田千佳子, 松村有記, 李　正明, 辻野　健, 坂田泰史, 山
本一博, 園山輝幸, 原田烈光, 増山　理（2007）高血圧心
において降圧治療に伴う左室心筋超音波性状の変化：心
筋超音波RF信号カオス解析を用いた検討. 第18回日本
心エコー図学会学術集会, 4.12-14, 長野.（抄録集, 144, 
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法, 装置条件, 時相～. 第1回ソナゾイド研究会, 6.2, 東
京.（Rad Fan, 5（12）, 64-67, 2007.）

飯島尋子（2007）ここまで進んだ！最新の超音波診断法－
肝炎から肝癌まで－. 社団法人日本肝臓学会平成19年度
市民公開講座, 6.3, 高知. 

飯島尋子（2007）肝疾患における最新画像診断. 肝がん撲

滅フォーラム2007, 6.16, 西宮. 
飯島尋子（2007）肝疾患における超音波画像診断　造影

剤の進歩と将来展望.（特別講演）第8回東海腹部造影エ
コー研究会, 6.23, 名古屋. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の超音波診断－スクリーニングの基
礎から最新の造影超音波検査まで－. 第26回津山肝疾患
ネットワーク, 6.26, 津山. 

飯島尋子（2007）超音波造影剤Live Demonstration. 東京
医科歯科大学講演会, 7.19, 東京. 

柴田陽子, 脇　英彦, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋
本眞里子, 松田育雄, 廣田誠一, 田附裕子, 藤元治朗, 飯
島尋子（2007）多発性肝転移を伴ったEwing’s sarcoma

（ES）／primitive neuroectodermal tumor（PNET）の
一例. 第5回阪神エコーレベルアップミーティング, 7.21, 西
宮. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の術中　造影超音波検査の実際
（1）.（特別講演）東京医科歯科大学講演会, 7.26, 東京. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の術中　造影超音波検査の実際
（2）.（特別講演）東京医科歯科大学講演会, 8.14, 東京. 

飯島尋子（2007）Sonazoidによる肝腫瘍診断.（特別講演）
第26回千葉超音波カラードプラ研究会, 9.19, 千葉. 

飯島尋子（2007）LevovistとSonazoidの異同と肝疾患診断
における位置づけ.（特別講演）第114回大阪超音波研究
会, 9.26, 大阪. 

飯島尋子, 有井滋樹, 上田和彦, 熊田　卓（2007）肝胆膵に
おける画像診断の新展開.（座談会）肝・胆・膵, 55, 715-
731. 

飯島尋子（2007）超音波による肝疾患診断の最新情報.（特
別講演）第147回愛媛消化器疾患懇話会, 11.10, 松山. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍の超音波診断－造影剤は必要か？
－. 第15回北六甲イメージアカデミー, 11.15, 三田. 

飯島尋子（2007）肝腫瘍におけるSonazoid造影超音波診断. 
鳥取東部地区腹部超音波研究会, 11.16, 鳥取. 

小熊一豪, 飯島尋子, 森安史典（2007）肝臓からの超音波散
乱波RF信号のQ-Q確立プロットによる肝線維化の評価. 
第160回東京医科大学医学会総会, 11.17, 東京. 

佐々木俊一, 飯島尋子, 森安史典（2007）超音波造影剤ソナ
ゾイドの造影時相および肝臓への取り込みに関する研究. 
第160回東京医科大学医学会総会, 11.17, 東京. 

飯島尋子（2007）医育機関よりの発言. 第1回兵庫県女性医
師の会研修会, 12.1, 神戸. 

脇　英彦（2007）頚動脈. 生理検査研修会, 12.1, 西宮.

がんセンター
Cancer Center

■ 著書 ■
井本しおん, 小泉民雄, 藤盛好啓（2007）GVHDとサイトカ

イン. 臨床サイトカイン学,（臨床サイトカイン研究会　編）, 
メデイカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 47-53.
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■ 学術論文 ■
［総説］
中野孝司（2007）アスベストとは　基本知識. 画像診断, 27, 

10-16.
中野孝司（2007）アスベスト関連呼吸器疾患　内科治療. 臨

床画像, 23, 40-48.
中野孝司（2007）肺疾患をCTで診る－びまん性肺疾患（塵

肺）－アスベスト関連肺疾患. Medicina, 44, 318-320.
中野孝司（2007）癌治療の最新医療情報－報悪性胸膜中皮

腫の診断と治療. FOCUS on ONCOLOGY, 6, 11-13.
中野孝司（2007）悪性中皮腫　頻度と臨床的アプローチ. 

Biomedical Research on Trace Elements, 17, 391-398.
中野孝司（2007）中皮腫の臨床像と診断. Medical Science 

Digest, 33, 887-890.
中野孝司（2007）低濃度アスベスト曝露のリスク評価－臨床

医の立場から－.安全医学, 3, 83-91.
中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断. CT検診, 

14, 130-139.
中野孝司（2007）中皮腫の登録制度の構築と標準的治療法

の確立に向けた多施設臨床試験の取り組み. 日本職業・
災害医学会会誌, 55, 121-127.

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫とアスベスト. 呼吸器ケア, 
冬季増刊, 238-242.

中野孝司（2007）悪性中皮腫罹患ハイリスク群の検診と診
療. 成人病と生活習慣病, 37, 1255-1259.

中野孝司（2007）石綿関連疾患の調査研究と治療法の開発. 
肺癌, 47, 761-768.

奥村好邦 , 田中文啓, 長谷川誠紀 , 福岡和也 , 中野孝司
（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と手術適応. 胸部外
科, 60, 25-29.

［原著］
Tabata, C., Tabata, R., Kadokawa, Y., Hisamori, S., 

Takahashi, M., Mishima, M., Nakano, T. and Kubo, 
H.（2007）Thalidomide prevents bleomycin-induced 
pulmonary fibrosis in mice. J. Immunol., 179, 708-714.

Otsuki, T., Maeda, M., Murakami, S., Hayashi, H., Miura, 
Y., Kusaka, M., Nakano, T., Fukuoka, K., Kishimoto, 
T., Hyodoh, F., Ueki, A. and Nishimura, Y.（2007）
Immunological effects of silica and asbestos. Cell. Mol. 
Immunol., 4, 261-268.

Takeda, K., Tak i fuj i, N., Negoro, S. , Furuse, K., 
Nakamura, S., Takeda, Y., Hoso, T., Hayasaka, S., 
Nakano, T., Araki, J., Senba, H., Iwami, F., Yamaji, Y., 
Fukuoka, M. and Ikegami, H.（2007）PhaseⅡstudy of 
amrubicin, 9-amino-anthracycline, in patients with 
advanced non-small-cell lung cancer : a West Japan 
Thoracic Oncology Group（WJTOG）study. Invest. 
New Drugs, 25, 377-383.

Ookura, N., Fujimori, Y., Nishioka, K., Kai, S., Hara, H. 
and Ogawa, H.（2007）Adipocyte differentiation of 
human marrow mesenchymal stem cells reduces the 

supporting capacity for hematopoietic progenitors 
but not for severe combined immunodeficiency 
repopulating cells. Int. J. Mol. Med., 19, 387-392.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4+ Vα24+ 
Vβ11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
245.

福岡和也, 上坂亜由子, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 中
嶋泰典, 飯田慎一郎, 延山誠一, 田村邦宣, 山田秀哉, 村
上亜紀, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田中文啓, 長
谷川誠紀, 中野孝司（2007）アスベスト検診要精検者に対
する呼吸器内視鏡検査の有用性. 気管支学, 29, 177-185.

［症例報告］
Itsukuma, T., Ishikawa, H., Misawa, M., Kai, S., Fujimori, 

Y., Nakagawa, K., Hirota, S., Sugihara, A., Terada, N. 
and Hara, H.（2007）Familial adenomatous polyposis 
complicated by chronic myelogenous leukemia: 
response to imatinib mesylate. J. Gastroenterol., 42, 
402-405.

山田秀哉, 福岡和也, 三宅光富, 宮田　茂, 中嶋泰典, 田村
邦宣, 田端千春, 飯田慎一郎, 栗林康造, 上坂亜由子, 村
上亜紀, 安光亮洋, 中野孝司（2007）頸部リンパ節結核を
合併した肺癌の1例. 日本呼吸器学会雑誌, 45, 720-725.

中嶋泰典, 福岡和也, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 中野
孝司, 長谷川誠紀, 廣田誠一（2007）気管支喘息として治
療されていたが, 血痰を契機に発見された有茎性気管支
内腫瘍の1切除例. 兵庫県医師会医学雑誌, 49, 102-105.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断.（特別講

演）第14回日本CT検診学会, 2.16-17, 大阪.（CT検診, 14, 
1, 2007.）

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の病態と画像診断.（教
育講演）第34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-3, 神
戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 155, 2007.）

［シンポジウム等］
中野孝司（2007）中皮腫の臨床と治療.（シンポジウム）第77

回日本衛生学会総会, 3.28, 大阪.（日本衛生学会雑誌, 62, 
353-354.）

中野孝司（2007）低濃度アスベスト曝露に対する一般住民
検診.（シンポジウム）第23回肺癌集検セミナー, 11.10, 名
古屋.

中野孝司（2007）アスベスト発がんの臨床.（シンポジウム）
第31回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会, 4.6, 京都.

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の臨床的問題点と対
策.（フォーラム）フォーラム2007　衛生薬学・環境トキシコ
ロジー, 11.1-2, 大阪.

Nakano, T.（2007）Malignant pleural mesothelioma－
Japanese perspective.（Symposium）12th Congress of 
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the Asian Pacific Society of Respirology, 11.30-12.4, 
Gold Coast, Australia.

Fukuoka, K., Nakano, T., H ida, T., Kawahara, K., 
Kishimoto, T., Matsumura, A., Nakano, K. and Okada, 
M.（2007）SMRP as a biomarker for mal ignant 
mesothelioma: results of multicenter study in Japan.

（Satellite Symposium）XI International Symposium 
on Biology and Clinical Usefulness of Tumor Markers, 
2.21-23, Barcelona, Spain.

福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 田村邦宣, 宮田　茂, 飯田
慎一郎, 安光亮洋, 村上亜紀 , 山田秀哉 , 田端千春, 中
野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセド
+シスプラチン併用療法の有効性と安全性の検討.（ワー
クショップ）第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京
都.（日本癌治療学会誌, 42, 315, 2007.）

長谷川誠紀, 多久和輝尚, 松本成司, 近藤展行, 奥村好邦, 
田中文啓, 福岡和也, 中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に
対する胸膜肺全摘術を含めた集学的治療.（ワークショッ
プ）第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌
治療学会誌, 42, 314, 2007.）

辻村　亨, 佐藤鮎子, 鳥井郁子, 玉置知子, 吉川良恵, 福岡
和也, 田中文啓, 長谷川誠紀, 中野孝司（2007）早期悪性
胸膜中皮腫－病理診断の問題点と対策－.（シンポジウム）
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 448, 
2007.）

平島智徳, 福岡和也, 樋田豊明, 岸本卓巳, 河原邦光, 松村
晃秀, 中野喜久雄, 岡田守人, 中野孝司（2007）悪性胸
膜中皮腫（M M）における可溶型メソテリン関連蛋白
SMRPの臨床的有用性の検討: 多施設共同評価試験の結
果.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古
屋.（肺癌, 47, 448, 2007.）

田 中 文 啓 ,  橋 本 昌 樹 ,  多 久 和 輝 尚 ,  松 本 成
司 ,  奥 村 好 邦 ,  近 藤 展 行 ,  長 谷 川 誠 紀 ,  村 上
亜 紀 ,  山 田 秀 哉 ,  田 村 邦 宣 ,  飯 田 慎 一 郎 ,  栗
林 康 造 ,  三宅 光 富 ,  福 岡 和 也 ,  中 野 孝 司 ,  辻 村
亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫に対する集学的治療に
向けて.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 
名古屋.（肺癌, 47, 449, 2007.）

大槻剛巳, 三浦由恵, 前田　恵, 林　宏明, 村上周子, 福岡
和也, 栗林康造, 岸本卓巳, 中野孝司, 西村泰光（2007）
悪性中皮腫症例末梢血CD4+T細胞におけるBcl-2高発現
と実験的検証.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会総
会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 467, 2007.）

近藤展行, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田
中文啓, 長谷川誠紀, 村上亜紀, 山田秀哉, 宮田　茂, 田
村邦宣, 飯田慎一郎, 栗林康造, 三宅光富, 福岡和也, 中
野孝司, 坪田紀明（2007）悪性胸膜中皮腫の術前評価と
手術適応の検討.（ワークショップ）第48回日本肺癌学会
総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 468, 2007.）

田中文啓, 長谷川誠紀, 岡田守人, 副島俊典, 上紺屋憲彦, 山
中竹春, 福岡和也, 中野孝司（2007）切除可能悪性胸膜

中皮腫に対するペメトレキセドを含む集学的治療に関す
る妥当性試験.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 
11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 473, 2007.）

［一般講演］
永井孝憲, 中嶋泰典, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 飯

田慎一郎, 田村邦宣, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福
岡和也, 中野孝司, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 田
中文啓, 長谷川誠紀 , 新長真由美 , 廣田誠一（2007）偽
中皮腫発育を示した肺原発と考えられる印環細胞癌の1
例. 第85回日本肺癌学会関西支部会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 
195, 2007.）

安光亮洋, 飯田慎一郎, 村上亜紀, 山田秀哉, 上坂亜由子, 延
山誠一, 田村邦宣, 中嶋泰典, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅
光富, 福岡和也, 中野孝司, 新長真由美, 廣田誠一, 木村
剛, 楠　洋子（2007）石綿肺精査中, 早期肺癌を認め光線
力学的治療（PDT）にてCRを得た1例. 第85回日本肺癌学
会関西支部会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 197, 2007.）

中野孝司, 福岡和也, 長谷川誠紀, 田中文啓, 坪田紀明, 辻
村　亨, 岡田守人, 三村剛史, 西本　寛（2007）中皮腫登
録制度と悪性胸膜中皮腫に対する多施設共同臨床試験
（科学技術振興調整費）. 第85回日本肺癌学会関西支部
会, 2.3, 大阪.（肺癌, 47, 195, 2007.）

飯田慎一郎, 村上亜紀 , 山田秀哉 , 田村邦宣 , 中嶋泰典, 
栗林康造 , 宮田　茂 , 三宅光富, 福岡和也 , 中野孝司

（2007）温泉から帰宅後発症した難治性肺炎の1例. 第29
回兵庫呼吸器疾患研究会, 2.8, 神戸.

安光亮洋, 飯田慎一郎, 村上亜紀, 山田秀哉, 田村邦宣, 中
嶋泰典, 栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 福岡和也, 中野
孝司, 新長真由美, 廣田誠一, 木村　剛, 楠　洋子（2007）
塵肺症精査中に発見され, 光線力学的治療が奏効した
肺門早期扁平上皮癌の1例. 第96回兵庫県肺癌懇話会 , 
3.14, 神戸.

栗林康造, 宮田　茂, 三宅光富, 上坂亜由子, 福岡和也, 中
野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫に対するAntimetabolite-
based regimen による化学療法についての検討. 第5回日
本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 札幌.

三宅光富, 中野孝司, 斉藤　博, 中川和彦, 菓子井達彦, 岩
本康男, 片上信之, 倉田宝保, 福岡正博（2007）PS2進行
非小細胞肺癌に対するCBDCA+PTX（CP）とGEM+VNR

（GV）の無作為化第2相試験（WJTOG0004）. 第5回日
本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 札幌.

Tanaka, F., Matsumoto, S., Takuwa, T., Okumura, Y., 
Hasegawa, S., Fukuoka, K. and Nakano, T.（2007）
FDG-PET in correlation with epidermal growth 
factor receptor gene mutations in resected non-small 
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パク質の探索. 第16回日本アポトーシス研究会学術集会, 
8.3-4, 船橋.

■ その他 ■
中野孝司（2007）中皮腫およびアスベスト関連疾患の画

像診断と治療. 第12回Osaka Respiratory Disease 
Conference, 1.13, 大阪.

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断と治療. 岡
山県医師会生涯教育講座, 3.17, 岡山.

中野孝司（2007）中皮腫の診断と治療. 中皮腫の診断と内科
的治療. 平成18年度科学技術振興調整費　市民公開講座

「アスベスト関連疾患への取組み」, 3.10, 西宮.
中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の基礎と臨床. 平成18

年度群馬大学地域貢献事業　第3回群馬中皮腫セミナー, 
3.29, 群馬.

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の画像診断と治療. 芦
屋市医師会学術講演会, 5.25, 芦屋.

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の問題点と対策. 第91
回近畿病歴管理セミナー, 5.25, 西宮.

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の診断と治療. 第39回山
形肺癌懇話会, 6.23, 山形.

中野孝司（2007）肺のがんの話. 第8回日本呼吸器学会近畿
支部市民公開講座, 8.12, 京都.

中野孝司（2007）呼吸器感染症の画像と治療. 兵庫医大病
診連携の会, 8.29, 西宮.

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の診断と治療－中皮腫
化学療法の新たな展開－. 第5回抗がん剤に関する東京
フォーラム, 8.31, 東京.

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫における治療の現状. 広
島胸部悪性腫瘍講演会, 9.12, 広島.

中野孝司（2007）悪性胸膜中皮腫の早期診断と治療の現状. 
第21回九州呼吸器シンポジウム, 9.28, 福岡.

中野孝司（2007）アスベスト関連疾患の診断と対策. 平成19
年度伊丹市医師会産業医研修会, 10.18, 伊丹.

中野孝司（2007）呼吸器感染症の最近の話題.西宮市医師
会総合臨床研究会, 12.13, 西宮.

中央放射線部
Central Radiology

■ 学術論文 ■
［原著］
名定敏也, 松本一真, 山下達也, 藤田知子, 山根範人, 中村

建夫（2007）CT装置の移動方式の違いによる画質への影
響－ガントリ自走式CTとテーブルスライド式CTの比較－. 
日本放射線技術学会雑誌, 63, 85-90.

高田康弘 , 上紺屋憲彦, 冨士原将之, 坪井慶太, 井上裕之, 
山本鋭二郎, 中川英雄, 田ノ岡征雄, 小田雅彦, 廣田省三, 
中尾宣夫（2007）Flat Panel Detectorを用いた放射線治
療時照射線量監視システムの構築と臨床応用. 日本放射
線腫瘍学会誌, 19, 31-39.

山本新吾, 滝内秀和, 野島道生, 田ノ岡征雄, 三井要造, 上
田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 島　博基（2007）ハンドアシスト法腹腔鏡下ドナー
腎採取術31例の経験. Japanese Journal of Endourology 
and ESWL, 20, 237-242.

竹内雅春, 田ノ岡征雄, 酒井朋子, 朱 明義, 中井謙之, 王
孔志（2007）3D-CTからみた食道静脈瘤の診断と治療. 
臨牀消化器内科, 22, 527-534.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
坂本　清（2007）コーンビームCT.（シンポジウム）第63回日

本放射線技術学会総会学術大会（JRC2007）, 4.13-15, 
横浜. 

［一般講演］
奥畑勝也, 前田勝彦, 中村　満, 平山　翼, 山田英司, 尾崎

隆男, 中江保夫（2007）新しい再構成関数の基礎的検
討. 日本放射線技術学会第50回近畿部会学術大会, 1.27-
28, 大阪.（日本放射線技術学会近畿部会雑誌, 13, 74, 
2007.）

加藤千晴, 山下達也, 佐用義孝, 後藤　博, 石野真須美, 神
原亜紀, 早川まゆみ, 梅原孝好（2007）直接型FPD乳房撮
影装置における画質特性の検討. 第50回日本放射線技術
学会近畿部会, 1.27-28, 大阪.（日本放射線技術学会近畿
部会雑誌, 13, 79, 2007.）

早川まゆみ, 神原亜紀, 山下達也, 佐用義孝, 後藤　博, 石
野真須美, 加藤千晴, 梅原孝好（2007）ステレオガイド下
マンモトーム生検における乳房吸収線量評価. 第50回日
本放射線技術学会近畿部会, 1.27-28, 大阪.（日本放射線
技術学会近畿部会雑誌, 13, 80, 2007.）
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榎　卓也, 中尾研一, 酒井敏行, 琴浦規子（2007）心臓MRI
検査におけるDiffusion Weighted Image（DWI：拡散強
調画像）の検討. 第50回日本放射線技術学会近畿部会, 
1.27-28, 大阪.（日本放射線技術学会近畿部会雑誌, 13, 96, 
2007.）

城本　航 ,  鎌倉敏子,  堀　眞規 ,  寺西敏美 ,  坂本　清
（2007）コーンビームCTの画質評価－コーン角によるアキ
シャル画像への影響－. 第50回日本放射線技術学会近畿
部会, 2.27-28, 大阪.（日本放射線技術学会近畿部会雑誌, 
13, 106, 2007.）

野原恭子, 松本一真, 名定敏也, 藤田知子, 源　貴裕, 城本
航（2007）PCIにおける治療血管と最大皮膚被ばく線量並
びに被ばく部位の関係について. 第50回日本放射線技術学
会近畿部会, 2.27-28, 大阪.（日本放射線技術学会近畿部
会雑誌, 13, 110, 2007.）

中尾研一, 酒井敏行, 山下達也, 榎　卓也, 琴浦規子（2007）
下肢静脈撮像においてのSPAIR付加Balanced-TFEシー
ケンスにおける至適撮像条件の検討. 第63回日本放射線
技術学会総会学術大会（JRC2007）, 4.13-15, 横浜. 

田ノ岡征雄, 井上裕之, 中川英雄, 小田雅彦, 平山伸一, 安政
勝己, 高田康弘, 上紺屋憲彦（2007）シード線源による前
立腺永久挿入密封小線源治療の術後計画におけるCT撮
影条件の検討. 第35回日本放射線技術学会秋季学術大
会,10.25-27,名古屋.（日本放射線技術学会雑誌, 63, 993, 
2007.）

鎌倉敏子, 坂本　清, 城本　航, 源　貴裕, 寺西敏美, 中尾宣
夫, 廣田省三, 植田　健（2007）FPD搭載型コーンビーム
CTにおける画質評価－市販タイプFPDと新型プロトタイ
プFPDとの比較－. 第35回日本放射線技術学会秋季学術
大会,10.25-27,名古屋.（日本放射線技術学会雑誌, 63, 1063
‐1064, 2007.）

小田雅彦, 山本鋭二郎, 中川英雄, 井上裕之, 田ノ岡征雄, 平
山伸一, 冨士原将之, 高田康弘, 上紺屋憲彦（2007）等価
正方形を求めないヘッド散乱補正係の求め方. 日本放射線
腫瘍学会第20回学術大会, 12.13-15, 福岡.

山本新吾, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 邱　　君, 樋口
喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 島　博基, 田ノ岡征
雄, 滝内秀和（2007）ハンドアシスト法による腹腔鏡下ド
ナー腎採取術. 第53回兵庫県泌尿器科医会, 6.23, 神戸. 

野島道生, 鈴木　透, 上田康生, 樋口喜英, 三井要造, 山本
新吾, 島　博基, 谷澤隆邦, 田ノ岡征雄（2007）ドナーの腎
動静脈瘻に対し, バーチャル血管内画像と術中超音波画像
をガイドとして動静脈瘻を結紮し, 安全に移植を実施でき
た生体腎移植の1例. 第43回日本移植学会総会, 11.22-24, 
仙台.（移植, 42（総会臨時）, 360, 2007.）

Shima, H., Yamamoto, S., Nojima, M., Kondoh, N., 
Maruyama, T., Takiuchi, H., Tanooka, M. and Nakao, 
N.（2007）Preoperative estimation of vascular structure 
in the renal hilar region through CT-based three 
dimensional imaging in laparoscopic nephrectomy. 
The 8th Triennial Meeting of the German-Japanese 

Confederation of Urology, 3.26-31, Tokyo.
■ その他 ■
小田雅彦（2007）放射線安全管理学・関係法規. 日本放射線

治療専門技師認定機構統一講習会, 12.2, 堺.
名定敏也（2007）MDCTで見る冠動脈. The 14th Kamakura 

Live Demonstration Course2007, 12.7-9, 横浜. 
源　貴裕（2007）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東京部会医療被ばく測定セミナー, 
1.28, 東京（駒沢大学）. 

源　貴裕（2007）乳房撮影領域の被ばく線量評価の実際. 
国立病院療養所近畿放射線技師会被ばく測定セミナー, 
7.8, 大阪（大阪医療センター）. 

源　貴裕（2007）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中四国部会医療被ばく測定セミナー, 
8.26, 岡山（岡山大学病院）. 

源　貴裕, 前川昌之（2007）X線検査における被ばく線量測
定の実際. 計測標準と計量管理, 57, 38-44. 

源　貴裕（2007）乳房撮影領域の被ばく線量評価の実際. 日
本放射線技術学会東北部会医療被ばく測定セミナー, 9.9, 
仙台（東北大学病院）.

松本一真（2007）胸部写真の読み方. 兵庫県臨床工学技士
会第13回呼吸療法セミナー（初級編）, 7.22, 西宮. 

松本一真（2007）PCIにおける治療血管と最大被曝線量並び
に被曝部位の関係について. 関西循環器撮影研究会, 9.15, 
大阪. 

松本一真, 桝谷元丸（2007）当院カテ室の現状について. The 
14thKamakura Live Demonstration Course2007, 12.7-9, 
横浜. 

中央手術部
Surgical Center

■ 学術論文 ■
［原著］
青木　彰（2007）手術室経済と物流システム. 日本手術医学

会誌, 28, 205-207.
■ 学会発表 ■

［一般講演］
青木　彰（2007）「手術時医療機器業者立ち会い問題」

対応策の検討. 第29回日本手術医学会総会, 9.28-29, 札
幌.（日本手術医学会誌, 28（Suppl.）,144, 2007.）

医療社会福祉部
Clinical Social Work

■ 著書 ■
鳥巣佳子（2007）急性心疾患と医療福祉相談. 医療福祉相

談ガイド,（医療社会福祉相談研究所　編）, 中央法規出版, 
東京, 8063-8072.
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■ 学会発表 ■
［一般講演］
鳥巣佳子, 橘　尚美, 木村亜紀子, 橘高通泰（2007）福祉系

大学生への医療機関における現場体験提供への試み－現
場から教育機関との連携を考える－. 日本医療社会福祉学
会第17回大会, 9.29-30, 神奈川.（日本医療社会福祉学会
第17回大会抄録集, 44-45, 2007.）

蔭山恵子, 橘　尚美（2007）大学病院におけるソーシャルワー
ク業務の一考察. 兵庫県医療ソーシャルワーカー協会第二
回実践発表会, 3.10, 神戸.（兵庫県医療ソーシャルワーカー
協会第二回実践発表会抄録集, 9-12, 2007.）

■ その他 ■
橘　尚美（2007）IBDに対するトータルケア－ソーシャルワー

カーの立場から－.（シンポジウム）第19回大腸病態治療研
究会, 6.14, 大阪.

橘　尚美（2007）医療福祉分野での実習を体験して. 神戸学
院大学社会福祉援助技術現場実習指導, 6.19, 神戸.

橘　尚美（2007）医療ソーシャルワーカーの仕事について. 関
西学院大学2007年度社会福祉学科就職支援プログラム, 
11.10, 西宮.

木村亜紀子（2007）医療保険について. 兵庫県医療ソーシャ
ルワーカー協会阪神共同研究会一泊研修, 6.30, 兵庫.

地域医療・総合相談センター
Regional Medical Care and General Counseling 

Center

■ 学会発表 ■
［指定講演］
伊賀陽子（2007）自立支援医療－患者への説明のコツ－.（教

育講演）第21回日本エイズ学会学術集会・総会, 11.28-30, 
広島.

［シンポジウム等］
伊賀陽子（2007）MSWから見たチーム医療, みんなでつくる

チーム医療.（シンポジウム）第21回日本エイズ学会学術集
会・総会, 11.28-30, 広島.

■ その他 ■
伊賀陽子（2007）血友病の療養支援と社会保障制度. 第3回

東海・北陸ヘモフィリアセミナー, 3.11, 名古屋.
伊賀陽子（2007）血友病の社会保障制度. 第1回東北血友病

セミナー, 4.7，仙台.
伊賀陽子（2007）血友病患者さんの抱える諸問題. バイエル

薬品社内講演会, 6.29, 大阪.
伊賀陽子（2007）HIV感染者の抱える生活問題. 第9回山口

HIVカンファレンス講演会, 9.29, 山口.
伊賀陽子（2007）HIV感染症と社会資源. 平成19年度近畿エ

イズブロック拠点病院HIVソーシャルワーク研修会, 12.8, 
大阪.

伊賀陽子（2007）血友病と生活支援. 国立病院機構福井病
院血友病研修会, 12.14, 敦賀.

伊賀陽子（2007）HIV感染者の抱える生活問題. 神戸エイズ
ネットワーク会議, 12.15, 神戸.

臨床心理部
Clinical Psychology

■ 学会発表 ■
［一般講演］
大和田健夫（2007）当院の臨床心理的援助－病人の心理的

側面へのかかわり. 平成19年度第2回兵庫医科大学医学会
学術講演会, 10.5, 西宮.

■ その他 ■
大和田健夫（2007）日本カウンセリング協会関西支部定例研

修会ファシリテーター, 2.3-4, 大阪.
大和田健夫（2007）日本カウンセリング協会関西支部ワーク

ショップファシリテーター, 8.25-26, 大阪.

分娩新生児部
Childbirth

■ 著書 ■
長谷川昭子, 香山浩二（2007）受精. 図説よくわかる臨床不妊

症学,（柴原浩章, 森本義晴, 京野廣一　編著）, 中外医学
社, 東京, 2-12.

■ 学術論文 ■
［総説］
香山浩二（2007）卵巣の凍結保存. 医学のあゆみ, 223, 115-

121.
近藤宣幸, 野島道夫, 山本新吾, 島　博基, 持田菜穂子, 堀

内　功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クライン
フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 
産婦人科の実際, 56, 1407-1412.

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）In vitro growth and 
maturation of mouse oocyte-granulosa cell complex 
from cryopreserved ovaries and achievement of pup 
birth. Reprod. Med. Biol., 6, 77-83.

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Ovarian tissue banking. Journal of 
Mammalian Ova Research, 24, 8-13. 

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）Contribution of zona 
proteins to oocyte growth. Soc. Reprod. Fertil. Suppl., 
63, 229-235. 

Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Role of male 
reproductive tract CD52（mrt-CD52）in reproduction. 
Soc. Reprod. Fertil. Suppl., 63, 103-110. 

［原著］
Hasegawa, A., Kanazawa, N. and Koyama, K.（2007）

Contribution of zona pellucida proteins to ovarian 
folliculogenesis. Reproductive Immunology and Biology, 
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22, 1-7. 
Ito, K., Hasegawa, A., Komori, S. and Koyama, K.（2007）

Biochemical property and immunogenicity of mouse 
male reproductive tract CD52（mrt-CD52）. J. Reprod. 
Immunol., 75, 32-39.

［症例報告］
内田暁子, 堀内　功, 青木美和, 木下明美, 福岡　実, 衣田

隆俊, 鍔本浩志, 小笠原利忠, 小森慎二, 香山浩二（2007）
術前診断として卵巣悪性腫瘍が強く疑われた子宮内膜症
性嚢胞の3症例. 産婦人科の進歩, 59, 27-30. 

鍔本浩志, 武信尚史, 福岡　実, 木下明美, 衣田隆俊, 安達
進, 小笠原利忠, 香山浩二（2007）子宮頸癌Ib2及びIb1

（直径3cm）に対して術前化学療法により妊孕能温存を試
みた3症例. 産婦人科の進歩, 59, 133-137.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
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子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤理一郎, 小森慎二, 香山浩二
（2007）腹腔内化学療法の合併症：カテーテル接触によ
り膣断端治療不全をおこした2例. 第117回近畿産科婦人
科学会学術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 413, 
2007.）

鍔本浩志, 福岡　実, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤
理一郎, 小森慎二, 香山浩二（2007）当院・当科での外来
化学療法の現状. 第117回近畿産科婦人科学会学術集会, 
11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 424, 2007.）

 小森慎二, 伊藤善啓, 霞　弘之, 香山浩二（2007）女性ホル
モン含有クリームの長期使用に発生した乳癌の1例. 第22回
日本更年期医学会学術集会, 11.17-18, 東京.（日本更年期
医学雑誌, 15（Suppl.）, 107, 2007.）

小森慎二, 阪田和子, 霞　弘之, 田中宏幸, 香山浩二（2007）
Translationally controlled tumor protein（TCTP）の発
現におけるアンドロゲン作用の検討. 第22回日本生殖免疫
学会総会・学術集会, 11.30-12.1, 東京.

■ その他 ■
武信尚史, 長谷川昭子, 持田菜穂子, 霞　弘之, 小森慎二, 小

林眞一郎, 香山浩二（2007）卵丘細胞におけるCD52の性
状分析. 兵庫医科大学産婦人科勉強会, 11.15, 西宮.

臨床遺伝部
Clinical Genetics

■ 著書 ■
Saitoh, Y., Chiba, Y. and Shimada, A.（2007）Aging and 

proteoglycans. In:Neural Proteoglycans,（Maeda, N. 
ed）, Research Signpost, Kerala, 183-199.

■ 学術論文 ■
［総説］
管原由恵（2007）ISCN1995とISCN2005の相違点. 日本染

色体遺伝子検査学会誌, 25, 31-38. 
玉置知子, 宮本正喜, 齊藤優子（2007）遺伝情報の取り扱い

－臨床遺伝部の役割－. 臨床婦人科産科, 61, 1114-1121.
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［原著］
Kumagai, N., Chiba, Y., Hosono, M., Fujii, M., Kawamura, 

N., Keino, H., Yoshikawa, K., Ishii, S., Saitoh, Y., 
Satoh, M., Shimada, A. and  Hosokawa, M.（2007）
Involvement of pro-inf lammatory cytokines and 
microglia in an age-associated neurodegeneration 
model, the SAMP10 mouse. Brain Res., 1185, 75-85.

齊藤優子, 硲田猛真, 間三千夫, 中原　啓, 福辻賢治, 山西美
映, 高橋千晶, 池田浩己, 芝埜　彰, 榎本雅夫（2007）当科

（日本赤十字社和歌山医療センター）における新生児聴
覚スクリーニング後の精密聴力検査. Audiology Japan, 
50, 122-128.

［症例報告］
齊藤優子, 硲田猛真, 間三千夫, 中原　啓, 福辻賢治, 山西

美映, 高橋千晶, 池田浩己, 芝埜　彰, 榎本雅夫（2007）一
側性Auditory neuropathy（Auditory nerve disease）の1
症例の経過. 耳鼻咽喉科展望, 50, 318-324.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
玉置（橋本）知子（2007）遺伝カウンセリング.（特別講演）第

91回大阪産婦人科医会生涯研修セミナー, 2.17, 大阪. 
玉置知子（2007）アルコールと上手に付き合う法.（指定講

演）芦屋UNESCOレディ－スセミナー, 4.17, 芦屋. 
玉置知子（2007）遺伝子について.（指定講演）西宮ホワイト

ライオンズクラブ第131回8月第2定例会, 8.22, 西宮. 
玉置知子（2007）臨床遺伝部学からみた家族性腫瘍.（特別

講演）第7回大阪遺伝性大腸癌研究会, 11.16, 大阪. 
［一般講演］
霞　弘之, 伊藤善啓, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井英明, 小森慎

二, 香山浩二, 玉置知子（2007）22番の染色体逆位にて5
回妊娠し3回流産したと思われる1症例. 第18回武庫川産婦
人科セミナー, 1.27, 西宮. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 原田直樹, 
香山浩二（2007）インターフェーズFISH法（13,18,21,X,Y）
にて正常と判定されたが染色体検査にてdel（4）（p14）を
認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回関西出生前診療
研究会学術集会, 3.10, 西宮.

三村博子, 管原由恵, 齊藤優子, 玉置知子（2007）日常診療
における核型記載とISCN2005. 第28回臨床細胞分子遺
伝研究会, 3.10, 西宮.

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知
子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第28回
臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮.

高橋千晶, 玉置（橋本）知子, 齊藤優子, 笠間周平, 芳川浩
男, 皆川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）遺伝子診断に
おけるインフォームドコンセントとインフォームドアセント. 
第31回日本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東
京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 45, 2007.）

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 齊藤優子, 

管原由恵, 三村博子, 保井裕子（2007）匿名化システムの
遺伝カウンセリング教育への利用. 第31回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリ
ング学会誌, 28, 39, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知子, 
原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 香山
浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症例へ
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13, 18, 21, X, Y）にて正常と判
定されたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例の
遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会学
術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 
55, 2007.）

雪谷茂子, 齊藤優子, 榎本雅夫, 神崎智子, 川端千尋（2007）
当院における新生児乳児聴覚スクリーニング検査体制の
検討. 第16回日本赤十字社医学検査学会, 6.2-3, 大津. 

霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 齊藤優子, 管原
由恵, 三村博子, 澤井英明, 小森慎二, 玉置知子, 香山浩二

（2007）クラインフェルター症候群夫妻の遺伝カウンセリン
グ. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 西宮.

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二 ,  香山浩二 ,  高橋千晶 ,  振津かつみ, 玉置知子,

（2007）母親のX染色体腕間逆位に由来するターナー症候
群の遺伝カウンセリング. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 
6.30, 西宮.

澤井 英明,  霞　弘 之 ,  小 森慎二 ,  香山浩二（2 0 0 7）
Achondrogenesis typeII/Hypochondrogenesisの3症例. 
第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 西宮.

松井ふみ子, 齊藤優子, 河村則子, 慶野裕美, 千葉陽一, 熊谷
直子, 石井さなえ, 吉川圭介, 島田厚良, 前田信明, 大平敦
彦, 細川昌則（2007）SAMP10マウス大脳皮質におけるプ
ロテオグリカン関連エピトープ6B4の発現低下. 第30回日
本神経科学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日
本神経回路学会大会合同学会（Neuro2007）, 9.10-12, 横
浜.　 

玉置（橋本）知子, 山本義弘, 中野芳朗, 森永伴法, 振津かつ
み, 古山順一（2007）医科大学における人類遺伝学教育カ
リキュラムと実習の位置づけ. 日本人類遺伝学会第52回大
会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄
録集, 52, 130, 2007.） 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 玉置知子（2007）
親のInversionに由来する染色体構造異常の3症例の検討. 
日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺
伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 147, 2007.） 

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 堀内　功, 小森慎二, 玉置
知子, 原田直樹, 澤井英明, 齊藤優子, 田中宏幸, 香山浩二
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（2007）逆位により不育症となった2症例の遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人
類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

高橋千晶, 玉置知子, 中野芳朗, 千代豪昭（2007）基底細胞
母斑症候群の1家系に対する長期にわたる遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人
類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵, 玉置（橋本）知子, 三村博子, 霞　弘之, 
高橋千晶, 振津かつみ, 森崎裕子, 圷　宏一（2007）父親
にMarfan症候群を認めるソトス症候群の1例. 第7回臨床
遺伝研究会, 9.13, 東京. 

齊藤優子, 硲田猛真, 間三千夫, 池田浩己, 中原　啓, 山西
美映, 芝埜　彰, 榎本雅夫（2007）新生児・乳児聴覚スク
リーニング検査及び精密検査の方法とその後の経過に
ついての検討. 第52回日本聴覚医学会総会・学術講演会, 
10.4-5, 名古屋. 

中原　啓, 間三千夫, 硲田猛真, 福辻賢治, 齊藤優子, 芝埜
彰, 池田浩己, 山西美映, 北野博也, 榎本雅夫（2007）補聴
器破損による外耳道損傷事例についての考察. 第52回日
本聴覚医学会総会・学術講演会, 10.4-5, 名古屋. 

硲田猛真, 中原　啓, 齊藤優子, 間三千夫, 山西美映, 福辻
賢治, 池田浩己, 芝埜　彰, 榎本雅夫（2007）音程認知に
必要な時間閾値. 第52回日本聴覚医学会総会・学術講演
会, 10.4-5, 名古屋. 

福辻賢治, 間三千夫, 中原　啓, 硲田猛真, 齊藤優子, 芝埜
彰, 池田浩己, 山西美映, 原田　保, 榎本雅夫（2007）高齢
者に対する補聴器装用指導の検討. 第52回日本聴覚医学
会総会・学術講演会, 10.4-5, 名古屋. 

間三千夫, 硲田猛真, 中原　啓, 齊藤優子, 福辻賢治, 山西
美映, 池田浩己, 芝埜　彰, 河野　敦, 北野博也, 榎本雅夫

（2007）2歳以下で人工内耳を装用した幼児と補聴器を生
後3ヶ月で装用した児の言語発育における共通点と相違点
－行動学的変化を中心にして－. 第52回日本聴覚医学会総
会・学術講演会, 10.4-5, 名古屋. 

金澤　希, 高橋千晶, 齊藤優子, 谷澤隆邦, 玉置知子, 松本
譽之, 中野芳朗（2007）基底細胞母斑症候群の遺伝子解
析. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会
大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

■ その他 ■
玉置知子（2007）インフォームド・コンセントと遺伝カウンセリ

ング. 染色体遺伝子検査の分かりやすい説明ガイドライン：
独立行政法人福祉医療機構長寿社会福祉基金（一般分）
平成18年度助成金事業介護予防のためのソーシャルワー
ク従事者等への予防や判断情報伝達・知識の向上事業, 

（日本染色遺伝子検査学会　編）, 日本染色体遺伝子検査
学会, 東京,  123-134.

臨床栄養部
Clinical Nutrition and Health Science

■ 著書 ■
福田能啓（2007）特殊な病態の経腸栄養管理　炎症性腸疾

患. NSTのための経腸栄養実践テクニック, 1版,（佐々木雅
也　編）, 照林社, 東京, 44-50. 

福田能啓（2007）9. 炎症性腸疾患. キーワードでわかる臨
床栄養, 第1版,（大熊利忠, 金谷節子　編）, 羊土社, 東京, 
247-257. 

福田能啓（2007）経腸栄養法. 内科学, 第9版,（杉本恒明, 矢
崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 177-179.

■ 学術論文 ■
［総説］
福田能啓, 栄谷直美, 肥塚浩昌（2007）Helicobacter研究の年

間レビュー　診断法の選択. Helicobacter Research, 11, 
133-138.

福田能啓, 栄谷直美, 三野幸治, 肥塚浩昌（2007）クローン病
の病態・病勢から考える栄養療法のあり方と薬物療法併
用のメリット. Progress in Medicine, 27, 903-914. 

福田能啓（2007）解説　プラセボ効果による「改善」の可能
性も. MMJ:The Mainichi Medical Journal, 3, 365. 

福田能啓, 荒木一恵, 栄谷直美, 肥塚浩昌（2007）炎症性腸
疾患における選択とその実際. 栄養－評価と治療, 24, 249-
257. 

福田能啓（2007）新たな薬物療法　経口球形吸着炭素製剤, 
接着因子製剤の応用. Modern Physician, 27, 941-949. 

三野幸治, 肥塚浩昌, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣
瀬　愛, 栄谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不
二子, 福田能啓（2007）在宅治療に向けての兵庫医科大学
病院・臨床栄養部の活動. 癌と化学療法, 34（Suppl.Ⅱ）, 
218-220.

［研究報告］
福田能啓, 杉山敏郎, 上村直実, 神谷　茂, 村上和成, 後藤田

卓志（2007）ヘリコバクター・ピロリ感染による胃発癌機序
の解明と感染・再感染予防の研究. 厚生労働省がん研究
助成金による研究, 344-347.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
荒木一恵（2007）炎症性腸疾患の食事指導－兵庫医科大学

臨床栄養部の取り組み－.（特別講演）第23回長崎炎症性
腸疾患研究会, 4.14, 長崎.

［シンポジウム等］
肥塚浩昌, 福田能啓, 下山　克, 大村武雄, 中林奈津子, 阿

部大二郎, 栄谷直美, 藤岡利生, Hazel, M. M., 高橋良樹
（2007）ヘリコバクターヘパティカスに対する特異的モノク
ロナル抗体の特徴と応用.（ワークショップ）第13回日本ヘ
リコバクター学会, 6.21-22, 大津. 

肥塚浩昌 , 高橋良樹, 福田能啓（2007）TNBS惹起大腸
炎モデルの腸管粘膜免疫に及ぼすプロバイオティクス
麹の影響.（シンポジウム）第38回日本消化吸収学会総会

（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化吸収学会総会プ
ログラム・講演抄録集38回, 100, 2007.）

［一般講演］
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三野幸治, 松田知子, 廣瀬　愛, 高橋留佳, 安井富美子, 荒
木一恵, 森不二子, 福田能啓（2007）栄養管理実施加算へ
の当院の対応. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 松
山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 228, 2007.）

野口一馬, 小谷穣治, 児島正道, 矢吹浩子, 宮本純子, 田中
春美, 荒木一恵, 三野幸治, 入江俊彦, 和田恭直, 福田能啓
（2007）舌・下咽頭食道癌術後患者の嚥下障害に対する
歯科的アプローチ. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 
松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 548, 2007.）

小谷穣治, 矢吹浩子, 小倉由美子, 竹田良子, 尾上由美子, 小
西尚美, 岡山カナ子, 三野幸治, 荒木一恵, 入江俊彦, 和田
恭直, 田中春美, 舛谷元丸, 小坂　正, 福田能啓（2007）
大学病院NST立ち上げにおける看護部組織力の重要性－
兵庫医科大学での経験から. 第22回日本静脈経腸栄養学
会, 2.8-9, 松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 270, 2007.）

福田能啓（2007）マウス脾臓細胞Th.Th2サイトカイン産生に
及ぼすプロバイオティクス麹の影響. 第93回日本消化器病
学会総会, 4.19-21, 青森. 

野口敬康, 下山　克, 青木南都子, 阿部大二朗, 大村武雄, 白
澤榮一, 高橋良樹, 福田能啓（2007）炎症性腸疾患動物モ
デルに対するアスペルギルス・オリゼーNK菌麹の効果お
よび作用機序の検討. 第61回日本栄養・食糧学会, 5.17-20, 
京都. 

篠木　武, 神芽衣子, 大井康之, 福田能啓, 金　武祚（2007）
H.pylori由来毒素に対する鶏卵抗体の効果. 第61回日本栄
養・食糧学会, 5.17-20, 京都. 

栄谷直美, 肥塚浩昌, 中嶋一彦, 加藤智惠子, 奥田真珠美, 長
田久美子, 坂上　隆 , 福田能啓（2007）新しい便中抗原
測定キットHpSA plusの診断精度. 第13回日本ヘリコバク
ター学会, 6.21-22, 大津. 

池内浩基, 中埜廣樹, 内野　基, 中村光宏, 松岡宏樹, 冨田尚
裕, 福田能啓, 松本譽之（2007）新しい診断デバイス利用
による診断の工夫　クローン病に対するPET検査の有用
性の検討. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成
19年度第1回総会, 7.26-27, 東京. 

三野幸治, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣瀬　愛, 栄
谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不二子, 肥塚
浩昌, 福田能啓（2007）在宅治療に向けての兵庫医科大学
病院・臨床栄養部の活動. 第18回日本在宅医療研究会学
術集会, 9.7-9,横浜.

荒木一恵, 肥塚浩昌, 三野幸治, 森不二子, 安井富美子, 高
橋留佳, 栄谷直美, 廣瀬　愛, 松田知子, 舛谷元丸, 小倉
由美子, 塩谷明子, 和田恭直, 宮本純子, 矢吹浩子, 小谷穣
治, 福田能啓（2007）半固形化栄養剤の使用が奏功したＮ
ＳＴ介入の2症例. 第17回近畿輸液・栄養研究会, 9.15, 高
槻.（プログラム・抄録集, 18, 2007.）

栄谷直美, 肥塚浩昌, 三野幸治, 福田能啓（2007）クローン病
の食事指導時における血清微量元素濃度測定の意義. 第
29回日本臨床栄養学会総会, 11. 16-18, 京都.（New Diet 
Therapy, 23, 192, 2007.）

福田能啓（2007）クローン病の在宅栄養管理について. 第29
回日本臨床栄養学会総会, 11.16-18, 京都. 

三野幸治, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣瀬　愛, 栄
谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不二子, 肥
塚浩昌 , 福田能啓（2007）NSTと連携した管理栄養士
の病棟訪床による栄養管理実施加算への取り組み. 第
28回日本臨床栄養協会総会, 11.16-18, 京都.（New Diet 
Therapy, 23, 211, 2007.）

肥塚浩昌, 栄谷直美, 三野幸治, 福田能啓（2007）炎症性腸
疾患の病勢鎮静に向けてのプロバイオティックス・プレバ
イオティックス投与の意義. 第29回日本臨床栄養学会総会, 
11.16-18, 京都.（New Diet Therapy, 23, 172, 2007.）

三野幸治, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣瀬　愛, 栄
谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不二子, 肥塚
浩昌, 福田能啓（2007）NSTと連携した管理栄養士の病
棟訪床による栄養管理実施加算への取り組み. 第6回日本
栄養改善学会近畿支部学術総会, 12.9, 西宮.

■ その他 ■
福田能啓（2007）これまでのヘリコバクター, これからのヘリ

コバクター. 第14回垂水消化器疾患談話会, 1.11, 垂水. 
福田能啓（2007）これまでのヘリコバクターピロリ　これか

らのヘリコバクターピロリ. 西宮市医師会総合臨床研究会, 
4.10, 西宮. 

福田能啓（2007）栄養アセスメント－NST：院内から在宅へ
－. 東京医科大学霞ヶ浦病院グランドカンファレンス, 4.14, 
東京. 

福田能啓（2007）クローン病の在宅栄養管理. 第18回山陰炎
症性腸疾患治療研究会, 8.18, 松江. 

蘆野吉和, 城谷典保, 福田能啓（2007）がん患者の継続医療
－病院から地域へ－. 癌と化学療法, 34（Suppl.Ⅱ）, 155-
164.

福田能啓（2007）「クローン病の内科治療」－病因から考える
栄養療法－. 第12回金曜学術講演会, 11.9, 田辺. 

福田能啓（2007）H.hepaticusの基礎と臨床. 第11回北海道
Helicobacter pyloriフォーラム, 11.10, 札幌. 

三野幸治（2007）特定給食施設等の災害発生時の対応. 第5
回奈良市特定給食施設等研修会, 3.1, 奈良.

三野幸治（2007）クローン病の症例検討. 第19回大腸治療研
究会, 6.14, 大阪. 

三野幸治（2007）動脈硬化の予防－管理栄養士の立場から
－. 第4回兵庫県民医療公開講座, 7.28, 神戸. 

三野幸治（2007）栄養指導の実際－腎臓病を中心に－.西宮
栄養士会・西宮地区病院栄養士会合同研修会, 12.1, 西宮. 

荒木一恵（2007）腸にやさしい食事について. 北淡路健康福
祉事務所潰瘍性大腸炎栄養相談会, 3.16, 淡路.

荒木一恵（2007）クローン病における食事療法・栄養療法の
大切さ. クローン病医療講演会, 7.29, 広島. 

荒木一恵（2007）食事の工夫. 小児炎症性腸疾患市民公開
講座, 11.10, 大阪. 

荒木一恵（2007）経腸栄養と下痢－NST症例検討会－. 第8
回兵庫NST研究会学術講演会, 12.8, 神戸.
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薬剤部
Pharmacy

■ 著書 ■
門林宗男（2007）病院調剤業務の全体の流れ（病院）SBO 

5－SBO 7. スタンダード薬学シリーズ11　病院・薬局実務
実習Ⅰ　病院・薬局に共通な薬剤師業務,（日本薬学会, 日
本薬剤師会, 日本病院薬剤師会, 日本医療薬学会　編）, 
東京化学同人, 東京, 14-30.

門林宗男（2007）薬剤師の心構え（共通）. スタンダード薬学
シリーズ11　病院・薬局実務実習Ⅰ　病院・薬局に共通な
薬剤師業務,（日本薬学会, 日本薬剤師会, 日本病院薬剤
師会, 日本医療薬学会　編）, 東京化学同人, 東京, 276-
288.

濵口常男（2007）病院における情報提供（病院）. スタンダー
ド薬学シリーズ11　病院・薬局実務実習Ⅰ　病院・薬局
に共通な薬剤師業務,（日本薬学会, 日本薬剤師会, 日本病
院薬剤師会, 日本医療薬学会　編）, 東京化学同人, 東京, 
331-341. 

室　親明（2007）医薬品情報（共通）. スタンダード薬学シ
リーズ11　病院・薬局実務実習Ⅰ　病院・薬局に共通な
薬剤師業務,（日本薬学会, 日本薬剤師会, 日本病院薬剤
師会, 日本医療薬学会　編）, 東京化学同人, 東京, 289-
303.

■ 学術論文 ■
［総説］
橋本　肇, 濵口常男（2007）兵庫県薬剤師会ヒヤリ・ハット

報告（その56）. 兵薬界, 612, 33-34. 
濵口常男, 橋本　肇（2007）兵庫県薬剤師会ヒヤリ・ハット

報告（その57）. 兵薬界, 613, 12-13. 
橋本　肇, 濵口常男（2007）兵庫県薬剤師会ヒヤリ・ハット

報告（その58）. 兵薬界, 614, 14-15. 
竹下治範, 八野芳巳, 西田淳子, 濵口常男, 門林宗男（2007）

循環器内科病棟における短期クリニカル・パスと薬剤管理
指導業務の運用. 医薬ジャーナル, 43, 2293-2299.

［原著］
Tatsumi, A., Kadobayashi, M. and Iwakawa, S.（2007）

Ef fect of ethanol on the bind ing of war far in 
enantiomers to human serum albumin. Biol. Pharm. 
Bull., 30, 826-829.

三島裕彦（2007）医薬品の適正使用を順守するための処方
オーダ用語の分析 . 医療情報学 , 27, 223-227.

井上千亜紀 , 小暮俊明 , 鎌田　彩 , 石原美佳 , 村岡玲子 , 
辰見明俊 , 田中邦佳 , 竹下治範 , 濵口常男 , 多河典子, 
小林吉晴 , 門林宗男（2007）酸化マグネシウム錠の酸
中和能及び溶出特性による品質評価 . 薬学雑誌 , 127, 
2085-2089.

高橋佳子 , 倉本美佳 , 橋本　肇 , 門林宗男（2007）経尿道
的膀胱腫瘍切除術のクリニカルパスにおける抗菌薬使用
実態調査とその評価 . 日本病院薬剤師会雑誌 , 43, 669-
672. 

倉本美佳 , 竹末芳生 , 高橋佳子 , 門林宗男（2007）塩酸バ
ンコマイシン使用前における高齢者 , 腎機能低下, 低体重
症例に対する薬物動態学的解析ソフトを使用した個別投
与計画 . 日本外科感染症学会雑誌 , 4, 31-34.

［症例報告］
Fukunaga, K., Hida, N., Ohnishi, K., Ohda, Y., Yoshida, 

K., Kusaka, T., Jinno, Y., Nagase, K., Nakamura, S., 
Kadobayashi, M., Miwa, H. and Matsumoto, T.（2007）
A suppository Chinese medicine（Xilei-san）for 
refractory ulcerative proctitis : a pilot clinical trial. 
Digestion, 75, 146-147.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
門林宗男（2007）患者に求められている薬剤師とその育成

－日病薬の取り組み .（基調講演）第 28 回医療薬学公開
シンポジウム , 9.15, 広島 .

［シンポジウム等］
高橋佳子, 竹末芳生, 石原美佳, 日野恭子, 中嶋一彦, 一木

薫（2007）全病院的な抗菌薬ミキシングの実践とその効
果.（パネルディスカッション）第20回日本外科感染症学会
総会, 11.7-9, 東京.（日本外科感染症学会雑誌, 4（Suppl.）, 
423, 2007.）

［一般講演］
竹下治範 ,  新藤三枝 ,  橋本　肇 ,  濵口常男 ,  門林宗男
（2007）循環器内科病棟における短期クリニカル・パスと
薬剤管理指導業務の運用. 第28回日本病院薬剤師会近
畿学術大会, 1.20-21, 神戸.（プログラム及び講演要旨集, 
134, 2007.）

新藤三枝 ,  山下典子,  中村綾奈 ,  橋本　肇 ,  門林宗男
（2007）病棟薬局における注射剤調剤－小児科病棟の運
用. 第28回日本病院薬剤師会近畿学術大会, 1.20-21, 神
戸.（プログラム及び講演要旨集, 165, 2007.）

畑中禄子, 峯下真実子, 井上千亜紀, 掛田満寿美, 濵口常男, 
門林宗男（2007）手術部内サテライト薬局による医薬品
管理の効果. 日本薬学会第127年会, 3.28-30, 富山.（要旨
集, 3, 145, 2007.）

杉浦眞喜子, 都出千里, 岩川精吾, 辰見明俊（2007）ワルファ
リンのヒト血清アルブミンへの結合について1H NMRによ
る解析. 日本薬学会第127年会, 3.28-30, 富山. 

高橋佳子, 竹末芳生, 石原美佳, 中嶋一彦, 和田恭直, 一木
薫, 土田敏恵, 日野恭子, 門林宗男（2007）塩酸バンコマ
イシン使用時における高齢者, 腎機能低下, 低体重症例に
対する薬物動態学的解析ソフトを使用した個別投与計画. 
第55回日本化学療法学会総会, 6.1-2, 仙台.（日本化学療
法学会雑誌, 55（Suppl. A）, 198, 2007.）

藤澤浩美 , 橋田　亨, 寺田智裕, 桂　敏也, 石黒　洋, 乾
賢一（2007）乳癌化学療法FEC100におけるG-CSF製剤

中央部門
Central Division
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の使用評価. 第15回クリニカルファーマシーシンポジウム, 
7.14-15, 山形.（講演要旨集, 146, 2007.）

高橋佳子, 日野恭子, 石原美佳, 竹末芳生, 門林宗男（2007）
カルバペネム系抗菌薬使用制限による耐性緑膿菌比率へ
の影響－抗緑膿菌活性を有する抗菌薬使用割合と感受性
試験による評価－. 第17回日本医療薬学会年会, 9.29-30. 
前橋.（講演要旨集, 228, 2007.）

大村知子, 藤澤浩美, 室　親明, 濵口常男, 門林宗男（2007）
パクリタキセル注射溶液の点滴速度に影響する要因につ
いて. 第17回日本医療薬学会年会, 9.29-30, 前橋.（講演要
旨集, 269, 2007.）

辰見明俊, 織田祥子, 中元智子, 村岡玲子, 高橋佳子, 田中
邦佳, 志方敏幸, 辰巳純代, 多河典子, 小林吉晴, 濵口常
男, 門林宗男（2007）院内製剤プレドニゾロン坐剤からの
主薬の放出速度に及ぼす原料並びに基剤の影響につい
て. 第17回日本医療薬学会年会, 9.29-30, 前橋.（講演要旨
集, 276, 2007.）

田中邦佳, 南谷恵里佳, 中村豪志, 辰見明俊, 中元智子, 多
河典子, 小林吉晴, 濵口常男, 門林宗男（2007）マレイン酸
イルソグラジン含有口腔内治療用フィルム剤の院内製剤
化に関する検討. 第17回日本医療薬学会年会, 9.29-30, 前
橋.（講演要旨集, 279, 2007.）

中村豪志, 多田雅美, 合田昌子, 村岡玲子, 新藤三枝, 橋本
肇, 濵口常男, 加地靖子, 門林宗男（2007）血液腫瘍科病
棟における病棟薬局の取り組み－アンケート調査による業
務評価－. 第17回日本医療薬学会年会, 9.29-30, 前橋.（講
演要旨集, 339, 2007.）

室　親明, 濵口常男, 門林宗男（2007）4週間実習における
モデルコアカリキュラムとの対比と長期実務実習の試行. 
第17回日本医療薬学会年会, 9.29-30, 前橋.（講演要旨集, 
365, 2007.）

三島裕彦, 多田雅美, 合田昌子, 中村豪志, 門林宗男（2007）
サテライト薬局における薬剤業務支援システムの最適化
と運用評価. 第27回日本医療情報学連合大会・第8回医療
情報学会学術大会, 11.23-25, 神戸.（第27回日本医療情報
学連合大会・第8回医療情報学会学術大会プログラム・抄
録集, 218, 2007.）

高橋佳子, 竹末芳生, 石原美佳, 日野恭子, 辰己純代, 中嶋
一彦, 一木　薫, 和田恭直, 土田敏恵（2007）PK/PDに基
づいた術後感染予防抗菌薬の適正使用：全病院的介入. 
第55回日本化学療法学会西日本支部総会, 10.29-31, 神
戸.（合同抄録集, 104, 2007.）

■ その他 ■
中村豪志（2007）血液腫瘍科における病棟薬局の取り組み. 

兵庫県病院薬剤師会平成18年度第2回実務研修会, 3.10, 
美方. 

門林宗男（2007）改正医療法を踏まえた医薬品の安全管理
体制の構築. 平成19年度兵庫県立病院薬剤師研修（1）, 
5.26, 神戸.

看護部
Nursing

■ 著書 ■
山田明美　編（2007）急変時のアセスメントと看護,（日本看

護協会教育委員会　監修）, インターメディカ, 東京. 
片岡優実（2007）体液・栄養ケア. 成人看護実習ガイドⅡ

慢性期・回復期・終末期,（野並葉子　編集）, 照林社, 東
京, 92-109. 

片岡優実（2007）栄養摂取・代謝障害　消化・吸収障害ク
ローン病. 成人看護実習ガイドⅡ　慢性期・回復期・終末
期,（野並葉子　編集）, 照林社, 東京, 294-298. 

宇都宮明美（2007）こころのケア. 経験から学ぶ大規模災害
医療－対応・活動・処置－,（丸川征四郎　編集）, 永井書
店, 大阪, 232-244. 

高比良法子（2007）新生児に対する口腔ケアで知っておくべ
きポイントを教えてください. よくわかる!口腔ケア,（岸本裕
充　編著）, メヂカルフレンド社, 東京, 129-133. 

高比良法子（2007）MRSAを保菌した新生児に対する口腔
ケアを教えてください. よくわかる!口腔ケア,（岸本裕充　
編著）, メヂカルフレンド社, 東京, 134-135. 

高 比 良 法 子（ 2 0 0 7 ）口 腔 ケ ア で 小 児 の 歯
に つ い て 知 っ て お く べ き こ と を 教 え て く
だ さ い .  よく わ か る！ 口 腔 ケ ア,（ 岸 本 裕 充
編著）, メヂカルフレンド社, 東京, 136-139. 

安井小由里（2007）高齢者の口腔内の特徴と観察のポイン
トを教えてください. よくわかる!口腔ケア,（岸本裕充　編
著）, メヂカルフレンド社, 東京, 142-144. 

宇都宮明美（2007）急性期病院の口腔ケアにかかわる医療
職の役割とチーム医療について教えてください. よくわか
る！口腔ケア,（岸本裕充　編著）, メヂカルフレンド社, 東
京, 146-147. 

山岡綾子（2007）大動脈バルーンパンピング（I A BP）. 
ICU・CCUのベッドサイドモニタリング,（妙中信之　監
修）, メディカ出版, 吹田, 108-114.

■ 学術論文 ■
［総説］
山田明美（2007）クリニカルラダーと生涯学習認定システム

を活用した中堅看護師の活性化. 看護管理, 17, 23-28. 
斉藤雅子（2007）新生児の知覚発達と母子相互作用につい

て. NICU mate, 18, 3-4. 
岩倉己穂, 吉田ひろ美（2007）ドレーン・チューブ管理のスタ

ンダードケア. 消化器外科NURSING, 12, 246-253. 
山岡綾子（2007）記録用紙の見方と波形・心拍数の測り方. 

HERT nursing, 春季増刊, 27-32. 
高比良法子, 湯浅真裕美（2007）知っておきたい小児の肺

炎. こどもケア, 2, 23-28. 
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立石幸子, 高田育江, 西山実希（2007）呼吸器系ベッドサイ
ドモニター対応術. 看護実践の科学, 32, 15-24. 

江端里恵（2007）初めての夜勤までに必ず身につけておくべ
き手技と知識. 呼吸器ケア, 5, 536-542. 

清水真幸, 宇都宮明美（2007）救急・集中治療時における患
者・家族看護. ナースセミナー, 28, 19-26. 

矢吹浩子（2007）栄養ケアにおけるベッドサイドのモニタリ
ング. 静脈経腸栄養, 22, 135-139. 

山田尚希, 木村幸子, 藤本陽子（2007）経蝶形骨洞手術. 
Ope nursing, 22, 722-727. 

矢吹 浩子（2 0 0 7）食事指導・栄養管理 . 消化器 外科
NURSING, 9, 939-945. 

清水直美（2007）精巣腫瘍に対する化学療法を受けた患者
の退院指導. 泌尿器ケア, 12, 882-885. 

千島佳也子（2007）災害現場での看取り～JR福知山線脱
線事故での経験から. EMERGENCY CARE, 20, 1002-
1005. 

山田明美, 宇都宮明美（2007）専門看護師を中心に進める
看護倫理教育. 看護人材教育, 4, 19-28.

［原著］
富田真佐子, 片岡優美, 矢吹浩子（2007）クローン病患者に

おいて病状の不安定さがもたらす日常生活への心理社会
的影響. 日本難病看護学会誌, 11, 198-208.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］ 
窪岡由佑子（2007）院内糖尿病教室におけるCDEの役割－

運動療法のマネージメントを中心に－.（シンポジウム）第2
回阪神CDE看護セミナー, 6.30, 神戸. 

山田明美（2007）救急看護の力向上のための専門看護師・
認定看護師の有効な支援と活用－看護管理者の立場か
ら－.（シンポジウム）第9回日本救急看護学会学術集会, 
11.9-10, 大阪. 

丸山美津子（2007）電子カルテやPDMSにおける用語統一
の必要性について.（ワークショップ）第29回日本呼吸療法
医学会学術総会, 7.6-7, 岡山. 

宇都宮明美（2007）JR西日本列車転覆事故を経験して.（シ
ンポジウム）日本災害看護学会第9回年次大会, 7.29-30, 
東京. 

宇都宮明美（2007）循環器看護の専門性とは何か.（パネル
ディスカッション）第4回日本循環器看護学会学術集会, 
11.17-18, 東京.

［一般講演］ 
日吉理恵, 小牧よし子, 緋田裕美子（2007）リンパ浮腫セル

フケア継続を促進する要因. 第21回日本がん看護学会学
術集会, 2.9-10, 東京. 

立石優美, 永友伊美（2007）癌性疼痛があり麻薬を使用して
いる患者の求める疼痛ケア. 第21回日本がん看護学会学
術集会, 2.9-10, 東京. 

橋村千恵, 中川理子, 長島純子, 加地靖子（2007）造血幹細
胞移植を受ける患者の皮膚乾燥に対するケアの検討. 第
29回日本造血細胞移植学会総会, 2.16-17, 福岡. 

井田千春, 園田由香子, 園理恵子, 峠田和子, 一木　薫, 土田
敏恵, 竹末芳生（2007）手指衛生遵守率を向上させるた
めの課題の分析. 第22回日本環境感染学会総会, 2.23-24, 
横浜.（環境感染, 22（Suppl.）, 221, 2007.）

Takamizawa, E., Mori, K., Konishi, M., Koseki, M., 
Yamaguchi, A. and Konishi, N.（2007）Factor related 
to supply of perioparative healthcare information 
by gastric cancer patients. Second International 
Conference Japanese Society of Cancer Nursing, 2.9-
10, Tokyo. 

小田智子, 浮辺志保（2007）NICU長期入院中で人工呼吸器
離脱困難な乳児への成長発達への援助. 平成18年度看護
実践研究発表会, 3.10, 西宮. 

山岡綾子, 作長尚子, 田中万由美, 江端里恵, 宇都宮明美
（2007）当院ICUにおける医師・看護師のチーム医療に
おける認識の相違. 第3回日本クリティカルケア看護学会, 
6.16-17, 福岡. 

内薗真佐司（2007）精神科急性期クリニカルパス作成を試み
て. 第38回日本看護学会　精神看護, 7.19-20, 岩手. 

西方弥生, 湯浅真裕美, 高比良法子（2007）小児看護学実
習における看護学生と受け持ち患児との関係性の分析と
指導者の役割. 日本小児看護学会第17回学術集会, 7.20-
21, 長野. 

福嶋香織, 宮野ゆかり, 高橋正子（2007）人工炭酸泉浴剤を
用いた足浴のレイノー現象に対する効果の検討. 第33回日
本看護研究学会学術集会, 7.28-29, 盛岡. 

牛尾里美, 森　洋子, 大塚欣敏（2007）幼児期の在宅自己注
射導入について－早期家庭輸注に対する当院の取り組み
－. 第3回阪神ヘモフィリア研究会, 6.23, 神戸. 

石丸由香子, 藤川知代（2007）パソコン（Power Point）を
使ったCAG前説明グッズを作成して. 第52回日本集中治療
医学会近畿地方会総会, 6.30, 大阪. 

細川朝子, 峠田和子, 目出美樹（2007）集中治療における栄
養管理～心不全患者の実際～. 第52回日本集中治療医学
会近畿地方会総会, 6.30, 大阪. 

前林雅世, 長野寛子（2007）ＮＩＣＵから小児病棟へ転出し
た患児の両親へのオリエンテーションのあり方. 第38回日
本看護学会　小児看護, 9.5-6, 茨城. 

藤田朝子, 川畑節子（2007）在宅療養をめざして家族の思い
を支える看護. 第38回日本看護学会　老年看護, 9.14-15, 
長崎. 

粂川雅子（2007）水分管理困難な患者へのアプローチ－
行動変容プログラムとしてのPLCを活用して－. 第19回兵
庫県透析合同研究会・第31回兵庫県透析従事者研究会, 
9.30, 神戸. 

永山真由美 , 西田淳子, 李　正明, 宮崎美貴子, 松田知子
（2007）心不全患者への指導クリニカルパス作成の試み. 
第8回日本クリニカルパス学会学術集会, 10.5-6, 札幌. 

片岡優実（2007）C型肝炎患者の治療法選択の自己決定に
対する看護援助. 第1回日本慢性看護学会学術集会, 8.4-
5, 兵庫. 
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矢嶋克美, 湯浅真裕美（2007）人工呼吸器を装着した長期
入院患者の在宅支援. 第38回日本看護学会　地域看護, 
10.10-11, 山形. 

足立雅子, 小川統美, 小松美雪（2007）救命救急センターで
働く看護師の栄養に関する認識の現状調査. 第9回日本救
急看護学会学術集会, 11.9-10, 大阪. 

雑賀逸平, 佐野　亮, 村木健輔, 宇都宮明美（2007）ALSイ
ンストラクター活動の促進因子・阻害因子. 第9回日本救急
看護学会学術集会, 11.9-10, 大阪. 

牛尾里美, 森　洋子, 大塚欣敏（2007）幼児期の在宅自己注
射導入について－早期家庭輸注に対する当院の取り組み
－. 第4回血友病看護研究会, 12.16, 仙台. 

北岡　令, 伊藤智都子, 松田美恵, 藤本陽子（2007）手術室
看護師に関する保温器具使用の現状調査. 第21回日本手
術看護学会年次大会, 11.9-10, 金沢. 

立石幸子, 大崎久美子, 副島香織, 宇都宮明美（2007）劇症
型心筋炎に対して意思決定が無いままに両心室補助装置

（BVS5000）を装着した患者への危機介入～アギュララ
の危機モデルを用いて～. 第4回日本循環器看護学会学術
集会, 11.17-18, 東京. 

溝渕幸美 , 跡田彩乃, 玉井友香, 岡山カナ子（2007）当院
NICUにおける超低出生体重児の小腸ストーマ管理の経
験. 第18回近畿小児ストーマ・排泄・創傷研究会, 12.1, 奈
良.

■ その他 ■ 
山田繁代, 井上善文（2007）NSTの質向上へ－栄養管理の

魅力を伝える教育を－ .（対談）HANDS-ON, 2, 74-79. 
宇都宮明美（2007）専門看護師を目指すステージアップQ

＆A.（インタビュー）ナースビーンズsmart nurse, 9, 1280-
1283. 

矢吹浩子（2007）食道癌周術期における栄養管理.（講師）
第7回兵庫NST研究会, 6.9, 神戸. 

矢吹浩子（2007）チームによる栄養管理－病棟医療チーム
と栄養サポートチームの協働に期待するもの－.（講師）第
8回大阪感染症カンファレンス, 6.30, 大阪. 

宇都宮明美（2007）救急・集中治療時における患者・家族
看護.（講師）救急・集中治療時における患者・家族看護
　日総研, 5.12, 大阪. 

宇都宮明美（2007）救急・集中治療時における患者・家族
看護.（講師）救急・集中治療時における患者・家族看護
　日総研, 6.23, 名古屋. 

宇都宮明美（2007）救急・集中治療時における患者・家族
看護.（講師）救急・集中治療時における患者・家族看護
　日総研, 8.4, 東京. 

片岡優実, 小西尚美（2007）関節リウマチ患者さんへの看護
について－自己注射指導に通して－.（講師）阪神リウマチ
看護フォーラム, 6.23, 神戸. 

山田明美（2007）組織開発と組織変革.（講師）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, 8.19, 神
戸. 

矢吹浩子（2007）NST活動の活性化－看護師に期待する役

割－.（講師）NST地域医療研修会, 8.23, 佐賀. 
宇都宮明美（2007）クリティカルケア－呼吸理学療法と看護

－.（講師）第7回兵庫医科大学呼吸リハビリテーションセ
ミナー, 9.23, 兵庫. 

谷山暁子（2007）災害看護－活かされていますか日頃の防
災訓練－.（講師）徳島県看護協会研修キャリアレベルⅡ, 
9.29, 徳島. 

山田明美（2007）人的資源育成のためのシステム　スペシャ
リスト活用のあり方.（講師）兵庫県看護協会認定看護管
理者セカンドレベル教育, 10.18, 神戸. 

矢吹浩子（2007）チームで行う栄養管理－看護師への期待
と役割－NST（栄養サポートチーム）の導入と活動.（講
師）日本看護協会研修会, 10.19, 神戸. 

宇都宮明美（2007）急性期呼吸器系看護.（講師）CRSEED
ナーシングセミナー, 10.21, 兵庫. 

宇都宮明美（2007）フィジカルアセスメント.（講師）市立奈
良病院院内研修, 11.24, 奈良. 

山田明美（2007）人的資源の活用・継続教育.（講師）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, 11.2, 
福岡. 

山田明美（2007）人的資源としての個人をいかす組織のあ
り方.（講師）日本看護協会神戸研修センター研修会, 11.7, 
神戸. 

山田明美（2007）新人の特徴を捉えた効果的な指導方
法.（講師）兵庫県看護協会プリセプター研修, 11.13, 神戸. 

丸山美津子（2007）コミュニケーションエラーとコミュニケー
ション能力向上に向けて.（講師）平成19年度京都府看護
協会・兵庫県看護協会合同医療安全管理者養成講習会, 
12.14, 福知山. 

丸山美津子（2007）スタッフナースとして取り組む医療安
全.（講師）兵庫県看護協会研修会, 11.27, 神戸.



196 兵庫医大業績録（2007）

動物実験施設
Laboratory Animal Facility

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
佐加良英治（2007）環境モニタリングを考える－環境モニタ

リングの必要性－.（シンポジウム）第41回日本実験動物技
術者協会総会, 7.7, 名古屋.

■ その他 ■
佐加良英治（2007）環境モニタリングの労働安全衛生に関

する必要性. 実験動物技術, 42, 75-79.

共同利用施設
Reseatch Facilities for Common Use
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臨床工学室
Clinical Engineering Room

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
大平順之（2007）mini-CPBの回路構成の工夫と臨床応用に

おけるpitfal l．（シンポジウム）日本メドトロニクス株式会
社主催Resting Heart Symposium, 2.24, 東京．

木村政義（2007）それぞれの分野の現状と未来－呼吸分野
－.（シンポジウム）第4回兵庫県臨床工学技士会フォーラ
ム, 3.4, 神戸.

木村政義（2007）あなたはどれを選びますか？医療機器を
購入・リース・レンタル？.（ワークショップ）兵庫県臨床工学
技士会第11回学術大会, 6.3, 神戸.

［一般講演］
中田　文, 大平順之, 武貞美喜, 川崎由紀, 冨加見教男, 武

西友幸, 亀井理生, 高山　舞, 中野智彦, 木村政義, 梅本
康浩, 安宅一晃, 西　信一（2007）各種血液浄化療法に
おける同時施行時の工夫. 第9回神戸急性血液浄化研究
会, 1.20, 神戸.

木村政義, 安宅一晃, 西　信一（2007）メインフローフィルタ
の性能比較. 第34回日本集中治療医学会学術集会, 3.1-
3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14（Suppl.）, 362, 
2007.）

木村政義, 安宅一晃, 西　信一（2007）HMEブースタと人
工鼻の組合せに対する検討. 第34回日本集中治療医学
会学術集会, 3.1-3, 神戸.（日本集中治療医学会雑誌, 14 

（Suppl.）, 363, 2007.）
木村政義, 大平順之, 武西友幸, 武貞美喜, 中田　文, 亀井

理生, 高山　舞, 冨加見教男, 川崎由紀, 中野智彦, 太城
力良（2007）手術部へのVPPシステム導入の経験. 第17回
日本臨床工学会, 5.12-13, 名古屋.

川崎由紀, 大平順之, 武西友幸, 武貞美喜, 中田　文, 亀井
理生 ,  高山　舞 ,  冨加見教男 ,  川崎由紀 ,  中野智彦

（2007）手術室ラウンドの効果. 第17回日本臨床工学会, 
5.12-13, 名古屋.

中野智彦, 大平順之, 武西友幸, 武貞美喜, 中田　文, 亀井
理生 ,  高山　舞 ,  冨加見教男 ,  川崎由紀 ,  木村政義

（2007）人工呼吸器購入時とレンタル併用時のコスト及び
稼働率の比較. 兵庫県臨床工学技士会・第11回学術大会, 
6.3, 神戸.

木村政義（2007）フィルター付き人工鼻Hygroster-Miniの
性能評価. 第29回日本呼吸療法医学会学術総会, 7.6-7, 岡
山.

大平順之, 武西友幸, 武貞美喜, 冨加見教男, 川崎由紀, 中
田　文, 亀井理生, 高山　舞, 中野智彦, 鈴木尚紀, 木村

政義（2007）各種血液浄化療法における同時施工時の工
夫. 第18回日本急性血液浄化学会学術集会, 10.5-6, 大分.

大平順之 ,  武西友幸 ,  亀井理生 ,  高山　舞 ,  宮本裕治
（2007）mini-CPB Systemの使用経験. 第45回日本人工
臓器学会大会, 10.28-31, 大阪.

木村政義（2007）内視鏡手術環境の整備. 第20回日本内視
鏡外科学会総会,11.19-21, 仙台.

■ その他 ■
大平順之（2007）ＭＥ機器に関するリスクマネージメント～

輸液機器を中心に～．第2回医療機器安全対策セミナー, 
2.17, 熊本．

木村政義（2007）グラフィックモニタを呼吸管理に応用する. 
兵庫県臨床工学技士会・第12回呼吸セミナー, 3.18, 西宮.

木村政義（2007）人工呼吸器装着中の安全対策. チーム医
療CE研究会・第40回臨床セミナー, 6.9, 大阪.

木村政義（2007）輸液ポンプのトラブル事例と対策. 財団法
人医療機器センター・第29回ME技術講習会, 7.1, 大阪.

木村政義（2007）人工呼吸器トラブル防止のためのチェック
ポイント. 第29回日本呼吸療法医学会学術総会・人工呼
吸器管理基礎セミナー, 7.6, 岡山.

木村政義（2007）病院設備の安全－医療ガス設備－. 社団
法人日本臨床工学技士会・医療機器安全管理者育成講
習会, 10.28, 大阪.

木村政義（2007）人工呼吸器の基礎と安全管理. 愛知県臨
床工学技士会・呼吸療法セミナー, 11.17, 名古屋.

木村政義（2007）人工鼻使用の実際. 滋賀県臨床工学技士
会・第1回呼吸療法セミナー, 12.1, 守山.

中央施設
Central Facility
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生体防御部門
Laboratory of  Host Defenses

専任職員
■ 学術論文 ■

［総説］
柏村信一郎（2007）病態解析におけるサスペンションアレイ

法（CBA法）の有用性；関節リウマチの病態解析における
応用例. Cytometry Research, 17, 43-49.

［原著］
Seino, H., Ueda, H., Kokai, M., Tsuji, N. M., Kashiwamura, 

S., Morita, Y. and Okamura, H.（2007）IL-18 mediates 
the formation of stress-induced, histamine-dependent 
gastric lesions. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver 
Physiol., 292, G262-G267.

Oku, H., Ogawa, Y., Iwaoka, E., Kunitomo, M., Ueda, H., 
Okamura, H. and Ishiguro, K.（2007）Involvement of 
inducible nitric oxide synthase in blood flow decrease 
in vein induced by hen-egg white lysozyme. Biol. 
Pharm. Bull., 30, 1324-1328.

Li, W., Kashiwamura, S., Ueda, H., Sekiyama, A. and 
Okamura, H.（2007）Protection of CD8+ T cells from 
activation-induced cell death by IL-18. J. Leucok. Biol., 
82, 142-151.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4+ Va24+V
β11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
245.

Nagai, N., Ito, Y. and Okamura, H.（2007）Involvement of 
interleukin 18 in cataract development in hereditary 
cataract UPL rats. J. Biochem., 142, 597-603.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
Okamura, H.（2007）A role of IL-18 in expansion of 

d ist inct lymphocyte populat ions.（Invited）10th 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia.

［一般講演］
Kasahara, E., Sekiyama, A., Sekiyama, R., Okuda, A., 

Ueda, H. and Okamura, H.（2007）Th1/Th2 imbalance 
by IL-18: Implication in host-defense-disruption in 
psychiatric disease. Society of Biological Psychiatry 
62nd Annual Convention, 5.17-19, San Diego, U.S.A.

Sekiyama, A., Nishida, K., Kasahara, E., Ueda, H., 
Rokutan, K. and Okamura, H.（2007）Interleukin-18 

is involved in alteration of hipothalamic-pituitary-
adrenal axis activity by stress. Society of Biological 
Psychiatry 62nd Annual Convention, 5.17-19, San Diego, 
U.S.A.

関山敦生, 笠原恵美子, 西田憲生, 奥田晃子, 上田晴康, 柏
村信一郎, 岩倉洋一郎, 岡村春樹（2007）ストレス応答
下におけるサイトカイン・ケモカインの血中レベルの検討. 
第72回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 
7.5-6, 京都. 

李　　文 , 柏村信一郎 , 上田晴康 , 関山敦生, 岡村春樹
（2007）IL-18がリンパ球集団のサイズに及ぼす影響. 第72
回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 7.5-6, 
京都. 

Kasahara, E., Sekiyama, A., Sekiyama, R., Okuda, A., 
Ueda, H. and Okamura, H.（2007）Interleukin-18, a 
stress-related cytokine, alters dendritic cell function 
to disrupt Th1/Th2 balance. 第72回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.5-6, 京都. 

関山敦生, 西田憲生, 笠原恵美子, 関山隆史, 奥田晃子, 上田
晴康, 六反一仁, 岩倉洋一郎, 岡村春樹（2007）サイトカイ
ンおよびケモカインを用いた, 生体負荷の評価および診断
の可能性の検討. 第29回日本生物学的精神医学会, 7.11-
13, 札幌.

Okamura, H., Li, Wen., Ueda, H., Sekiyama, A. and 
Kash iwamura, S.（2007）In f luence of I L-18 on 
generation of CD8+ T cells following TCR / CD3 
activation. 第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-
22 , 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 32 , 
2007.）

Kashiwamura, S. and Okamura, H.（2007）Novel immuno-
pathological role of IL-18. 第37回日本免疫学会総会・学
術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記
録, 37, 32, 2007.）

Kasahara, E., Sekiyama, A., Okuda, A. and Okamura, 
H.（2007）Plasma levels of interleukin-18 are elevated 
in mental disorders. 第37回日本免疫学会総会・学術集
会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 
37, 32, 2007.）

Kashiwamura, S., Hosotani, Y. and Okamura, H.（2007）
Novel patho-physiological role of interleukin-18. 第30回
日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会大会合同大
会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

Kasahara, E., Sekiyama, A., Okuda, A. and Okamura, 
H.（2007）Plasma levels of stress-related cytokine in 
mental disorders. 第30回日本分子生物学会・第80回日本
生化学会大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

兼任職員
■ 著書 ■

〈野口光一〉
小畑浩一, 野口光一（2007）痛みのメカニズム. 運動器の痛

み診療ハンドブック,（山下敏彦　編）, 南江堂, 東京, 2-17.

先端医学研究所
Institute for Advanced Medical Sciences
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〈中西憲司・善本知広〉
中西憲司（2007）サイトカイン, ケモカイン. 免疫学コア講義, 

改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優毅　編）, 南山
堂, 東京, 102-114. 

善本知広, 中西憲司（2007）自己免疫疾患とアレルギー. 免
疫学コア講義, 改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優
毅　編）, 南山堂, 東京, 127-135. 

筒井ひろ子, 中西憲司（2007）宿主と病原体の攻防. 免疫
学コア講義, 改訂第2版,（木本雅夫, 阪口薫雄, 山下優毅 
編）, 南山堂, 東京, 149-166. 

■ 学術論文 ■
［総説］
〈野口光一〉
小畑浩一, 野口光一（2007）内臓痛発生メカニズムの基礎

侵害受容ニューロンにおけるERKの活性化と急性内臓痛. 
医学のあゆみ, 222, 515-520.

小畑浩一, 野口光一（2007）非傷害一次知覚ニューロンに
おける遺伝子発現変化と神経因性疼痛. 慢性疼痛, 26, 
33-40.

小畑浩一 ,  野口光一（2007）痛みの伝達におけるMAP 
kinaseの役割. 医学のあゆみ, 223, 668-673.

〈玉置知子・森永伴法〉
玉置知子, 宮本正喜, 齊藤優子（2007）遺伝情報の取り扱い

－臨床遺伝部の役割－. 臨床婦人科産科, 61, 1114-1121.
〈中西憲司・善本知広〉
善本知広, 中西憲司（2007）IL-18と気管支喘息. 喘息, 20, 

44-50.
善本知広（2007）IL-18による免疫制御－IL-18とSuper Th1

細胞. 医学のあゆみ, 220, 198-199.
善本知広（2007）Th1細胞とアレルギー性炎症－IL-18と

Super Th1細胞. 医学のあゆみ, 220, 944-948.
Arizono, N., Nakanishi, K., Hori i, T. and Tanabe, 

K.（2007）Progress in the molecular biology of 
malaria and the immunology of nematode infections. 
Trends Parasitol., 23, 175-181.

善本知広（2007）蠕虫感染防御とマスト細胞. 臨床免疫・ア
レルギー科, 47, 217-225.

中西憲司（2007）IL-18による自然型アレルギー性炎症. 
Medical Science Digest, 33, 918-922.

善本知広（2007）IL-18によるTh1型喘息の発症機序. The 
14th Symposium of Asthma in Tokyo, 26-32.

今井康友, 中西憲司（2007）IL-18とアトピー性皮膚炎.実験
医学, 25, 3277-3283.

林　伸樹, 中西憲司（2007）成人の喘息は免疫細胞が悪玉
化しておこる. Medical Bio, 4, 12-13.

中西憲司（2007）インターロイキン18とアレルギー性炎症. 綜
合臨牀, 56, 1827-1833.

［原著］
〈野口光一〉
Dai, Y., Wang, S., Tominaga, M., Yamamoto, S., Fukuoka, 

T., Higashi, T., Kobayashi, K., Obata, K., Yamanaka, H. 

and Noguchi, K.（2007）Sensitization of TRPA1 by 
PAR2 contributes to the sensation of inflammatory 
pain. J. Clin. Invest., 117, 1979-1987.

Yamanaka, H., Obata, K., Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, 
T. and Noguchi, K.（2007）Activation of fibroblast 
growth factor receptor by axotomy, through 
downstream p38 in dorsal root ganglion, contributes 
to neuropathic pain. Neuroscience, 150, 202-211.

Fukui, T., Dai, Y., Iwata, K., Kamo, H., Yamanaka, H., 
Obata, K., Kobayashi, K., Wang, S., Cui, X., Yoshiya, 
S. and Noguchi, K.（2007）Frequency-dependent 
ERK phosphorylation in spinal neurons by electric 
stimulation of the sciatic nerve and the role in 
electrophysiological activity. Mol. Pain, 3,18. 

Katsura, H., Obata, K., Mizushima, T., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T., 
Sakagami, M. and Noguchi, K.（2007）Activation of 
extracellular signal-regulated protein kinases 5 in 
primary afferent neurons contributes to heat and cold 
hyperalgesia after inflammation. J. Neurochem., 102, 
1614-1624.

Obata, K., Katsura, H., Mizushima, T., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T. 
and Noguchi, K.（2007）Roles of extracellular signal-
regulated protein kinases 5 in spinal microglia and 
primary sensory neurons for neuropathic pain. J. 
Neurochem., 102, 1569-1584.

Mizushima, T., Obata, K., Katsura, H., Sakurai, J., 
Kobayashi, K., Yamanaka, H., Dai, Y., Fukuoka, T., 
Mash imo, T. and Noguchi, K.（2007）Intensity-
dependent activation of extracellular signal-regulated 
protein kinases 5 in sensory neurons contributes to 
pain hypersensitivity. J. Pharmacol. Exp. Ther., 321, 
28-34.

Kozai, T., Yamanaka, H., Dai, Y., Obata, K., Kobayashi, 
K., Mashimo, T. and Noguchi, K.（2007）Tissue type 
plasminogen activator induced in rat dorsal horn 
astrocytes contributes to mechanical hypersensitivity 
following dorsal root injury. Glia, 55, 595-603.

Yamanaka, H., Obata, K., Kobayashi, K., Dai, Y., Fukuoka, 
T. and Noguchi, K.（2007）Alternation of the cell 
adhesion molecule L1 expression in a speci f ic 
subset of primary afferent neurons contributes to 
neuropathic pain. Eur. J. Neurosci., 25, 1097-1111.

Ogura, H., Tachibana, T., Yamanaka, H., Kobayashi, K., 
Obata, K., Dai, Y., Yoshiya, S. and Noguchi, K.（2007）
Axotomy increases plasma membrane Ca2+ pump 
isoform4 in primary afferent neurons. Neuroreport, 
18, 17-22.

〈玉置知子・森永伴法〉
Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Koishi, K., Kojima, S., 
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Matsumoto, T., Yanagi, H., Yamamura, T., Hashimoto-
Tamaoki, T., Nishigami, T. and Tsujimura, T.（2007）
Cyclooxygenase-2 expression after preoperative 
chemoradiotherapy correlates with more frequent 
esophageal cancer recurrence.World J.Gastroenterol., 
13,2283-2288.

〈中西憲司・善本知広〉
Sawaki, J., Tsutsui, H., Hayashi, N., Yasuda, K., Akira, 

S., Tanizawa, T. and Nakanishi, K.（2007）Type 1 
cytokine/chemokine production by mouse NK cells 
following activation of their TLR/MyD88-mediated 
pathways. Int. Immunol., 19, 311-320.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4+ Vα24+V
β11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
245. 

Iimuro, Y., Seki, E., Son, G., Tsutsui, H., Nakanishi, K. and 
Fujimoto, J.（2007）Role of innate immune response 
in liver regeneration. J. Gastroenterol. Hepatol., 22

（Suppl.1）, S57-S58.
Hayashi, N., Yoshimoto, T., Izuhara, K., Matsui, K., 

Tanaka, T. and Nakanishi, K.（2007）T helper 1 cells 
stimulated with ovalbumin and IL-18 induce airway 
hyperresponsiveness and lung fibrosis by IFN-γ and 
IL-13 production. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 104, 
14765-14770.

Yoshimoto, T., Yoshimoto, T., Yasuda, K., Mizuguchi, J. 
and Nakanishi, K.（2007）IL-27 suppresses Th2 cell 
development and Th2 cytokines production from 
polarized Th2 cells: a novel therapeutic way for Th2-
mediated allergic inf lammation. J. Immunol., 179, 
4415-4423.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
〈野口光一〉
野口光一（2007）TRP channel family and cutaneous 

sensation.（指定講演）第17回国際痒みシンポジウム, 9.15, 
大阪.

野口光一（2007）分子と痛み（1）：シグナルと痛み－MAPK
を中心として.（特別講演）第2回痛み研究者の集い, 10.6-7, 
京都.

野口光一（2007）疼痛伝達の分子メカニズムの解明.（指定
講演）次世代の神経科学研究, 第313回大阪大学神経科
学懇話会, 12.22, 大阪.

〈玉置知子・森永伴法〉
玉置（橋本）知子（2007）遺伝カウンセリング.（特別講演）第

91回大阪産婦人科医会生涯研修セミナー, 2.17, 大阪. 
玉置知子（2007）臨床遺伝学からみた家族性腫瘍.（特別講

演）第7回大阪遺伝性大腸癌研究会, 11.16, 大阪. 

〈中西憲司〉
中西憲司（2007）IL-18を標的とした炎症の制御.（特別講

演）第8回日本分子脳神経外科学会, 8.31-9.1, 兵庫.
中西憲司（2007）Induction of Th2/IgE-independent 

allergic inflammation by IL-18.（招待講演）第20回内藤
コンファレンス「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 
神奈川.（抄録集, 53,2007.）

中西憲司（2007）アトピー性皮膚炎と気管支喘息において
super Th1が果たす役割.（特別講演）第57回日本アレル
ギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 
910, 2007.）

［シンポジウム等］
〈野口光一〉
Noguchi, K.（2007）Roles of extracel lu lar s igna l-

regulated protein kinase（ERK）5 in spinal microglia 
and primary sensory neurons for neuropathic pain.
（Workshop）Second Internat ional Congress on 
Neuropathic Pain, 6.7-10, Berlin, Germany.

Noguchi, K.（2007）Roles of ERK5 in spinal microglia 
and primary sensory neurons for neuropathic 
pain.（Symposium）7th IBRO World Congress of 
Neuroscience, 7.12-17, Melbourne, Australia.

野口光一（2007）侵害刺激センサーTRPA1とその調節機
構.（シンポジウム）特定領域研究「細胞感覚」夏のシンポ
ジウム2007, 8.11, 東京.

野口光一（2007）神経因性疼痛における細胞間接着因子
L1-CAMの役割.（班会議）特定領域研究「神経回路機
能」夏の班会議, 8.23, 札幌.

野口光一（2007）ニューロパチックペインモデルのDRG及び
脊髄における分子変化.（シンポジウム）第30回日本神経
科学大会, 9.10-12, 横浜.

〈玉置知子・森永伴法〉
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Tsukamoto, K., 

Oshima, T., Ikeuchi, H., Noda, M., Fujiwara, Y., Gondo, 
N., Tamura, K., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, 
T. and Yamamura, T.（2007）Establ ishment of a 
successful chemotherapeutic regimen（doxorubicin 
puls dacarbazine）for the treatment of desmoid tumor 
in association with Familial Adenomatous Polyposis 

（FAP）.（Symposium）The 2nd Biennia l Scientif ic 
Meeting of Iernational Society for Gastrointestinal 
Hereditary Tumours, 3.27-30, Yokohama.（Program, 
18, 2007.）

Yoshikawa, R., Yanag i, H. , Gega, M., Yagyu, K. , 
Tsukamoto, K., Oshima, T., Kuno, T., Tanaka, K., Murase, 
K., Noda, M., Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Gondo, 
N., Tamura, K., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tomita, 
N.（2007）Successful chemotherapeutic strategy 
for unresectable intra-abdominal desmoid tumours 
in association with familial adenomatous polyposis
（FAP）.（Free Paper Session）The 15th United 
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European Gastroenterology Week（UEGW2007）, 
10.27-31, Par is, France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A46, 
2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 野田雅史, 大嶋　勉, 藤原
由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇都宮譲二, 玉置知子, 山村
武平（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）随伴デスモ
イド腫瘍に対する化学療法レジメの確立.（パネルディス
カッション）第5回日本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 
札幌.

〈中西憲司・善本知広〉
中西憲司（2007）寄生虫感染と宿主応答.（シンポジウム）特

定領域研究「感染現象のマトリックス」第一回シンポジウ
ム, 1.7-8, 東京.

中西憲司（2007）アレルギーの発症と感染－自然免疫から
－.（シンポジウム）第19回日本アレルギー学会春季臨床大
会, 6.10-12, 横浜.（アレルギー, 56, 257, 2007.）

善本知広（2007）IL-18を標的としたTh1型アレルギー性炎
症の治療.（シンポジウム）第72回日本インターフェロン・サ
イトカイン学会学術集会, 7.5-6,京都.（抄録集, 40, 2007.）

中平雅清, 田中貴志, Robson, B.E., Mizgerd, J.P., 中西憲
司, Grusby, M.J.（2007）チロシン脱リン酸化酵素PTP-BL
によるSTATシグナル伝達経路の制御.（シンポジウム）
第72回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会, 
7.5-6, 京都.（抄録集, 29, 2007.）

今村美智子, 安田好文, 審良静男, 筒井ひろ子, 藤元治朗, 中
西憲司（2007）Lipopolysaccharide（LPS）刺激による
Toll-like receptor（TLR）を介したIL-18/1βの分泌.（シ
ンポジウム）第72回日本インターフェロン・サイトカイン学
会学術集会, 7.5-6, 京都.（抄録集, 77, 2007.）

中西憲司（2007）IL-18中和による感染増悪型アレルギー性
炎症の制御.（シンポジウム）第28回日本炎症・再生医学会, 
8.2-3, 東京.（炎症・再生, 27, 296, 2007.）

Nakanishi, K.（2007）Regu lat ion of host defense 
against helminthes and protozoa by IL-18 and IL-27.

（Symposium）The 7th Awaji International Forum on 
Infection and Immunity, 9.1-5, Hyogo.

中西憲司（2007）IL-18中和による感染増悪型気管支喘息
の制御.（シンポジウム）第35回日本臨床免疫学会総会, 
10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 264, 2007.）

善本知広 , 善本隆之, 安田好文 , 水口純一郎, 中西憲司
（2007）IL-27 suppresses Th2 cell development as well 
as Th2 cytokines production from polarized Th2 cells; 
a novel therapeutic way for Th2-mediated allergic 
inf lammation.（ワークショップ）第35回日本臨床免疫学
会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 286, 
2007.）

今井康友, 安田好文, 林　伸樹, 松本真琴, 善本知広, 水谷
仁, 中西憲司（2007）ナイーブマウスに移入された 抗原と
AlumでパルスされたDCは Th2細胞をCaspase-1非依存
性に誘導する.（ワークショップ）第35回日本臨床免疫学
会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 280, 

2007.）
松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西

憲司（2007）アレルギー性結膜炎に対するIL-33の病因的
役割の基礎的解析.（ワークショップ）第35回日本臨床免
疫学会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 
287, 2007.）

小坂　久, 善本知広, 藤元治朗, 中西憲司（2007）NKT細
胞由来のIFN-γを中心とした術後癒着形成に関わる免疫
学的要因の解析.（ワークショップ）第35回日本臨床免疫
学会総会, 10.19-20, 大阪.（日本臨床免疫学会会誌, 30, 
284, 2007.）

善本知広, 中西憲司（2007）IL-18を標的としたTh1型アレル
ギー性炎症の治療的戦略.（シンポジウム）第57回日本アレ
ルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 
967, 2007.）

林　伸樹, 黒田麻衣, 田中英久, 中西憲司（2007）Th1型気
管支喘息の病態と発症メカニズムの解析.（ミニシンポジウ
ム）第57回日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横
浜.（アレルギー, 56, 1067, 2007.）

Yoshimoto, T., Yoshimoto, T., Yasuda, K., Mizoguchi, J. 
and Nakanishi, K.（2007）IL-27 suppresses Th2 cell 
development as well as Th2 cytokines production 
from polarized Th2 cells; a novel therapeutic way for 
Th2-mediated allergic inflammation.（ワークショップ）
第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日
本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 33, 2007.）

Nakahira, M., Tanaka, T., Robson, B.E., Mizgerd, J.P., 
Nakanishi, K. and Grusby, M.J.（2007）Regulation of 
STAT signaling by the tyrosine phosphatase PTP-BL.

（ワークショップ）第37回日本免疫学会総会・学術集会, 
11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 
28, 2007.）

安田好文 , 佐々木由紀 , 松本真琴, 善本知広 , 中西憲司
（ 2 0 0 7 ）I L - 3 3 は 正常 マウスに 杯 細 胞を誘 導し , 
Nippostrongylus brasiliensis排虫作用を誘導できる.（ワー
クショップ）第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-
22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 278, 
2007.）

［一般講演］
〈野口光一〉
Dai, Y., Wang, S., Fukuoka, T., Tominaga, M. and 

Noguchi, K.（2007）Sensit izat ion of TRPA1 by 
PAR-2 through PLC/PIP2-dependent mechanisms 
contributes to inf lammatory pain. 37th Annual 
Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San Diego, 
U.S.A.（Abstract CD-ROM, 400, 17/PP2）

Obata, K., Katsura, H., Miyoshi, K. and Noguchi, 
K.（2007）Activation of Toll-like receptor 3 in spinal 
microglia is required for tactile allodynia after nerve 
injury. 37th Annual Meeting Society for Neuroscience, 
11.3-7, San Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 721, 19/
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JJ17）
Yamanaka, H., Okubo, M. and Noguchi, K.（2007）

Alterat ion of the cel l adhesion molecule CHL1 
expression in a specific subset of primary afferent 
neurons and dorsal horn following nerve injury. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 185, 18/QQ16）

Kobayashi, K., Fukuoka, T., Yamanaka, H. and Noguchi, 
K.（2007）P2Y12 receptor expressed in spina l 
microglia contributes to neuropathic pain. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 186, 6/RR19）

Miyoshi, K., Nar ita, M., Nar ita, M., Takatsu, M., 
Kasakura, A., Obata, K., Noguchi, K. and Suzuki, 
T.（2007）Changes in functions of glutamate receptor 
and its modulators in the spinal cord obtained from 
ethanol-dependent rats with painful neuropathy. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 186, 6/RR6）

Wang, S., Tominaga, M., Dai, Y. and Noguchi, K.（2007）
Potentiation of TRPA1 activity by bradykinin through 
both PLC- and PKA- dependent mechanisms. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 400, 18/PP3）

Katsura, H., Obata, K., Sakagami, M. and Noguchi, 
K.（2007）TAK1 upregulation in spinal astrocytes 
contributes to tactile allodynia after nerve injury. 37th 
Annual Meeting Society for Neuroscience, 11.3-7, San 
Diego, U.S.A.（Abstract CD-ROM, 182, 2/NN18）

小畑浩一, 野口光一（2007）ERK５の活性化と神経因性疼
痛. 第112回日本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 
大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 226, 2007.）

山中博樹, 野口光一（2007）末梢神経損傷後の接着因子
L1-CAMの発現変化と神経因性疼痛への関与. 第112回日
本解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学
雑誌, 82（Suppl.）, 229, 2007.）

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2007）ラット
後根神経節・脊髄におけるAdenosine受容体mRNAの発
現と坐骨神経切断後の変化. 第112回日本解剖学会総会・
全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 
229, 2007.）

水島敏行, 小畑浩一, 真下　節, 野口光一（2007）DRG
ニューロンにおけるERK5の活性化と急性痛. 112回日本
解剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑
誌, 82（Suppl.）, 226, 2007.）

桂　弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2007）ラット炎
症モデルにおけるERK5の活性化と痛み. 第112回日本解
剖学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 
82（Suppl.）, 228, 2007.）

櫻井　淳, 小畑浩一, 三輪洋人, 野口光一（2007）ラット胃
の伸展刺激によるERK1/2の活性化. 第112回日本解剖

学会総会・全国学術集会, 3.27-29, 大阪.（解剖学雑誌, 82
（Suppl.）, 216, 2007.）

戴　　毅, 王　勝蘭, 野口光一（2007）桂皮の薬理作用にお
けるTRPA1受容体の関与. 第58回日本東洋医学会学術総
会, 6.15-17, 広島.

小倉宏之, 橘　俊哉, 野口光一（2007）脊髄と後根神経節に
おけるカルシウムポンプの発現とその役割. 第5回整形外
科痛みを語る会, 6.30-7.1, 東京.

小畑浩一, 野口光一（2007）脊髄マイクログリアにおける
TLR3の活性化とアロディニア. 第29回日本疼痛学会, 7.7, 
横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 62, 2007.）

戴　　毅, 王　勝蘭, 福岡哲男, 富永真琴, 野口光一（2007）
Protease-activated receptor2によるTRPA1活性の増強. 
第29回日本疼痛学会, 7.7, 横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 
73, 2007.）

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2007）神経
因性疼痛における脊髄マイクログリアに発現するP2Y12
受容体の関与. 第29回日本疼痛学会, 7.7, 横浜.（PAIN 
RESEARCH, 22, 91, 2007.）

王　勝蘭, 戴　　毅, 福岡哲男, 富永真琴, 野口光一（2007）
BradykininによるTRPA1活性の増強. 第29回日本疼痛学
会, 7.7, 横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 74, 2007.）

桂　弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2007）脊髄アス
トロサイトにおけるTAK1の発現上昇とアロディニア. 第29
回日本疼痛学会, 7.7, 横浜.（PAIN RESEARCH, 22, 93, 
2007.）

戴　　毅, 王　勝蘭, 富永真琴, 野口光一（2007）Protease-
activated receptor2によるTRPA1活性の増強. 第30回日
本神経科学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日
本神経回路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 
横浜.

王　勝蘭 ,  戴　　毅 ,  富永真 琴,  野口光 一（2 0 0 7）
BradykininによるTRPA1活性の増強. 第30回日本神経科
学大会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回
路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

小林希実子, 福岡哲男, 山中博樹, 野口光一（2007）神経因
性疼痛における脊髄マイクログリアに発現するP2Y12受
容体の関与. 第30回日本神経科学大会・第50回日本神
経化学会大会・第17回日本神経回路学会大会合同学会 

（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.
小畑浩一, 野口光一（2007）脊髄マイクログリアにおける

TLR3の活性化と神経因性疼痛. 第30回日本神経科学大
会・第50回日本神経化学会大会・第17回日本神経回路学
会大会合同学会（Neuro 2007）,  9.10-12, 横浜.

桂　弘和, 小畑浩一, 阪上雅史, 野口光一（2007）脊髄アス
トロサイトにおけるTAK1の発現上昇とアロディニア. 第30
回日本神経科学大会・第50回日本神経化学会大会・第17
回日本神経回路学会大会合同学会（Neuro 2007）, 9.10-
12, 横浜.

山中博樹, 大久保正道, 野口光一（2007）末梢神経損傷後
の後根神経節および脊髄後角における細胞間接着因子
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CHL1の発現変化. 第30回日本神経科学大会・第50回日
本神経化学会大会・第17回日本神経回路学会大会合同学
会（Neuro 2007）, 9.10-12, 横浜.

〈玉置知子・森永伴法〉
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Yanagi, H., 

Matsumoto, T., Kojima, S., Yamamura, T., Tamaoki, 
T. and Tsujimura, T.（2007）Prognostic significance 
of persistent CXC chemokine receptor（CXCR4）
expression after preoperative chemoradiotherapy 
esophageal cancer patients. Gastrointestinal Cancers 
Symposium, 1.19-21, Orland, Florida, U.S.A.（Program 
& Proceedings, 100, 2007.）

Koishi, K., Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Yanagi, H., 
Hashimoto-Tamaoki, T., Tsujimura, T. and Yamamura, 
T.（2007）Cycloxygenase-2（COX-2）expression after 
preoperative chemoradiotherapy correlates with 
tumor angiogenesis and recurrence in esophageal 
cancer patients. Gastrointestinal Cancers Symposium, 
1 .19 -21, Or l a nd , F lor ida , U.S .A .（Prog ram & 
Proceedings, 101, 2007.）

Yoshikawa, R., Nakano, Y., Hashimoto-Tamaoki, T., Noda, 
M. and Yanagi, H.（2007）Clinical validation of cell-
cycle oriented dose-dense chemotherapy. 2007 AACR 
Annual Meeting, 4. 14-18, Los Angeles, U.S.A. 

Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matumoto, T., 
Tomita, N., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tujimura, 
T.（2007）Expression of CXC chemokine receptor 4

（C X C R4）a n d  C O X- 2  a f t e r  p r e o p e r a t i v e 
chemotherapy predicts poor prognosis in oesophageal 
ca ncer pat ient s . The 15th Un ited European 
Gastroenterology Week（UEGW2007）, 10.27-31, Paris, 
Fracne.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A222, 2007.）

霞　弘之, 伊藤善啓, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 玉置知子（2007）22番の染色体逆位にて
5回妊娠し3回流産したと思われる1症例. 第18回武庫川産
婦人科セミナー, 1.27, 西宮. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史 , 堀内　功 , 田中宏幸, 小森慎二 , 原
田直樹, 香山浩二（2007）インターフェーズF I S H法

（13,18,21,X,Y）にて正常と判定されたが染色体検査にて
del（4）（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回
関西出生前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 

三村博子, 管原由恵, 齊藤優子, 玉置知子（2007）日常診療
における核型記載とISCN2005. 第28回臨床細胞分子遺
伝研究会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置
知子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第
28回臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 齊藤優子, 
管原由恵, 三村博子, 保井裕子（2007）匿名化システムの

遺伝カウンセリング教育への利用. 第31回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセ
リング学会誌, 28, 29, 2007.）

高橋千晶, 玉置（橋本）知子, 齊藤優子, 笠間周平, 芳川浩男, 
皆川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）遺伝子診断におけ
るインフォームドコンセントとインフォームアセント. 第31回
日本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日
本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 45, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知
子, 原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 
香山浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症
例への遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学
会誌, 28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13,18,21,X,Y）にて正常と判断さ
れたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例の遺
伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会学術
集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 
55, 2007.）

霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 齊藤優子, 管原
由恵, 三村博子, 澤井英明, 小森慎二, 玉置知子, 香山浩二

（2007）クラインフェルター症候群夫妻の遺伝カウンセリン
グ. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 玉置知子（2007）
母親のX染色体腕間逆位に由来するターナー症候群の遺
伝カウンセリング. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 
西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 齊藤優子, 霞　弘之, 澤井英
明, 平松治彦, 管原由恵, 三村博子（2007）匿名化システ
ムと研究支援, 教育資料の管理について. 日本人類遺伝学
会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プ
ログラム・抄録集, 52, 103, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 堀内　功, 小森慎二, 玉置
知子, 原田直樹, 澤井英明, 齊藤優子, 田中宏幸, 香山浩二

（2007）逆位により不育症となった2症例の遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

森永伴法 , 家本敦子, 吉川麗月, 玉置（橋本）知子（2007）
オーロラA mRNAの5’－非翻訳領域による遺伝子発現制
御. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人
類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 154, 2007.）

玉置（橋本）知子, 山本義弘, 中野芳朗, 森永伴法, 振津かつ
み, 古山順一（2007）医科大学における人類遺伝学教育カ
リキュラムと実習の位置づけ. 日本人類遺伝学会第52回大
会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄
録集, 52, 130, 2007.）

高橋千晶, 玉置知子, 中野芳朗, 千代豪昭（2007）基底細胞
母斑症候群の1家系に対する長期にわたる遺伝カウンセリ
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ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

笹原祐介, 金澤　希, 吉川良恵, 玉置（橋本）知子, 中野芳
朗, 家本敦子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 村上能庸, 井上千津
子（2007）表皮角化細胞に代わる試料としての毛包由来
角化細胞の可能性. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-
15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 
175, 2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 権藤延久, 玉置（橋本）知子
（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）におけるAPC遺
伝子変異解析とデスモイド腫瘍の発症前診断および化学
療法感受性. 第7回臨床遺伝研究会, 9.13, 東京.（プログラ
ム・抄録集, 1, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵, 玉置（橋本）知子, 三村博子, 霞　弘之, 
高橋千晶, 振津かつみ, 森崎裕子, 圷　宏一（2007）父親
にMarfan症候群を認めるソトス症候群の1例. 第7回臨床
遺伝研究会, 9.13, 東京. 

吉川麗月, 藤原由規, 小石健二, 松本友寛, 冨田尚裕, 辻村
亨, 玉置知子（2007）CXCR4 expression predicts poor 
prognosis in esophageal cancer. 第45回日本癌治療学会
総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 69, 2007.）

藤原由規, 吉川麗月, 小石健二, 松本友宏, 辻村　亨, 玉置
知子, 冨田尚裕（2007）進行食道癌術前化学放射線療法
後, COX-2発現と術後再発との関連性についての検討. 第
45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学
会誌, 42, 426, 2007.）

中野芳朗 , 岸本三佳, 開　章宏, 大和田幸嗣, 玉置知子
（2007）子宮頸癌由来細胞株における中心体複製異常の
誘導. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学
会大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

金澤　希, 高橋千晶, 齊藤優子, 谷澤隆邦, 玉置知子, 松本
譽之, 中野芳朗（2007）基底細胞母斑症候群の遺伝子解
析. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会
大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

吉川良恵, 笹原祐介, 金澤　希, 大門尚志, 喜多野征夫, 井
上千津子, 玉置（橋本）知子（2007）ヒト毛髪より培養した
毛包ケラチノサイトの刺激に対する反応特性. 第37回日本
皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会, 12.14-
16, 名古屋.（Journal of Environmental Dermatology 
and Cutaneous Allergology, Ⅰ（Suppl.Ⅰ）, 130, 2007.）

〈中西憲司・善本知広〉
Yoshimoto, T.（2007）Lipopolysaccharide induction of IgE 

by innate type 2 basophils. 2007 Keystone Symposia 
Conference, 1.20-24, Colorad, U.S.A.

筒井ひろ子, 今村美智子, 中西憲司（2007）Requirement of 
TRAM for caspase-1-dependent IL-18secretion after 
stimulation with LPS. 第80回日本細菌学総会, 3.26-28, 
大阪.（日本細菌学雑誌, 62, 164, 2007.）

Yoshimoto, T.（2007）IL-27 inhibits Th2 responses 
i n v it ro a nd i n v ivo by suppress i ng GATA-
3; demonstrat ion of its protect ive role against 

Leishmaniasis. 第76回日本寄生虫学会大会, 3.29-30, 大
阪. 

中西憲司（2007）寄生虫感染と宿主応答. 特定領域研究
「感染現象のマトリックス」第3回全体班会議, 5.12, 東京.

小坂　久, 善本知広, 中西憲司, 藤元治朗（2007）新しいマ
ウス腹腔内癒着モデルの確立と癒着形成に関わる免疫
学的要因の解析. 第107回日本外科学会定期学術集会, 
4.11-13, 大阪.（日本外科学会雑誌, 108（臨時増刊2）, 708, 
2007.）

Kosaka, H., Yoshimoto, T., Nakanishi, K. and Fujimoto, 
J.（2007）Establishment of experimental surgical 
adhesion model and analysis of immunologica l 
mechanism underlying organ adhesion. 42nd Congress 
of the European Society for Surgical Research
（ESSR）, 5.23-26, Rotterdam, The Netherlands.
（European Surgical Research, 39（Suppl.1）, 79, 
2007.）

今村美智子, 安田好文 , 筒井ひろ子, 中西憲司, 藤元治朗
（2007）lipopolysaccharide刺激によるToll-like receptor
を介したIL-18の産生. 第43回日本肝臓学会総会, 5.31-6.1, 
東京.（肝臓, 48（Suppl.1）, A134, 2007.）

小坂　久, 善本知広, 藤元治朗, 中西憲司（2007）マウス腹
腔癒着モデルの確立とIFN-γを中心とした癒着形成に
関わる免疫学的要因の解析. 第72回日本インターフェロ
ン・サイトカイン学会学術集会, 7.5-6, 京都.（抄録集, 62, 
2007.）

Tsutsui, H., Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S. and 
Nakanishi, K.（2007）Contr ibut ion of TR IF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 第20回内藤コンファレンス
「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録
集, 86, 2007.）

Imai, Y., Yasuda, K., Hayashi, N., Matsumoto, M., 
Yoshimoto, T., Mizutani, H. and Nakanishi, K.（2007）
DC cultured with Alum and OVA principally induce 
Th2 cells in vivo. 第20回内藤コンファレンス「自然免
疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録集, 118, 
2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S., Fujimoto, J., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Requierment of TRIF for 
caspase-1-dependent secretion of IL-18/IL-1βupon 
TLR3 engagement in mice. 第20回内藤コンファレンス 

「自然免疫の医学・生物学［Ⅲ］」, 10.9-12, 神奈川.（抄録
集, 121, 2007.）

安田好文 , 佐々木由紀 , 松本真琴, 善本知広 , 中西憲司
（2007）IL-33のマウス生体内投与はNb排虫作用を有する
杯細胞を誘導する. 第63回日本寄生虫学会西日本支部大
会, 10.6-7, 高知.

今村美智子, 藤元治朗, 安田好文, 中西憲司, 審良静男, 筒
井ひろ子（2007）Lipopolysaccharide（LPS）刺激による
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Toll-like receptor（TLR）を介したIL-18/1βの分泌. 第13
回日本エンドトキシン研究会, 10.19-20, 鹿児島.（講演抄
録集, 23, 2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西
憲司（2007）アレルギー性結膜炎に対するIL-33の病因的
役割の基礎的解析. 第57回日本アレルギー学会秋季学術
大会, 11.1-3, 横浜.（アレルギー, 56, 1125, 2007.）

今井康友, 安田好文, 林　伸樹, 松本真琴, 善本知広, 水谷
仁, 中西憲司（2007）マウスに移入された抗原とAlumで
パルスされたDCはTh2細胞をCaspase-1非依存性に誘導
する. 第57回日本アレルギー学会秋季学術大会, 11.1-3, 横
浜.（アレルギー, 56, 1170, 2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Fujimoto, J., Akira, S., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Contribution of TRIF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 58th Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases

（AASLD）, 11.2-6, Boston, U.S.A.（Hepatology, 46
（Suppl.1）, 692A, 2007.）

松葉沙織, 善本知広, 安田好文, 池田誠宏, 三村　治, 中西
憲司（2007）花粉で惹起される実験的アレルギー性結膜
炎はIL-33で増悪する. 第37回日本免疫学会総会・学術集
会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 
37, 98, 2007.）

Imamura, M., Yasuda, K., Akira, S., Fujimoto, J., Tsutsui, 
H. and Nakanishi, K.（2007）Contribution of TRIF to 
secretion of mature IL-1β and IL-18 via the TLR-
mediated caspase-1 activation during extracellular 
bacterial infection in mice. 第37回日本免疫学会総会・
学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会
記録, 37, 226, 2007.）

山田　潤, 羽室敦爾, 中西憲司, 安田好文, 樗木俊聡, 木下
茂（2007）IL-12/IL-18非依存性の全層角膜移植拒絶反
応の検討. 第37回日本免疫学会総会・学術集会, 11.20-
22, 東京.（日本免疫学会総会・学術集会記録, 37, 116, 
2007.）

Imai, Y., Yasuda, K., Hayashi, N., Matsumoto, M., 
Yoshimoto, T., Mizutani, H. and Nakanishi, K.（2007）
Transferred Ant igen（Ag）/Alum-DCs induce 
Ag-specific Th2 cells in a naive mouse without help 
from caspase-1-activated cytokines.第37回日本免疫学
会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総会・
学術集会記録, 37, 131, 2007.）

Kosaka, H., Yoshimoto, T., Fujimoto, J. and Nakanishi, 
K.（2007）NKT cell-driven IFN-γ plays an important 
role in postoperative adhesion formation. 第37回日本免
疫学会総会・学術集会, 11.20-22, 東京.（日本免疫学会総
会・学術集会記録, 37, 157, 2007.）

善本知広, 中西憲司（2007）術後腸管癒着形成の発症機序
の解明とその制御法の確立.「免疫難病・感染症等の先進

医療技術」第4回公開シンポジウム, 12.14, 東京.
安田好文, 善本知広, 今村美智子, 筒井ひろ子, 杉村和久, 中

西憲司（2007）IL-18を標的としたアレルギー性炎症の制
御.「免疫難病・感染症等の先進医療技術」第４回公開シ
ンポジウム, 12.14, 東京.

■ その他 ■
〈野口光一〉
戴　　毅 , 野口光一（2007）センサー役たんぱく質痛み増

幅, がん・リウマチ, 兵庫医大解明. 讀賣新聞夕刊, 6.20.
〈玉置知子・森永伴法〉
玉置知子（2007）インフォームド・コンセントと遺伝カウンセ

リング. 染色体遺伝子検査の分かりやすい説明ガイドライ
ン：独立行政法人福祉医療機構長寿社会福祉基金（一般
分）平成18年度助成金事業介護予防のためのソーシャル
ワーク従事者等への予防や判断情報伝達・知識の向上事
業, （日本染色体遺伝子検査学会　編）, 日本染色体遺伝
子検査学会, 東京, 123-134.

発生・生殖部門
Laboratory of Developmental Biology and 

Reproduction

専任教員
〈赤谷（長谷川）昭子・霞　弘之〉
■ 著書 ■
長谷川昭子, 香山浩二（2007）受精. 図説よくわかる臨床不

妊症学,（柴原浩章・森本義晴・京野廣一　編著）, 中外出
版, 東京, 2-12. 

■ 学術論文 ■
［総説］
Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）In vitro growth and 

maturation of mouse oocyte-granulosa cell complex 
from cryopreserved ovaries and achievement of pup 
birth. Reprod. Med. Biol., 6, 77-83.

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Ovarian tissue banking. Journal of 
Mammalian Ova Resarch, 24, 8-13. 

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）Contribution of 
zona proteins to oocyte growth. Soc. Reprod. Fertil. 
Suppl., 63, 229-235. 

Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Role of male 
reproductive tract CD52（mrt-CD52）in reproduction. 
Soc. Reprod. Fertil. Suppl., 63, 103-110. 

［原著］
Hasegawa, A., Kanazawa, N. and Koyama, K.（2007）

Contribution of zona pellucida proteins to ovarian 
folliculogenesis. Rproductive Immunology and Biology, 
22, 1-7. 

Ito, K., Hasegawa, A., Komori, S. and Koyama, K.（2007）
Biochemical property and immunogenicity of mouse 
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male reproductive tract CD52（mrt-CD52）. J. Reprod. 
Immunol., 75, 32-39.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Biological 

a nd immuno log ica l s ig n i f i c a nce o f CD52 i n 
Reproduction.（Invited）X International Congress of 
Reproductive Immunology, 6.10-14, Opatija, Croatia. 

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Possible role of zona pellucid 
proteins in ovarian follicle development.（Invited）X 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia.

霞　弘之（2007）遺伝カウンセリングについて.（特別講演）
第5回兵庫医科大学産婦人科勉強会, 6.21, 西宮.

［シンポジウム等］
長谷川昭子, 香山浩二（2007）Preantral follicle の体外発

育と成熟－動物実験を中心に－.（シンポジウム）日本生殖
医療エンジニアリング研究会第2回学術集会, 2.25, 東京. 

長谷川昭子, 香山浩二（2007）卵巣組織の凍結保存と生殖
補助医療への応用.（シンポジウム）第7回RMB（生殖医
学・生物学）研究会シンポジウム, 1.13, 東京. 

［一般講演］
長谷川昭子, 霞　弘之 , 持田菜穂子, 小森慎二, 香山浩二
（2007）マウス凍結保存卵巣由来未発育卵母細胞の培養
による発育誘導と産仔への発生について. 第132回日本生
殖医学会関西支部集談会・第34回関西アンドロロジーカ
ンファレンス, 3.3, 大阪. 

中西健太郎, 堀内　功, 小森慎二, 香山浩二, 霞　弘之, 澤
井英明, 玉置知子（2007）胎児羊水染色体検査にて父親
の染色体の構造異常が判明した不育症の1症例. 第132回
日本生殖医学会関西支部集談会・第34回関西アンドロロ
ジーカンファレンス, 3.3, 大阪. 

武信尚史, 小森慎二, 香山浩二, 長谷川昭子, 小林眞一郎
（2007）雌性生殖組織におけるCD52の存在とその機能. 
第132回日本生殖医学会関西支部集談会・第34回関西ア
ンドロロジーカンファレンス, 3.3, 大阪. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 原田直
樹, 香山浩二（2007）インターフェーズFISH法（13, 18, 21, 
X, Y）にて正常と判断されたが染色体検査にてdel（4） 

（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回関西出
生前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置
知子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第
28回臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

霞　弘之 , 長谷川昭子, 小森慎二, 小林眞一郎, 香山浩二
（2007）抗透明帯自己抗体が卵巣障害となりうるか？. 第
59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京
都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 354, 2007.）

武信尚史 , 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二 , 香山浩二
（2007）顆粒膜細胞におけるCD52の発現. 第59回日本産
科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科
婦人科学会雑誌, 59, 434, 2007.）

長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二 , 繁田　実, 香山浩二
（2007）精漿中CD52の性状分析. 第59回日本産科婦人科
学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学
会雑誌, 59, 445, 2007.）

Calongos, G., 長谷川昭子, 小森慎二 , 香山浩二（2007）
マウスin vitro卵胞発育におけるurinary pure FSHと
recombinant FSHの比較. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 464, 2007.）

堀内　功 ,  福岡　実 ,  霞　弘之 ,  小森慎二 ,  香山浩二
（2007）凍結胚移植における自然周期とホルモン補充周
期の臨床成績の比較. 第59回日本産科婦人科学会総会・
学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 
473, 2007.）

中西健太郎, 霞　弘之, 堀内　功, 澤井英明, 小森慎二, 香
山浩二（2007）羊水検査時に判明した胎児の16番染色体
逆位の遺伝カウンセリング. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 525, 2007.）

Hasegawa, A., Calongos, G., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Clinical detection and in-vitro 
animal experiments of anti-zona pellucida antibodies. 
27th Annua l Meet ing of American Society for 
Reproductive Immunology, 5.14-16, Toronto, Canada.

（Am. J. Reprod. Immunol., 57, 324, 2007.）
Takenobu, T., Hasegawa, A., Kasumi, H., Komori, S. and 

Koyama, K.（2007）Presence and function of CD52 in 
female reproductive tissues. 27th Annual Meeting of 
American Society for Reproductive Immunology, 5.14-
16, Toronto, Canada.（Am. J. Reprod. Immunol., 57, 
352, 2007.）

西山深雪, 澤井英明, 浦尾充子, 宮本幸一, 霞　弘之, 小森
慎二, 沼部博直, 小野晶子, 友田茉莉, 松田尚子, 村上裕
美, 村島京子, 富和清隆, 中山健夫, 香山浩二, 小杉眞司

（2007）羊水検査を考慮しているクライアントに適した遺
伝カウンセリング実現への取り組み－妊婦の意思決定を支
援するための問診票の開発と説明文書の作成－. 第31回日
本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本
遺伝カウンセリング学会誌, 28, 47, 2007.）

持田菜穂子, 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二, 香山浩二
（2007）マウス初期発育卵胞の2段階I VG（I n v i t ro 
growth）による発育と成熟および卵子受精能. 第48回日
本哺乳動物卵子学会, 5.26-27, 甲府. 

長谷川昭子, 持田菜穂子, 霞　弘之 , 小森慎二, 香山浩二
（2007）透明帯タンパクの卵胞および卵母細胞発育費にお
ける役割. 第48回日本哺乳動物卵子学会, 5.26-27, 甲府. 

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知
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子, 原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 
香山浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症
例への遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学
会誌, 28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13, 18, 21, X, Y）にて正常と判
定されたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 55, 2007.）

Horiuchi, I., Hasegawa, A., Kasumi, H., Mochida, N., 
Komori, S. and Koyama, K.（2007）Live birth from 
parenteral follicle oocytes in cryopreserved mouse 
ovaries after IVG, IVM and IVF. X International 
Congress of Reproductive Immunology, 6.10-14, 
Opatija, Croatia. 

Calongos, G., Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）Anti 
zona pellucida antibodies impair mouse folliculongesis 
a nd o o cy t e me iot i c mat u rat i on i n v i t ro . X 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia. 

小森慎二, 霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井
英明, 香山浩二（2007）ロバートソン転座の一家系. 第116
回近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 大津.（産
婦人科の進歩, 59, 219, 2007.）

堀内　功, 内田暁子, 福岡　実, 衣田隆俊, 木下明美, 伊藤
宏一, 霞　弘之, 繁田　実, 小林眞一郎, 長谷川昭子, 小森
慎二, 香山浩二（2007）抗透明帯抗体とPOF症例の関係
の臨床的検討. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術集
会, 6.15-16, 大津.（産婦人科の進歩, 59, 230, 2007.）

福岡　実, 加藤雅史, 衣田隆俊, 内田暁子, 原田佳世子, 金
澤理一郎 , 霞　弘之 , 鍔本浩志 , 小森慎二 , 香山浩二

（2007）PET検査にて判明した子宮筋腫層内侵入奇胎の1
例. 第81回兵庫県産科婦人科学会総会ならびに学術集会, 
7.1, 神戸. 

堀内　功, 福岡　実 , 中村有里 , 霞　弘之 , 繁田　実, 小
林眞一郎, 持田菜穂子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二

（2007）当科における抗透明帯抗体検査の臨床的検討. 
第25回日本受精着床学会総会・学術講演会, 8.30-31, 仙
台. 

持田菜穂子, 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二, 香山浩二
（2007）マウス初期発育卵胞の2段階IVF（In Vit ro 
Growth）による発育と成熟. 第25回日本受精着床学会総
会・学術講演会, 8.30-31, 仙台. 

Calongos, G., Hasegawa, A. Komori, S. and Koyama, 
K.（2007）Comparison of urinary and recombinant 
FSH in-vitro growth, maturation and fertilization of 
mouse preantral follicles. The International Ovarian 
Conference 2007, 11.2-3, Hakone.

Hasegawa, A., Mochida, N., Komori, S. and Koyama, 
K.（2007）Early follicle development using a two-
step culture system. The International Ovarian 
Conference 2007, 11.2-3, Hakone.

澤井英明, 霞　弘之, 堀内　功, 小森慎二, 香山浩二（2007）
着床前診断を検討している不育症カップルへの第三者的
立場からの遺伝カウンセリング. 第52回日本生殖医学会総
会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生殖医学会雑誌, 
52, 247, 2007.）

長谷川昭子, 武信尚史, 小林眞一郎, 小森慎二, 香山浩二
（2007）卵丘細胞におけるCD52の存在と意義. 第52回日
本生殖医学会総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生
殖医学会雑誌, 52, 288, 2007.）

霞　弘之, 堀内　功, 澤井英明, 武信尚史, 小森慎二, 香山
浩二（2007）親の染色体の構造異常に起因する不育症2
症例に対する遺伝カウンセリング. 第52回日本生殖医学会
総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生殖医学会雑誌, 
52, 300, 2007.）

Komori, S., Kasumi, H., Uchida, K., Nakamura, Y., 
Tanaka, H. and Koyama, K.（2007）Analysis of the 
androgen effect for the expression of translationally 
controlled tumor Protein（TCTP）in mouse sertoli 
cells. American Society of Reproductive Medicine 63rd 
Annual Meeting（ASRM 2007）, 10.13-17, Washington 
D.C., U.S.A.（2007 ASRM FINAL PROGRAM, 115, 
2007.）

Nakamura, Y., Komori, S., Kasumi, H., Tanaka, H. and 
Koyama, K.（2007）Analysis of androgenic effect 
during spermatogenesis in testis. American Society of 
Reproductive Medicine 63rd Annual Meeting（ASRM 
2007）, 10.13-17, Washington D.C., U.S.A.（2007 ASRM 
FINAL PROGRAM, 115, 20007.）

小森慎二, 伊藤善啓, 霞　弘之, 香山浩二（2007）女性ホル
モン含有クリームの長期使用に発生した乳癌の1例. 第22
回日本更年期医学会学術集会, 11.17-18, 東京.（日本更年
期医学雑誌, 15（Suppl.）, 107, 2007.）

小森慎二, 阪田和子, 霞　弘之, 田中宏幸, 香山浩二（2007）
Translationally controlled tumor protein（TCTP）の発
現におけるアンドロゲン作用の検討. 第22回日本生殖免疫
学会総会・学術講演会, 11.30-12.1, 東京. 

■ その他 ■
長谷川昭子（2007）胚のクオリティー・凍結保存など. 第6回

胚培養し資格認定試験講習会, 4.21-22,  東京.
兼任教員
■ 著書 ■

〈香山浩二・小森慎二〉
長谷川昭子, 香山浩二（2007）受精. 図説よくわかる臨床不

妊症学,（柴原浩章, 森本義晴, 京野廣一　編著）,  中外医
学社, 東京, 2-12. 

〈島　博基・近藤宣幸〉
近藤宣幸（2007）抗精子抗体. 男性不妊症の臨床,（岩本晃
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明, 松田公志　編）, メジカルビュー社, 東京, 187-190.
近藤宣幸, 島　博基（2007）手術的精子採取法. 図説よくわ

かる臨床不妊症学　生殖補助医療編,（柴原浩章, 森本義
晴, 京野廣一　編著）中外医学社, 東京, 177-187.

島　博基（2007）性分化異常.NEW泌尿器科学, 改訂第2
版,（西沢　理, 松田公志, 武田正之　編）, 南江堂, 東京, 
149-156.

■ 学術論文 ■
［総説］
〈香山浩二・小森慎二〉
香山浩二（2007）卵巣の凍結保存. 医学のあゆみ, 223, 115-

121.
小森慎二, 原田佳代子, 中村有里（2007）一般不妊検査・治

療の再評価－臨床的意義と限界－腹腔鏡検査. 産婦人科
の実際, 56, 685-688. 

小森慎二（2007）精子不動化抗体の対応抗原. 臨床免疫・ア
レルギー科, 47, 592-596. 

小森慎二, 和田　龍, 衣田隆俊（2007）免疫性不妊症とその
対策. 産婦人科治療, 95, 178-181. 

近 藤 宣 幸 ,  野 島 道 夫 ,  山 本 新
吾 ,  島 　 博 基 ,  持 田 菜 穂 子 ,  堀 内
功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クラインフェル
ター症候群患者に対する精巣内精子採取手術の検討. 産
婦人科の実際, 56, 1407-1412.

Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）In vitro growth and 
maturation of mouse oocyte-granulosa cell complex 
from cryopreserved ovaries and achievement of pup 
birth. Reprod. Med. Biol., 6, 77-83. 

〈島　博基・近藤宣幸〉
近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 持田菜穂子, 堀

内　功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クライン
フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 
産婦人科の実際, 56, 1407-1412. 

近藤宣幸（2007）男性不妊症の診断:医療面接と診察. 
Modern Physician, 27, 1587-1590. 

島　博基, 山本新吾（2007）性分化異常. 小児外科, 39, 949-
955.

島　博基, 山本新吾（2007）停留精巣の長期フォローアップ. 
小児外科, 39, 1236-1240.

〈玉置智子・森永伴法〉
玉置知子, 宮本正喜, 齊藤優子（2007）遺伝情報の取り扱い

－臨床遺伝部の役割－. 臨床婦人科産科, 61, 1114-1121.
［原著］
〈香山浩二・小森慎二〉
Hasegawa, A., Kanazawa, N. and Koyama, K.（2007）

Contribution of zona pellucida proteins to ovarian 
fol l iculogenesis. Reproductive Immunology and 
Biology, 22, 1-7. 

Ito, K., Hasegawa, A., Komori, S. and Koyama, K.（2007）
Biochemical property and immunogenicity of mouse 
male reproductive tract CD52（mrt-CD52）. J. Reprod. 

Immunol., 75, 32-39. 
〈玉置智子・森永伴法〉
Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Koishi, K., Kojima, S., 

Matsumoto, T., Yanagi, H., Yamamura, T., Hashimoto-
Tamaoki, T., Nishigami, T. and Tsujimura, T.（2007）
Cyclooxygenase-2 expression after preoperative 
chemoradiotherapy correlates with more frequent 
esophageal cancer recurrence. World J. Gastroenterol. 
, 13, 2283-2288.

〈島　博基・近藤宣幸〉
山本新吾, 滝内秀和, 野島道生, 田ノ岡征雄, 三井要造, 上

田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 島　博基（2007）ハンドアシスト法腹腔鏡下ドナー
腎採取術31例の経験. Japanese Journal of Endourology 
and ESWL, 20, 237-242.

邱　　君, 山本新吾, 丸山琢雄 , 近藤宣幸, 野島道生 , 島
博基（2007）Histone Deacetylase阻害剤Sod ium 
Butyrateによる前立腺癌細胞の増殖抑制効果の検討. 兵
庫医科大学医学会雑誌, 32, 77-85.

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基（2007）射精障害の臨床的観
察　不妊症合併例を含めて. 日本性機能学会雑誌, 22, 
311-315.

［症例報告］
〈香山浩二・小森慎二〉
内田暁子, 堀内　功, 青木美和, 木下明美, 福岡　実, 衣田

隆俊 ,  鍔本浩志 ,  小笠原利忠, 小森慎二 ,  香山浩二
（2007）術前診断として卵巣悪性腫瘍が強く疑われた子宮
内膜症性嚢胞の3症例. 産婦人科の進歩, 59, 27-30. 

鍔本浩志, 武信尚史, 福岡　実, 木下明美, 衣田隆俊, 安達
進, 小笠原利忠, 香山浩二（2007）子宮頚癌Ib2及Ib1

（直径3cm）に対して術前化学療法により妊孕能温存を試
みた3症例. 産婦人科の進歩, 59, 133-137. 

〈島　博基・近藤宣幸〉
Maruyama, T., Yamamoto, S., Nojima, M., Morita, N., 

Tanizawa, T. and Shima, H.（2007）Extramedullary 
relapse of acute lymphoblastic leukemia in childhood 
to the prostate. Int. J. Urol., 14, 447-449.

橋本貴彦, 山本新吾, 東郷容和, 上田康生, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森　義則, 廣田誠一, 島　博
基（2007）自然破裂をきたした腎細胞癌の1例. 泌尿器科
紀要, 53, 49-52.

橋本貴彦, 山本新吾, 東郷容和, 上田康生, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 森　義則, 新長真由美, 羽尾
裕之, 廣田誠一, 島　博基（2007）巨大後腹膜平滑筋肉腫
の1例. 泌尿器科紀要, 53, 167-169.

上田康生, 樋口喜英, 橋本貴彦, 三井要造, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生 , 山本新吾, 新長真由美 , 廣田誠一, 島
博基（2007）転移巣骨生検によって診断が得られた前立
腺癌の1例. 泌尿器科紀要, 53, 327-330.

島　博基（2007）停留精巣の診断と治療の現状. 泌尿器科
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紀要, 53, 503-504.
上田康生, 鈴木　透, 新長真由美, 橋本貴彦, 三井要造, 樋

口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 廣田
誠一, 島　博基（2007）腫瘍内出血を契機に発見された
傍糸球体細胞腫の1例. 泌尿器科紀要, 53, 561-564.

丸山琢雄, 吉岡　優, 橋本貴彦, 三井要造, 上田康生, 鈴木
透, 樋口喜英, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 新長真由
美, 廣田誠一, 島　博基（2007）排尿困難をきたした前立
腺貯留嚢胞の1例. 泌尿器科紀要, 53, 887-889.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
〈香山浩二・小森慎二〉
Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Biological 

a nd immuno log ica l s ig n i f i c a nce o f CD52 i n 
Reproduction.（Invited）X International Congress of 
Reproductive Immunology, 6.10-14, Opatija, Croatia. 

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Possible role of zona pellucid 
proteins in ovarian follicle development.（Invited）X 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia.

〈玉置智子・森永伴法〉
玉置（橋本）知子（2007）遺伝カウンセリング.（特別講演）第

91回大阪産婦人医会生涯研修セミナー, 2.17, 大阪. 
玉置知子（2007）臨床遺伝学からみた家族性腫瘍.（特別講

演）第7回大阪遺伝性大腸癌研究会, 11.16, 大阪. 
〈島　博基・近藤宣幸〉
島　博基（2007）医療訴訟について.（特別講演）第54回兵

庫県泌尿器科医会総会, 11.10, 神戸.
［シンポジウム等］
〈香山浩二・小森慎二〉
小森慎二（2007）抗精子抗体と不妊症.（シンポジウム）第52

回日本生殖医学会総会・学術講演会, 10.24-26, 秋田.（日
本生殖医学会雑誌, 52, 198, 2007.）

〈玉置智子・森永伴法〉
Yoshikawa, R., Yanagi, H., Gega, M., Tsukamoto, K., 

Oshima, T., Ikeuchi, H., Noda, M., Fujiwara, Y., Gondo, 
N., Tamura, K., Utsunomiya, J., Hashimoto-Tamaoki, 
T., and Yamamura, T.（2007）Establ ishment of a 
successful chemotherapeutic regimen（doxorubicin 
puls dacarbazine）for the treatment of desmoid tumor 
in association with Familial Adenomatous Polyposis 

（FAP）.（Symposium）The 2nd Biennia l Scientif ic 
Meeting of Iernational Society for Gastrointestinal 
Hereditary Tumours, 3.27-30, Yokohama.（Program, 
18, 2007.）

Yoshikawa, R., Yanag i, H. , Gega, M., Yagyu, K. , 
Tsukamoto, K., Oshima, T., Kuno, T., Tanaka, K., Murase, 
K., Noda, M., Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Gondo, 
N., Tamura, K., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tomita, 
N.（2007）Successful chemotherapeutic strategy 

for unresectable intra-abdominal desmoid tumours 
in association with familial adenomatous polyposis
（FAP）.（Free Paper Session）The 15th United 
European Gastroenterology Week（UEGW 2007）, 
10.27-31, Paris, France.（Gut, 56（Suppl. Ⅲ）, A46, 
2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 野田雅史, 大嶋　勉, 藤原
由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇都宮譲二, 玉置知子, 山村
武平（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）随伴デスモ
イド腫瘍に対する化学療法レジメの確立.（パネルディス
カッション）第5回日本臨床腫瘍学会学術集会, 3. 23-24, 
札幌.

〈島　博基・近藤宣幸〉
近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島

道生, 山本新吾, 島　博基（2007）フロプロピオンを用い
た選択的α１A遮断薬シロドシンによる射精障害の回避法
についての検討.（ワークショップ）第18回日本性機能学会
学術総会, 9.14-15, 岡山.（日本性機能学会雑誌, 22, 183-
184, 2007.）

［一般講演］
〈香山浩二・小森慎二〉
長谷川昭子, 霞　弘之 , 持田菜穂子, 小森慎二, 香山浩二
（2007）マウス凍結保存卵巣由来未発育卵母細胞の培養
による発育誘導と産仔への発生について. 第132回日本生
殖医学会関西支部集談会・第34回関西アンドロロジーカ
ンファレンス, 3.3, 大阪. 

中西健太郎, 堀内　功, 小森慎二, 香山浩二, 霞　弘之, 澤
井英明, 玉置知子（2007）胎児羊水染色体検査にて父親
の染色体の構造異常が判明した不育症の1症例. 第132回
日本生殖医学会関西支部集談会・第34回関西アンドロロ
ジーカンファレンス, 3.3, 大阪. 

武信尚史, 小森慎二, 香山浩二, 長谷川昭子, 小林眞一郎
（2007）雌性生殖組織におけるCD52の存在とその機能. 
第132回日本生殖医学会関西支部集談会・第34回関西ア
ンドロロジーカンファレンス, 3.3, 大阪. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 原田直
樹, 香山浩二（2007）インターフェーズFISH法（13, 18, 21, 
X, Y）にて正常と判断されたが染色体検査にてdel（4） 

（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回関西出生
前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置
知子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第
28回臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

Komori, S., Horiuchi, I., Ito, Y., Tsubamoto, H. and Koyama, 
K.（2007）Sol id pelv ic tumor in a woman with 
Mayer – Rokitansky – Kustner - Hause syndrome. 
16th Annual Congress of International Society for 
Gynecologic Endoscopy, 3.18-21, Osaka.

霞　弘之 , 長谷川昭子, 小森慎二, 小林眞一郎, 香山浩二
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（2007）抗透明帯自己抗体が卵巣障害となりうるか？. 第
59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京
都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 354, 2007.）

武信尚史 , 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二 , 香山浩二
（2007）顆粒膜細胞におけるCD52の発現. 第59回日本産
科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科
婦人科学会雑誌, 59, 434, 2007.）

長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二 , 繁田　実, 香山浩二
（2007）精漿中CD52の性状分析. 第59回日本産科婦人科
学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学
会雑誌, 59, 445, 2007.）

Calongos, G., 長谷川昭子, 小森慎二 , 香山浩二（2007）
マウスin vitro卵胞発育におけるurinary pure FSHと
recombinant FSHの比較. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 464, 2007.）

堀内　功 ,  福岡　実 ,  霞　弘之 ,  小森慎二 ,  香山浩二
（2007）凍結胚移植における自然周期とホルモン補充周
期の臨床成績の比較. 第59回日本産科婦人科学会総会・
学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 59, 
473, 2007.）

伊藤善啓, 衣田隆俊, 福岡　実, 中西健太郎, 内田暁子, 武
信尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）帝王切開
術後創部妊娠にて選択的子宮動脈塞栓術が奏効し子宮
温存が可能であった2症例. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 505, 2007.）

中西健太郎, 霞　弘之, 堀内　功, 澤井英明, 小森慎二, 香
山浩二（2007）羊水検査時に判明した胎児の16番染色体
逆位の遺伝カウンセリング. 第59回日本産科婦人科学会総
会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本産科婦人科学会雑誌, 
59, 525, 2007.）

田中宏幸, 木下明美, 伊藤宏一, 内田暁子, 武信尚史, 小森
慎二, 香山浩二（2007）生体腎移植後妊娠において妊娠
許可条件を満たさず妊娠し妊娠継続した1症例. 第59回日
本産科婦人科学会総会・学術講演会, 4.14-17, 京都.（日本
産科婦人科学会雑誌, 59, 718, 2007.）

西山深雪, 澤井英明, 浦尾充子, 宮本幸一, 霞　弘之, 小森
慎二, 沼部博直, 小野晶子, 友田茉莉, 松田尚子, 村上裕
美, 村島京子, 富和清隆, 中山健夫, 香山浩二, 小杉眞司

（2007）羊水検査を考慮しているクライアントに適した遺
伝カウンセリング実現への取り組み－妊婦の意思決定を支
援するための問診票の開発と説明文書の作成－. 第31回日
本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本
遺伝カウンセリング学会誌, 28, 47, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知
子, 原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 
香山浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症
例への遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学
会誌, 28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13, 18, 21, X, Y）にて正常と判
定されたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 55, 2007.）

Horiuchi, I., Hasegawa, A., Kasumi, H., Mochida, N., 
Komori, S. and Koyama, K.（2007）Live birth from 
parenteral follicle oocytes in cryopreserved mouse 
ovaries after IVG, IVM and IVF. X International 
Congress of Reproductive Immunology, 6.10-14, 
Opatija, Croatia. 

Calongos, G., Hasegawa, A. and Koyama, K.（2007）Anti 
zona pellucida antibodies impair mouse folliculongesis 
a nd o o cy t e me iot i c mat u rat i on i n v i t ro . X 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia. 　

Harada, K., Tanaka, H., Tsuji, Y. and Koyama, K.（2007）
Analysis of the relationship between ureqplasmal 
infection and premature birth. X International 
Congress of Reproductive Immunology, 6.10-14, 
Opatija, Croatia. 　

衣田隆俊, 堀内　功, 加藤雅史, 鍔本浩志, 伊藤善啓, 小森
慎二, 香山浩二（2007）子宮筋腫症例に対する腟式子宮
全摘術のピットフォール－LAVHにおいて子宮筋腫の腹腔
内遺残を術中に確認した1例－. 第6回兵庫県産婦人科内
視鏡手術懇談会,  6.23, 兵庫. 

中村有里, 木下明美, 伊藤善啓, 内田暁子, 中西健太郎, 武
信尚史, 金澤理一郎, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二, 森
澤大祐, 堤千佳子, 金森徹三, 李　正明（2007）分娩時, 
一時体外式ペースメーカー下に管理した完全房室ブロック
合併妊娠の1症例. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術
集会, 6.15-16, 大津.（産婦人科の進歩, 54, 204, 2007.）

福岡　実, 鍔本浩志, 武信尚史, 田中宏幸, 伊藤善啓, 衣田
隆俊, 木下明美, 小森慎二, 香山浩二（2007）外陰部Low-
grade myofibroblastic sarcomaが疑われた1例. 第116回
近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 大津.（産婦
人科の進歩, 54, 218, 2007.）

小森慎二, 霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井
英明, 香山浩二（2007）ロバートソン転座の一家系. 第116
回近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 大津.（産
婦人科の進歩, 54, 219, 2007.）

伊藤善啓, 原田佳世子, 中西健太郎, 武信尚史, 田中宏幸, 
鍔本浩志, 小森慎二, 香山浩二（2007）当院で経験した子
宮体部癌に対して妊孕性温存治療を行った挙児希望患者
2例. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術集会, 6.15-16, 
大津.（産婦人科の進歩, 59, 222, 2007.）

堀内　功, 内田暁子, 福岡　実, 衣田隆俊, 木下明美, 伊藤
宏一, 霞　弘之, 繁田　実, 小林眞一郎, 長谷川昭子, 小森
慎二, 香山浩二（2007）抗透明帯抗体とPOF症例の関係
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の臨床的検討. 第116回近畿産科婦人科学会総会学術集
会, 6.15-16, 大津.（産婦人科の進歩, 59, 230, 2007.）

木下明美, 中村有里, 伊藤宏一, 中西健太郎, 伊藤善啓, 武
信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）
前回帝王切開術後の前置胎盤の1症例. 第81回兵庫県産
科婦人科学会総会ならびに学術集会, 7.1, 神戸. 

福岡　実, 加藤雅史, 衣田隆俊, 内田暁子, 原田佳世子, 金
澤理一郎 , 霞　弘之 , 鍔本浩志 , 小森慎二 , 香山浩二

（2007）PET検査にて判明した子宮筋腫層内侵入奇胎の1
例. 第81回兵庫県産科婦人科学会総会ならびに学術集会, 
7.1, 神戸. 

木下明美, 中村有里, 衣田隆俊, 内田暁子, 伊藤善啓, 堀内
功, 小森慎二, 香山浩二（2007）膀胱に浸潤していた子宮
内膜症の1症例. 第18回近畿エンドメトリオーシス・GnRH
研究会, 8.25, 大阪. 

堀内　功, 福岡　実 , 中村有里 , 霞　弘之 , 繁田　実, 小
林眞一郎, 持田菜穂子, 長谷川昭子, 小森慎二, 香山浩二

（2007）当科における抗透明帯抗体検査の臨床的検討. 
第25回日本受精着床学会総会・学術講演会, 8.30-31, 仙
台. 

持田菜穂子, 長谷川昭子, 霞　弘之 , 小森慎二, 香山浩二
（2007）マウス初期発育卵胞の2段階IVF（In Vit ro 
Growth）による発育と成熟. 第25回日本受精着床学会総
会・学術講演会, 8.30-31, 仙台. 

澤井英明, 霞　弘之 ,  堀内　功 ,  小森慎二 ,  香山浩二
（2007）着床前診断を検討している不育症カップルへの第
三者的立場からの遺伝カウンセリング. 第52回日本生殖医
学会総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生殖医学会
雑誌, 52, 247, 2007.）

長谷川昭子, 武信尚史, 小林眞一郎, 小森慎二, 香山浩二
（2007）卵丘細胞におけるCD52の存在と意義. 第52回日
本生殖医学会総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生
殖医学会雑誌, 52, 288, 2007.）

霞　弘之, 堀内　功, 澤井英明, 武信尚史, 小森慎二, 香山
浩二（2007）親の染色体の構造異常に起因する不育症2
症例に対する遺伝カウンセリング. 第52回日本生殖医学会
総会・学術講演会, 10.25-26, 秋田.（日本生殖医学会雑誌, 
52, 300, 2007.）

Komori, S., Kasumi, H., Uchida, K., Nakamura, Y., Tanaka, 
H. and Koyama, K.（2007）Analysis of the androgen 
effect for the expression of translationally controlled 
tumor Protein（TCTP）in mouse ser tol i cel ls. 
American Society for Reproductive Medicine 63rd 
Annual Meeting（ASRM2007）, 10.13-17, Washington 
D. C., U. S. A.（2007 ASRM FINAL PROGRAM, 115, 
2007.）

Nakamura, Y., Komori, S., Kasumi, H., Tanaka, H. and 
Koyama, K.（2007）Analysis of androgenic effect 
during spermatogenesis in testis. American Society 
for Reproductive Medicine 63rd Annual Meeting

（ASRM2007）, 10.13-17, Washington D. C., U. S. 

A.（2007 ASRM FINAL PROGRAM, 115, 2007.）
伊藤宏一, 堀内　功, 鍔本浩志, 伊藤善啓, 原田佳世子, 内

田暁子, 福岡　実, 中村有里, 小森慎二, 香山浩二（2007）
子宮筋腫症例へのLAVHにおいて子宮筋腫核の腹腔内遺
残を術中に確認した1例. 第117回近畿産科婦人科学会学
術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 417, 2007.）

中西健太郎, 福岡　実, 中村有里, 内田暁子, 伊藤善啓, 武
信尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）当科で
経験した胎児共存奇胎の1症例. 第117回近畿産科婦人
科学会学術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 397, 
2007.）

衣田隆俊, 伊藤宏一, 中村有里, 鍔本浩志, 福岡　実, 内田
暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤理一郎, 小森慎二, 香山
浩二（2007）腹腔内化学療法の合併症：カテーテル接触
により膣断端治療不全をおこした2例. 第117回近畿産科
婦人科学会学術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 
413, 2007.）

鍔本浩志, 福岡　実, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤
理一郎, 小森慎二, 香山浩二（2007）当院・当科での外来
化学療法の現状. 第117回近畿産科婦人科学会学術集会, 
11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 424, 2007.）

小森慎二, 伊藤善啓, 霞　弘之, 香山浩二（2007）女性ホル
モン含有クリームの長期使用に発生した乳癌の1例. 第22
回日本更年期医学会学術集会, 11.17-18, 東京.（日本更年
期医学雑誌, 15（Suppl.）, 107, 2007.）

小森慎二, 阪田和子, 霞　弘之, 田中宏幸, 香山浩二（2007）
Translationally controlled tumor protein（TCTP）の発
現におけるアンドロゲン作用の検討. 第22回日本生殖免疫
学会総会・学術講演会, 11.30-12.1, 東京. 

 〈玉置智子・森永伴法〉
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Yanagi, H., 

Matsumoto, T., Kojima, S., Yamamura, T., Tamaoki, 
T. and Tsujimura, T.（2007）Prognostic significance 
of persistent CXC chemokine receptor（CXCR4）
expression after preoperative chemoradiotherapy 
esophagea l cancer pat ients. Gast rointest ina l 
Cancers Symposium, 1.19-21, Orland, Florida, U. S. 
A.（Program & Proceedings, 100, 2007.）

Koishi, K., Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Yanagi, H., 
Hashimoto-Tamaoki, T., Tsujimura, T. and Yamamura, 
T.（2007）Cycloxygenase-2（COX-2）expression after 
preoperative chemoradiotherapy correlates with 
tumor angiogenesis and recurrence in esophageal 
cancer patients. Gastrointestinal Cancers Symposium, 
1.19 -21, Orland, F lor ida, U. S . A.（Program & 
Proceedings, 101, 2007.）

Yoshikawa, R., Nakano, Y., Hashimoto-Tamaoki, T., Noda, 
M. and Yanagi, H.（2007）Clinical validation of cell-
cycle oriented dose-dense chemotherapy. 2007 AACR 
Annual Meeting, 4. 14-18, Los Angeles, U. S. A. 

Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matumoto, N., 
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Tomita, T., Hashimono-Tamaoki, T. and Tujimura, 
T.（2007）Expression of CXC chemokine receptor 4
（CXC R4）A N D C OX-2 a f t e r p r e o p e r a t i v e 
chemotherapy predicts poor prognosis in oesophageal 
ca ncer pat ient s . The 15th Un ited European 
Gastroenterology Week（UEGW2007）, 10.27-31, Paris, 
France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A222, 2007.）

霞　弘之, 伊藤善啓, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 玉置知子（2007）22番の染色体逆医にて
5回妊娠し3回流産したと思われる1症例. 第18回武庫川産
婦人科セミナー, 1.27, 西宮. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 原田直
樹, 香山浩二（2007）インターフェーズFISH法（13, 18, 21, 
X, Y）にて正常と判定されたが染色体検査にてdel（4） 

（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の１例. 第7回関西出
生前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 

三村博子, 管原由恵, 齊藤優子, 玉置知子（2007）日常診療
における核型記載とISCN2005. 第28回臨床細胞分子遺
伝研究会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置
知子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第
28回臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 齊藤優子, 
管原由恵, 三村博子, 保井裕子（2007）匿名化システムの
遺伝カウンセリング教育への利用. 第31回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセ
リング学会誌, 28, 39, 2007.）

高橋千晶, 玉置（橋本）知子, 齊藤優子, 笠間周平, 芳川浩男, 
皆川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）遺伝子診断におけ
るインフォームドコンセントとインフォームアセント. 第31回
日本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日
本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 45, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知
子, 原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 
香山浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症
例への遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学
会誌, 28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13, 18, 21, X, Y）にて正常と判
断されたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 55, 2007.）

霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 齊藤優子, 管原
由恵, 三村博子, 澤井英明, 小森慎二, 玉置知子, 香山浩二

（2007）クラインフェルター症候群夫妻の遺伝カウンセリン
グ. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 玉置知子（2007）
母親のX染色体腕間逆位に由来するターナー症候群の遺
伝カウンセリング. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 
西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 齊藤優子, 霞　弘之, 澤井英
明, 平松治彦, 管原由恵, 三村博子（2007）匿名化システ
ムと研究支援, 教育資料の管理について. 日本人類遺伝学
会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プ
ログラム・抄録集, 52, 103, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 堀内　功, 小森慎二, 玉置
知子, 原田直樹, 澤井英明, 齊藤優子, 田中宏幸, 香山浩二

（2007）逆位により不育症となった2症例の遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

森永伴法 , 家本敦子, 吉川麗月, 玉置（橋本）知子（2007）
オーロラA mRNAの5’－非翻訳領域による遺伝子発現制
御. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人
類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 154, 2007.）

玉置（橋本）知子, 山本義弘, 中野芳朗, 森永伴法, 振津かつ
み, 古山順一（2007）医科大学における人類遺伝学教育カ
リキュラムと実習の位置づけ. 日本人類遺伝学会第52回大
会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄
録集, 52, 130, 2007.）

高橋千晶, 玉置知子, 中野芳朗, 千代豪昭（2007）基底細胞
母斑症候群の1家計に対する長期にわたる遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

笹原祐介, 金澤　希, 吉川良恵, 玉置（橋本）知子, 中野芳
朗, 家本敦子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 村上能庸, 井上千津
子（2007）表皮角化細胞に代わる試料としての毛包由来
角化細胞の可能性. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-
15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 
175, 2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 権藤延久, 玉置（橋本）知子
（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）におけるAPC遺
伝子変異解析とデスモイド腫瘍の発症前診断および化学
療法感受性. 第7回臨床遺伝研究会, 9.13, 東京.（プログラ
ム・抄録集, 1, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵, 玉置（橋本）知子, 三村博子, 霞　弘之, 
高橋千晶, 振津かつみ, 森崎裕子, 圷　宏一（2007）父親
にMarfan症候群を認めるソトス症候群の１例. 第７回臨床
遺伝研究会, 9.13, 東京. 

中野芳朗 , 岸本三佳, 開　章宏, 大和田幸嗣, 玉置知子
（2007）子宮頸癌由来細胞株における中心体複製異常の
誘導. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学
会大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

金澤　希, 高橋千晶, 齊藤優子, 谷澤隆邦, 玉置知子, 松本
譽之, 中野芳朗（2007）基底細胞母斑症候群の遺伝子解
析. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会
大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.
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吉川良恵, 笹原祐介, 金澤　希, 大門尚志, 喜多野征夫, 井上
千津子, 玉置（橋本）知子（2007）ヒト毛髪より培養した毛
包ケラチノサイトの刺激に対する反応特性. 第37回日本皮
膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会, 12.14-16, 
名古屋.（Journal of Environmental Dermatology and 
Coetaneous Allergology, Ⅰ（Suppl.Ⅰ）, 130, 2007.）

〈島　博基・近藤宣幸〉
鈴木　透, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤

宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 新長真由美, 廣田
誠一（2007）腎被膜から発生した脂肪平滑筋腫の1例. 第
198回日本泌尿器科学会関西地方会, 2.17, 神戸.

Shima, H., Yamamoto, S., Qiu, J. and Hashimoto-Tamaoki, 
T.（2007）Suppression of the growth of human 
prostate cancer cells in vitro and in vivo by an 
activated form made of natural or synthetic rubber/
resin with sodium butyrate in low concentration.2007 
Prostate CancerSymposium, 2.22-24, Orlando, Florida, 
U. S. A.

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 久保雅弘

（2007）巨大水腎症に発生した腎盂癌の1例. 第26回阪神
泌尿器科医会, 2.28, 西宮.

三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 橋本貴彦, 田中宏
幸, 香山浩二, 皆川京子, 谷澤隆邦, 宮本　賀（2007）妊娠
前血清Cr値が2.5mg/dlで妊娠し分娩しえた腎移植後妊
娠の1例. 第40回日本臨床腎移植学会, 2.28-3.2, 金沢.（移
植, 42, 206, 2007.）

近藤宣幸, 樋口喜英 , 丸山琢雄 , 野島道生 , 山本新吾, 島
博基（2007）TESE後にEDを訴えたKlinefelter症候群患
者の1例. 第34回関西アンドロロジーカンファレンス, 3.3, 
豊中.

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）経会陰的前
立腺生検後の排尿状態と合併症についての検討. 第9回兵
庫排尿障害セミナー, 3.22, 神戸.

Shima, H., Yamamoto, S., Nojima, M., Kondoh, N., 
Maruyama, T., Takiuchi, H., Tanooka, M. and Nakao, 
N.（2007）Preoperat ive est imat ion of vascu lar 
st ructure i n t he rena l h i l a r reg ion through 
CT-based three dimensional imaging in laparoscopic 
nephrectomy.The 8th Tr iennia l Meet ing of the 
German-Japanese Confederation of Urology, 3.26-31, 
Tokyo.

坂口　強, 山本新吾, 島　博基（2007）Robot assisted 
Doppler echo angiography. 第95回日本泌尿器科学総会, 
4.14-17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑誌, 98, 359, 2007.）

三井要造, 野島道生, 樋口喜英, 上田康生, 鈴木　透, 丸山
琢雄, 山本新吾, 島　博基, 善本哲郎, 中尾　篤, 滝内秀
和, 山本裕信, 井原英有（2007）腎移植後CMV, EBV, ヘ
ルペスウイルス感染に対するMMF, バシリキシマブの影

響. 第95回日本泌尿器科学総会, 4.14-17, 神戸.（日本泌尿
器科学会雑誌, 98, 406, 2007.）

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）経会陰的前
立腺生検後の排尿状態と合併症についての検討. 第95回
日本泌尿器科学総会, 4.14-17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑
誌, 98, 543, 2007.）

Kondoh, N., Higuchi, Y., Maruyama, T., Nojima, M., 
Yamamoto, S. and Shima, H.（2007）Salvage therapy 
trial for erectile dysfunction using phosphodiesterase 
type 5 inhibitors and vitamin E. 32nd Annual 
Meeting of Amerian Society of Andrology, 4.18-24, 
Tampa, U.S.A.

丸山琢雄, 邱　　君, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口
喜英, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 上紺屋
憲彦, 廣田省三, 中尾宣夫（2007）化学療法と膀胱温存療
法:化学療法でどこまで膀胱温存可能か. 第5回兵庫県泌
尿器科悪性腫瘍研究会, 4.26, 神戸.

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 久保雅弘

（2007）巨大水腎症に発生した腎盂癌の1例. 第199回日
本泌尿器科学会関西地方会, 6.9, 西宮.

山本新吾, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 邱　　君, 樋口
喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 島　博基, 田ノ岡
征雄, 滝内秀和（2007）ハンドアシスト法による腹腔鏡下
ドナー腎採取術, 第53回兵庫県泌尿器科医会, 6.23, 神戸.

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基（2007）選択的α１A遮断薬シ
ロドシン内服による射精障害の検討. 日本アンドロロジー
学会第26回学術大会, 7.5-6, 浦安.

近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基（2007）小児精索静脈瘤に対す
る顕微鏡下低位結紮術の検討. 第16回日本小児泌尿器科
学会総会, 7.13-15, 神戸.（日本小児泌尿器科学会雑誌, 16, 
86, 2007.）

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）当科におけ
る小児急性陰嚢症の臨床的検討. 第16回日本小児泌尿器
科学会総会, 7.13-15, 神戸.（日本小児泌尿器科学会雑誌, 
16, 63, 2007.）

三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）左骨盤腎に
発生した水腎症に対し腎盂形成術が奏功した1例. 第16回
日本小児泌尿器科学会, 7.13-15, 神戸.（日本小児泌尿器科
学会雑誌, 16, 91, 2007.）

邱　　君, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）
Histone deacetylase阻害剤による前立腺癌細胞の増殖
抑制効果の検討. 第6回兵庫がん治療・細胞療法研究会, 
9.1, 神戸.

Shima, H., Qiu, J. and Yamamoto, S.（2007）A new 
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a lternat ive moda l ity to control human HRPC 
cells. 24th Korea-Japan Urological Congress, 10.5-6, 
Cheongju, Korea.

島　博基, 山本新吾, 邱　　君, 玉置（橋本）知子（2007）
物質構造波がヒト前立腺癌細胞の増殖を単独あるいは
低濃度の酪酸ナトリウムの組み合せで抑制（Structure-
based substance wave controls proli feration of 
fuman prostate cancer cells with or without sodium 
butyrate）. 第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日
本癌学会総会記事, 66回, 116, 2007.）

邱　　君, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）
Histone deacetylase阻害剤による前立腺癌細胞の増殖
抑制効果の検討. 第27回阪神泌尿器科医会, 10.11, 西宮.

三井要造, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 持田
菜穂子, 霞　弘之, 香山浩二（2007）精嚢嚢胞を合併し, 
精巣上体嚢胞穿刺により運動精子が得られた常染色体優
性嚢胞腎患者の1例. 第35回関西アンドロロジーカンファレ
ンス, 10.20, 大阪.

丸山琢雄, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 近藤宣幸, 野島
道生, 山本新吾, 島　博基, 上紺屋憲彦, 廣田省三, 中尾
宣夫（2007）浸潤性膀胱癌（T2, 3N0M0）に対する動
注化学療法による膀胱温存の効果. 第45回日本癌治療
学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 515, 
2007.）

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基（2007）
膀胱癌患者におけるBladder Check NMP22の臨床的検
討. 第45回日本癌治療学会総会, 10.24-26, 京都.（日本癌
治療学会誌, 42, 522, 2007.）

樋口喜英, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 新長真
由美（2007）限局性前立腺癌における術前内分泌療法

（NHT）の有効性の検討. 第45回日本癌治療学会総会, 
10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 730, 2007.）

島　博基, 山本新吾, 邱　　君, 玉置（橋本）知子（2007）
活性型ゴム・レジンがヒト前立腺癌細胞の増殖をin vitro
およびin vivoで抑制する. 第45回日本癌治療学会総会, 
10.24-26, 京都.（日本癌治療学会誌, 42, 738, 2007.）

鈴木　透, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生 , 山本新吾, 島　博基（2007）下大静脈
腫瘍塞栓摘除術症例の臨床的検討. 第34回腎癌研究会, 
10.27, 京都.

樋口喜英, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 新長真
由美（2007）限局性前立腺癌における術前内分泌療法

（NHT）の有効性の検討. 第57回日本泌尿器科学会中部
総会, 11.7-9, 奈良.

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 川口理
作, 滝内秀和, 古倉浩次, 善本哲郎（2007）膀胱癌患者に

おけるBladder Check NMP22の臨床的検討. 第54回兵
庫県泌尿器科医会総会, 11.10, 神戸.

野島道生, 鈴木　透, 上田康生, 樋口喜英, 三井要造, 山本
新吾, 島　博基, 谷澤隆邦, 田ノ岡征雄（2007）ドナーの
腎動静脈瘻に対し, バーチャル血管内画像と術中超音波
画像をガイドとして動静脈瘻を結紮し, 安全に移植できた
生体腎移植の1例. 第43回日本移植学会総会, 11.22-24, 仙
台.（移植, 42（総会臨時）, 360, 2007.）

山本新吾, 滝内秀和, 野島道生, 三井要造, 上田康生, 鈴木
透, 樋口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 島　博基（2007）ハ
ンドアシスト法腹腔鏡下ドナー腎採取術31例の経験. 第
21回日本Endourology・ESWL学会総会, 11.27-28, 東
京.（Japanese Journal of Endourology and ESWL, 20, 
125, 2007.）

山本新吾, 三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 邱　　君, 樋口
喜 英 ,  丸山琢 雄 ,  近 藤宣幸 ,  野島道 生 ,  島　博 基

（2007）腹腔鏡下腎部分切除術4例の経験. 第21回
日本Endouro log y・E SWL学会総会, 11.26 -28 , 東
京.（Japanese Journal of Endourology and ESWL, 20, 
110, 2007.）

三井要造, 上田康生, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山
琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 新長真
由美, 廣田誠一（2007）ステロイド単独療法にて軽快した
後腹膜線維症の1例. 第201回日本泌尿器科学会関西地方
会, 12.1, 高槻.

■ その他 ■
〈香山浩二〉
武信尚史, 長谷川昭子, 持田菜穂子, 霞　弘之, 小森慎二, 

小林眞一郎, 香山浩二（2007）卵丘細胞におけるCD52の
性状分析. 兵庫医科大学産婦人科勉強会, 11.15, 西宮. 

原田佳世子, 田中宏幸, 辻　芳之, 長田久美子, 香山浩
二（20 07）Ure a p l a s m a感染と早期産の関連および
Ureaplasma由来リポ蛋白の作用の検討. 兵庫医科大学産
婦人科勉強会, 11.15, 西宮.

〈玉置知子〉
玉置知子（2007）インフォームド・コンセントと遺伝カウンセ

リング. 染色体遺伝子検査の分かりやすい説明ガイドライ
ン：独立行政法人福祉医療機構長寿会福祉基金（一般
分）平成18年度助成金事業介護予防のためのソーシャル
ワーク従事者等への予防や判断情報伝達・知識の向上事
業,（日本染色体遺伝子検査学会　編）, 日本染色体遺伝
子検査学会, 東京, 123-134.

家族性腫瘍部門
Laboratory of Hereditary Tumor

■ 著書 ■
〈三輪洋人・堀　和敏〉
田中淳二, 三輪洋人（2007）急性胃炎・AGML. 消化器疾患

最新の治療2007-2008,（菅野健太郎, 上西紀夫, 井廻道夫 
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編）, 南江堂, 東京, 105-107.
三輪洋人（2007）Functional Dyspepsia（機能性胃腸症）. 

今日の処方, 改訂第4版,（高久史麿, 水島　裕　監修）, 南
江堂, 東京, 267-268.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）胸やけ・げっぷ. 内科学, 第9版,
（杉本恒明, 矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 74-76.

中嶋一彦, 三輪洋人（2007）吃逆. 内科学, 第9版,（杉本恒
明, 矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 76-77.

中嶋一彦, 三輪洋人（2007）口渇. 内科学, 第9版,（杉本恒明, 
矢崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 77-78.

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
豊島史彦, 松本譽之（2007）急性腸炎. 消化器疾患　最新

の治療2007-2008,（菅野健太郎, 上西紀夫, 井廻道夫　
編）, 南江堂, 東京, 169-171.

〈島　博基〉
近藤宣幸, 島　博基（2007）手術的精子採取法. 図説よくわ

かる臨床不妊症学　生殖補助医療編,（柴原浩章, 森本義
晴, 京野廣一　編著）, 中外医学社, 東京, 177-187.

島　博基（2007）性分化異常. NEW泌尿器科学, 改訂第2
版,（西沢　理, 松田公志, 武田正之　編）, 南江堂, 東京, 
149-156.

〈香山浩二・鍔元浩志〉
長谷川昭子, 香山浩二（2007）受精. 図説よくわかる臨床不

妊症学,（柴原浩章, 森本義晴, 京野廣一　編著）, 中外医
学社, 東京, 2-12.

〈福田能啓〉
福田能啓（2007）特殊な病態の経腸栄養管理　炎症性腸

疾患. NSTのための経腸栄養実践テクニック, 1版,（佐々木
雅也　編）, 照林社, 東京, 44-50. 

福田能啓（2007）9. 炎症性腸疾患. キーワードでわかる臨
床栄養, 第1版,（大熊利忠, 金谷節子　編）, 羊土社, 東京, 
247-257.

福田能啓（2007）経腸栄養法. 内科学, 第9版,（杉本恒明, 矢
崎義雄　総編）, 朝倉書店, 東京, 177-179.

■ 学術論文 ■
［総説］
〈玉置知子・山本義弘・中野芳朗・森永伴法〉
玉置知子, 宮本正喜, 齊藤優子（2007）遺伝情報の取り扱い

－臨床遺伝部の役割－. 臨床婦人科産科, 61, 1114-1121.
〈三輪洋人・堀　和敏〉
三 輪 洋人（2 0 0 7）ディスペプシア診 療の現 状と課 題

科学的な治療指針の確立を目指して. Front i e r s i n 
Gastroenterology, 12, 8-30.

三輪洋人（2007）胃食道逆流症（GERD）の新しい展開
NERD（非びらん性胃食道逆流症）とバレット食道を含め
て. MEDICO, 38, 14-17.

三輪洋人（2007）実地臨床で使用可能なファモチジン
20mg/日でNSAIDｓによる胃粘膜傷害を改善し得たこと
の意義は大きい. 消化器診療, 75, 17.

三輪洋人 , 大島忠之 , 富田寿彦（2007）ディスペプシアに
対する科学的な治療戦略. 日本消化器病学会雑誌, 104, 

1594-1600.
堀　和敏, 池内浩基, 中埜廣樹, 應田義雄, 樋田信幸, 松本

譽之, 三輪洋人（2007）潰瘍性大腸炎の上部消化管病変
の臨床と経過－画像所見を中心に. 胃と腸, 42, 441-448.

堀　和敏 , 三輪洋人（2007）大学病院における除菌療法の
現状. 消化器の臨床, 10, 353-357.

堀　和敏 , 金　鏞民 , 三輪洋人（2007）内視鏡の読み方
十二指腸白色粘膜の内視鏡的鑑別診断. 臨牀消化器内科, 
22, 1649-1653.

堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 小石健二, 坂上　隆, 三輪
洋人（2007）内視鏡の読み方　10mm以下UL（－）分化
型SM胃癌. 臨牀消化器内科, 22, 1767-1770.

大島忠之, 田中淳二, 三輪洋人（2007）原因不明消化管出血
の1例. 日本消化器病学会雑誌, 104, 584, 587.

大島忠之, 三輪洋人（2007）GERDの病因論. 日本臨牀, 65, 
797-801.

大島忠之, 三輪洋人（2007）内臓知覚からみたNERDの病
態. G. I. Research, 15, 196-201.

大島忠之, 三輪洋人（2007）セロトニン受容体作動薬（モサ
プリド）の鎮痛効果. 痛みと臨床, 7, 425-430.

大島忠之, 城　卓志, 三輪洋人（2007）酸化ストレスによる
大腸粘膜上皮透過性とクローディンの発現制御. 潰瘍, 34, 
96-98.

大島忠之, 三輪洋人（2007）胃食道逆流症と生活習慣. 綜合
臨牀, 56, 3029-3032.

金　鏞民 , 堀　和敏 , 三輪洋人（2007）内視鏡の読み方
gastritis cystica polyposaの内視鏡像. 臨牀消化器内科, 
22, 1526-1530.

金　鏞民, 三輪洋人（2007）胃疾患－最近のディスペプシア
の病態と治療. Medicament News, 1904, 17-19.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）胃食道逆流症（GERD）と非び
らん性胃食道逆流症（NERD）. Annual Review 消化器 
2007, 24-29.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）機能性ディスペプシア. 小児科, 
48, 551-556.

富田寿彦, 三輪洋人（2007）消化器疾患の薬物治療　胃食
道逆流症（GERD）. Medicina, 44, 1682-1684.

田中淳二, 三輪洋人（2007）胃炎・消化性潰瘍. 薬局, 58, 
688-708.

戸澤勝之, 上小鶴孝二, 川　浩介, 横山陽子, 吉田幸治, 高川
哲也, 日下　剛, 應田義雄, 樋田信幸, 福永　健, 神野良
男, 大西国夫, 三輪洋人, 松本譽之（2007）虚血性腸炎と
性差. G. I. Research, 15, 43-47.

戸澤勝之 , 三輪洋人 , 松本譽之（2007）IBDに対する薬物
長期投与により引き起こされる癌. 臨牀消化器内科, 22, 
882-888.

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
大西国夫, 松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎における血球成

分除去療法. 日本医事新報, 4318, 85.
樋田信幸, 松本譽之（2007）colitic cancerの肉眼形態　内

視鏡診断. 早期大腸癌, 11, 27-31.
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戸澤勝之, 上小鶴孝二, 川　浩介, 横山陽子, 吉田幸治, 高
川哲也, 日下　剛, 應田義雄, 樋田信幸, 福永　健, 神野
良男, 大西国夫, 三輪洋人, 松本譽之（2007）虚血性腸炎
と性差. G.I.Research, 15, 43-47.

松本譽之（20 07）上皮細胞間γδリンパ球は, 感染に
よる上皮 細胞のタイトジャンクションの機能 維持に
関与する. Review of Gastroenterology & Clinical 
Gastroenterology and Hepatology, 1, 39-43.

松本譽之（2007）過敏性腸症候群（IBS）の診断と薬物治
療のポイント～Rome Ⅲ基準の特徴と解説～. CLINIC 
magazine, 446, 22-25.

松本譽之 , 樋田信幸, 渡辺憲治, 押谷伸英（2007）NBIが
サーベイランスに有効であった潰瘍性大腸炎の1症例. 早
期大腸癌, 11, 160-161.

日比紀文, 松本譽之（2007）血球成分除去療法の世界標準
治療法確立に向けて～基礎および臨床からの発信～. CC 
JAPAN, 38, 40-41.

松本譽之（2007）クローン病の内科的療法とその限界. 外科
治療, 96, 801-808.

神野良男, 富田寿彦, 松本譽之（2007）画像診断と最近の進
歩. PROGRESS IN MEDICINE, 27, 889-893.

戸澤勝之 , 三輪洋人 , 松本譽之（2007）IBDに対する薬物
長期投与により引き起こされる癌. 臨牀消化器内科, 22, 
882-888.

松本譽之（2007）Colitic cancer サーベイランスの方法. 日
本医師会雑誌, 136, 501.

松本譽之（2007）腸免疫. 消化器と免疫, 43, 97.
松本譽之（2007）米国のIBD診察ガイドライン－わが国の指

針・ガイドラインと比較し応用する－. IBD Research, 1, 
132-137.

松本譽之（2007）アジアでみたIBD. W’Waves, 13, 18-20. 
松本譽之（2007）炎症性腸疾患との違い. 治療学, 41, 569-

571.
堀　和敏, 池内浩基, 中埜廣樹, 應田義雄, 樋田信幸, 松本

譽之, 三輪洋人（2007）潰瘍性大腸炎の上部消化管病変
の臨床と経過－画像所見を中心に. 胃と腸, 42, 441-448.

大西国夫, 松本譽之（2007）炎症性腸疾患に対する診断の
手順と重症度の評価. 綜合臨牀, 56, 2459-2464.

神野良男, 中村志郎, 松本譽之（2007）ダブルバルーン内視
鏡による小腸悪性狭窄に対するステント挿入. 消化器内視
鏡, 19, 1577-1580. 

中村志郎, 神野良男, 松本譽之, 大川清孝, 飯室正樹, 押谷
伸英, 荒川哲男, 野村　勉, 北野厚生（2007）NSAID坐剤
起因性直腸病変の臨床的検討. 胃と腸, 42, 1730-1738.

松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎関連腫瘍においてCpG 
Island Methylator Phenotypeは少ない. Review of 
Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and 
Hepatology, 2, 17-20. 

福永　健, 松本譽之（2007）クローン病への白血球除去療法
と今後の展望. IBD Research, 1, 276-280. 

福永　健, 松本譽之（2007）白血球除去療法／顆粒球除去

療法を選択する時. 消化器の臨床, 10, 573-577.
大西国夫, 松本譽之（2007）難治性潰瘍性大腸炎における

血球成分除去療法. 胃と腸, 42, 1885-1893.
神野良男, 中村志郎, 荒川哲男, 松本譽之（2007）小腸内視

鏡を用いた治療. 日本大腸肛門病学会雑誌, 60, 964-969.
〈島　博基〉
近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 持田菜穂子, 堀

内　功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クライン
フェルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 
産婦人科の実際, 56, 1407-1412.

島　博基, 山本新吾（2007）性分化異常.小児外科, 39, 949-
955.

島　博基, 山本新吾（2007）停留精巣の長期フォローアップ. 
小児外科, 39, 1236-1240.

〈香山浩二・鍔元浩志〉
香山浩二（2007）卵巣の凍結保存. 医学のあゆみ, 223, 115-

121.
近藤宣幸, 野島道夫, 山本新吾, 島　博基, 持田菜穂子, 堀

内　功, 霞　弘之, 小森慎二, 香山浩二（2007）クライン
フィルター症候群患者に対する精巣内精子採取術の検討. 
産婦人科の実際, 56, 1407-1412.
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王　孔志, 今村美智子, 鈴村和大, 森川司朗, 杉本貴昭, 岡
田敏弘, 伊藤　敬, 廣田誠一, 藤元治朗（2007）術前骨シ
ンチで集積を認めた乳腺の骨, 軟骨化生を伴う癌の1例. 
乳癌の臨床, 22, 135-139.

上田康生, 樋口喜英, 橋本貴彦, 三井要造, 丸山琢雄, 近藤
宣幸, 野島道生 , 山本新吾, 新長真由美 , 廣田誠一, 島
博基（2007）転移巣骨生検によって診断が得られた前立
腺癌の1例. 泌尿器科紀要, 53, 327-330.

王　孔志, 鈴村和大, 今村美智子, 伊藤　敬, 廣田誠一, 藤
元治朗（2007）非触知性男性乳管内乳頭腫の1例. 日本臨
床外科学会雑誌, 68, 1388-1392.

上田康生, 鈴木　透, 新長真由美, 橋本貴彦, 三井要造, 樋
口喜英, 丸山琢雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 廣田
誠一, 島　博基（2007）腫瘍内出血を契機に発見された
傍糸球体細胞腫の1例. 泌尿器科紀要, 53, 561-564.

中村純子, 鳥居良貴, 西川律子, 山本格士, 西上隆之, 小笠原
利忠, 羽尾裕之, 廣田誠一（2007）ブレンナー腫瘍4例の
悪性度による細胞学的比較. 日本臨床細胞学会雑誌, 46, 
370-376.

［研究報告］
〈福田能啓〉
福田能啓, 杉山敏郎, 上村直実, 神谷　茂, 村上和成, 後藤

田卓志（2007）ヘリコバクター・ピロリ感染による胃発癌
機序の解明と感染・再感染予防の研究. 厚生労働省がん
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研究助成金による研究, 344-347.
■ 学会発表 ■

［指定講演］
〈玉置知子・山本義弘・中野芳朗・森永伴法〉
玉置（橋本）知子（2007）遺伝カウンセリング.（特別講演）第

91回大阪産婦人科医会生涯研修セミナー, 2.17, 大阪. 
玉置 知 子（2 0 0 7）臨 床 遺伝 学からみた家 族 性 腫 瘍.
（特別講演）第7回大阪遺伝性大腸癌研究会, 11.16, 大阪. 

〈三輪洋人・堀　和敏〉
三輪洋人（2007）ガイドラインをめざして－GERD.（特別講

演）第3回日本消化管学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（プ
ログラム・抄録集, 36, 2007.）

三輪洋人（2007）胃と食道のはざまで.（ランチョンセミナー）
第3回日本消化管学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（プログ
ラム・抄録集, 46, 2007.）

三輪洋人（2007）日本人の消化管障害についてのエビデンス
を考える.（ランチョンセミナー）第93回日本消化器病学会
総会, 4.19-21, 青森.

三輪洋人（2007）Barrett’s食道－現状の理解と問題点－.（ラ
ンチョンセミナー）第61回日本食道学会学術集会, 6.21-22, 
横浜.（プログラム抄録集, 58, 2007.）

Miwa, H.（2007）Helocobacter pylori and gastric cancer 
the Asian enigma.（Lecture）International Symposium 
of Academic exchange between Hyogo College 
of Medicine and Tianjin Medical University, 9.26, 
Nishinomiya.

三輪洋人（2007）Functional Dyspepsia患者に対するタンド
スピロンの有用性.（教育講演）第69回消化器心身医学研
究会, 10.20, 神戸.

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
福永　健, 大西国夫, 日下　剛, 横山陽子, 戸澤勝之, 上小

鶴孝二, 松本譽之（2007）炎症性腸疾患とアフェレーシ
ス.（教育講演）第27回日本アフェレシス学会学術大会, 
3.2-3, 横浜.（第27回日本アフェレシス学会学術大会抄録
集, 58, 2007.）

松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎と大腸癌－いかに見つけ, い
かに予防するか？－.（ランチョンセミナー）第93回日本消
化器病学会総会, 4.19-21, 青森.（日本消化器病学会雑誌, 
104（臨時増刊）, 123, 2007.）

松本譽之（2007）生物学的製剤治療における内視鏡の意
義.（ランチョンセミナー）第73回日本消化器内視鏡学会総
会, 5.9-11, 東京. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患と発癌.（教育講演）日本内
科学会学術集会第35回内科学の展望, 11.18, 神戸. 

Matsumoto, T.（2007）Colitic cancer based on IBD and its 
surveillance.（Luncheon Seminar）The 2nd Korea-Japan 
IBD Symposium, 11.30-12.1, Tokyo. 

〈島　博基〉
島　博基（2007）医療訴訟について.（特別講演）第54回兵

庫県泌尿器科医会総会, 11.10, 神戸.
〈香山浩二・鍔元浩志〉

Koyama, K., Ito, K. and Hasegawa, A.（2007）Biological 
a nd immuno log ica l s ig n i f i c a nce o f CD52 i n 
Reproduction.（Invited）X International Congress of 
Reproductive Immunology, 6.10-14, Opatija, Croatia. 

Hasegawa, A., Mochida, N., Kasumi, H., Komori, S. and 
Koyama, K.（2007）Possible role of zona pellucid 
proteins in ovarian follicle development.（Invited）X 
International Congress of Reproductive Immunology, 
6.10-14, Opatija, Croatia.

〈廣田誠一〉
廣田誠一（2007）GIST－病理から最新治療まで－.（教育講

演）第106回日本消化器病学会東海支部例会（第17回教
育講演会）, 6.16, 浜松.

［シンポジウム等］
〈辻村　亨〉
辻村　亨, 佐藤鮎子, 鳥井郁子, 玉置知子, 吉川良恵, 福岡

和也, 田中文啓, 長谷川誠紀, 中野孝司（2007）早期悪性
胸膜中皮腫－病理診断の問題点と対策.（シンポジウム）
第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 名古屋.（肺癌, 47, 448, 
2007.）

田中文啓, 橋本昌樹, 多久和輝尚, 松本成司, 奥村好邦, 近
藤 展 行 ,  長 谷 川 誠 紀 ,  村 上 亜 紀 ,  山 田
秀 哉 ,  田 村 邦 宣 ,  飯 田 慎 一 郎 ,  栗 林 康
造 ,  三 宅 光 富 ,  福 岡 和 也 ,  中 野 孝 司 ,  辻 村
亨, 坪田紀明（2007）胸膜中皮腫に対する集学的治療に
向けて.（シンポジウム）第48回日本肺癌学会総会, 11.8-9, 
名古屋.（肺癌, 47, 449, 2007.）

〈玉置知子・山本義弘・中野芳朗・森永伴法〉
Yoshikawa, R., Yanag i, H., Gega, M., Tsukamoto, 

K., Oshima, T., Ikeuchi, H., Noda, M., Fujiwara, 
Y. ,  G ondo ,  N . ,  Tamu r a , K. ,  U t su nom iya ,  J . , 
Hashimoto-Tamaoki, T. and Yamamura, T.（2007）
Establishment of a successful chemotherapeutic 
regimen（doxorubicin puls dacarbazine）for the 
t reatment of desmoid tumors i n assoc iat ion 
w i t h  F a m i l i a l  A d e n o m a t o u s  P o l y p o s i s 

（FAP）.（Symposium）The 2nd Biennia l Scientif ic 
Meeting of Iernational Society for Gastrointestinal 
Hereditary Tumours, 3.27-30, Yokohama.（Program, 
18, 2007.）

Yoshikawa, R., Yanag i, H. , Gega, M., Yagyu, T. , 
Tsukamoto, K., Oshima, T., Kuno, T., Tanaka, K., Murase, 
K., Noda, M., Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Gondo, 
N., Tamura, K., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tomita, 
N.（2007）Successful chemotherapeutic strategy 
for unresectable intra-abdominal desmoid tumours 
in association with familial adenomatous polyposis
（FAP）.（Free Paper Session）The 15th United 
European Gastroenterology Week（UEGW2007）, 
10.27-31, Par is, France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A46, 
2007.）
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吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 野田雅史, 大嶋　勉, 藤原
由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇都宮譲二, 玉置知子, 山村
武平（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）随伴デスモ
イド腫瘍に対する化学療法レジメの確立.（パネルディス
カッション）第5回日本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 
札幌.

〈三輪洋人・堀　和敏〉
大島忠之 , 三輪洋人 , 片岡洋望, 佐々木誠人, 城　卓志
（2007）大腸粘膜上皮におけるWip1によるタイト結合蛋
白発現制御.（ワークショップ）第3回日本消化管学会総会
学術集会, 2.1-2, 東京.（プログラム・抄録集137, 2007.）

富田寿彦, 三輪洋人（2007）NERD患者における酸還流時
の食道固有筋層の変化.（パネルディスカッション）第61回
日本食道学会学術集会, 6.21-22, 横浜.（プログラム抄録
集, 106, 2007.）

森田　毅, 堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 大島忠之, 田中
淳二, 山本憲康, 林千鶴子, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋人

（2007）Helicobacter pylori（H.pylori）血清抗体法による
胃癌高危険群絞込みの問題点と対策.（ワークショップ）
第13回日本ヘリコバクター学会, 6.21-22, 大津.（第13回日
本ヘリコバクター学会抄録集, 147, 2007.）

三輪洋人（2007）潜在するメジャー酸関連疾患のDisease 
Management NERDやFDが苦手な先生のためのシンポ
ジウム　酸分泌からのアプローチ.（サテライトシンポジウ
ム）第49回日本消化器病学会大会（JDDW2007）, 10.18-
21, 神戸.（日本消化器病学会雑誌, 104（臨時増刊）, 175, 
2007.）

富永和作, 三輪洋人, 永原章仁（2007）クエン酸タンドスピロ
ン（セディール）による機能性ディスペプシア患者の優位
な症状改善効果ープラセボ対照他施設共同二重盲検比
較試験－.（ワークショップ）第49回日本消化器病学会大会

（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化器病学会雑誌, 
104（臨時増刊）, A469, 2007.）

Miwa, H.（2007）Recent trend of GERD in Japan.
（Symposium）Asian Pacific Digestive Week 2007
（APDW2007）, 10.15-18, Kobe.（Program, 39, 2007.）

富田寿彦, 三輪洋人（2007）胸やけ症状発現と食道固有筋
層の変化.（シンポジウム）第49回日本消化器病学会大会

（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化器病学会雑誌, 
104（臨時増刊）, A319, 2007.）

中村志郎, 神野良男, 應田義雄, 大西国夫, 日下　剛, 吉田
幸治, 福永　健, 樋田信幸, 三輪洋人, 松本譽之（2007）
クローン病大量出血例に関する臨床的検討.（シンポジウ
ム）第45回小腸研究会, 11.10, 東京.（プログラム抄録集, 7,  
2007.）

〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
Sakuraba, A., Matsumoto, T. and Hibi, T.（2007）A 

multicenter randomized controlled trial between 
weekly and semiweekly granulocyte and monocyte 
apheresis for active ulcerative colitis.（Symposium）
6th World Congress of the International Society for 

Apheresis World Apheresis Association 11th Congress, 
3.2-4, Yokohama.（Nippon Apheresis Gakkai Zasshi 

（Jpn. J. Apheresis）, 26（Suppl.2）, 68, 2007.）
Kamikozuru, K., Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Nagase, 

K., Tozawa, K., Ohda, Y., Hida, N., Fukuda, Y. and 
Matsumoto, T.（2007）Luekocyte-moduoation during 
leukocytapheresis for ulcerative colitis patients as 
a possible predictive marker in its clinical respose.

（Symposium）6th World Congress of the International 
Society for Apheresis World Apheresis Association 
11th Congress, 3.2-4, Yokohama.（Nippon Apheresis 
Gakkai Zasshi（Jpn. J. Apheresis）, 26（Suppl.2）, 69, 
2007.）

Tozawa, K., Fukunaga, K., Yokoyama, Y., Kamikozuru, 
K., Nagase, K., Fukuda, Y. and Matsumoto, T.（2007）
Granulocyte/Monocyte apheresis induces peripheral 
heat shock protein secretion.（Workshop）6th World 
Congress of the International Society for Apheresis 
World Apheresis Association 11th Congress, 3.2-4, 
Yokohama.（Nippon Apheresis Gakkai Zasshi（Jpn. J. 
Apheresis）, 26（Suppl.2）, 110, 2007.）

Yokoyama, Y., Fukunaga, K., Tozawa, K., Kamikozuru, K., 
Nagase, K. and Matsumoto, T.（2007）Trans-operative 
changes of the expressions of regulatory and pro-
inflammatory T-cells in ulcerative colitis refractory 
to Granulocyte/Monocyte apheresis.（Workshop）
6th World Congress of the International Society for 
Apheresis World Apheresis Association 11th Congress, 
3.2-4, Yokohama.（Nippon Apheresis Gakkai Zasshi
（Jpn. J. Apheresis）, 26（Suppl.2）, 110, 2007.）

Fukunaga, K., Kamikozuru, K., Yokoyama, Y., Tozawa, K., 
Ohnishi, K., Hida, N., Ohda, Y., Kusaka, T., Nagase, K. 
and Matsumoto, T.（2007）Opposite modification in 
expressions of CD4+ T-cells during LCA and GMA 
for active ulcerative colitis patient:As a possible 
predictor.（Workshop）6th World Congress of the 
International Society for Apheresis World Apheresis 
Association 11th Congress, 3.2-4, Yokohama.（Nippon 
Apheresis Gakkai Zasshi（Jpn. J. Apheresis）, 26
（Suppl.2）, 112, 2007.）

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の診断において臨床医が病
理医に望むこと－病理医と臨床医の情報共有と正確な診
断－.（ワークショップ）第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 
大阪.（日本病理学会会誌, 96, 136, 2007.）

森田　毅, 堀　和敏, 金　鏞民, 富田寿彦, 大島忠之, 田中
淳二, 山本憲康, 林千鶴子, 福田能啓, 松本譽之, 三輪洋
人（2007）Helicopbacter pylori（H.pylori）血清抗体法によ
る胃癌高危険群絞込みの問題点と対策.（ワークショップ）
第13回日本ヘリコバクター学会, 6.21-22, 大津.（第13回日
本ヘリコバクター学会抄録集, 147, 2007.）

松本譽之, 中村志郎, 神野良男, 大谷明夫, 名倉　宏（2007）
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炎症性腸疾患の病態における粘膜リンパ系の応答の意
義.（シンポジウム）第31回日本リンパ学会総会, 6.8-10, 仙
台.（リンパ学, 30（Suppl.）, 32, 2007.）

中村志郎, 神野良男, 松本譽之（2007）クローン病大量出血
例に関する臨床的検討.（シンポジウム）第87回日本消化
器病学会近畿支部例会, 9.8, 大阪.（第87回日本消化器病
学会近畿支部例会プログラム・抄録集, 16, 2007.）

吉田幸治, 戸澤勝之, 上小鶴孝二, 松本譽之（2007）クロー
ン病におけるInfliximabのTop-Down療法とStep-Up療
法の比較.（シンポジウム）第25回日本大腸検査学会総会, 
9.8-9, 東京.（第25回日本大腸検査学会総会抄録集, 60, 
2007.）

大西国夫, 日下　剛, 福永　健, 松本譽之（2007）難治性潰
瘍性大腸炎に対する血球成分除去療法について.（シンポ
ジウム）第25回日本大腸検査学会総会, 9.8-9, 東京.（第25
回日本大腸検査学会総会抄録集, 54, 2007.）

池内浩基, 中埜廣樹, 内野　基, 中村光宏, 松岡宏樹, 竹末
芳生, 冨田尚裕, 松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎術後の
周術期合併症と長期予後.（シンポジウム）第25回日本大
腸検査学会総会, 9.8-9, 東京.（第25回日本大腸検査学会
総会抄録集, 57, 2007.）

Miwa, H., Hori, K., Oshima, T., Yamamoto, N. and 
Matsumoto, T.（2007）Recent trend of GERD in Japan.

（Symposium）Asian Pacific Digestive Week 2007
（APDW2007）, 10.15-18, Kobe.（J. Gastroenterol. 
Hepatol., 22（Suppl.2）, A109, 2007.）

吉田幸治, 松本譽之, 富田寿彦（2007）クローン病における
InfliximabのTop-Down療法とStep-Up療法の比較.（パネ
ルディスカッション）第49回日本消化器病学会大会・第74
回日本消化器内視鏡学会総会・第38回日本消化吸収学会
総会（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化器病学会
雑誌, 104（臨時増刊）, A417, 2007.）

福永　健, 藤山佳秀, 押谷伸英, 松本譽之（2007）中等症～
重症の難治性UCに対する白血球の効果予測に関する検
討－多施設前向き研究の結果から－.（シンポジウム）第62
回日本大腸肛門病学会学術集会, 11.2-3, 東京.（日本大腸
肛門病学会雑誌, 60, 534, 2007.）

中村志郎, 神野良男, 應田義雄, 大西国夫, 日下　剛, 吉田
幸治, 福永　健, 樋田信幸, 三輪洋人, 松本譽之（2007）
クローン病大量出血に関する臨床的検討.（シンポジウム）
第45回小腸研究会, 11.10, 東京.（プログラム抄録集, 7, 
2007.）

福永　健, 横山陽子, 大西国夫, 日下　剛, 戸澤勝之, 上小
鶴孝二, 長瀬和子, 松本譽之（2007）アフェレシスによる
難治性クローン患者に対する新しい治療アプローチ：選択
的血小板除去療法.（シンポジウム）第28回日本アフェレシ
ス学会学術大会, 11.16-18, 久留米.（日本アフェレシス学
会雑誌, 26（Suppl.3）, 66, 2007.）

〈山村武平・吉川麗月〉
吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 野田雅史, 大嶋　勉, 藤原

由規, 権藤延久, 田村和朗, 宇都宮譲二, 玉置知子, 山村

武平（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）随伴デスモ
イド腫瘍に対する化学療法レジメの確立.（パネルディス
カッション）第5回日本臨床腫瘍学会学術集会, 3.23-24, 
札幌. 

Yoshikawa, R., Yanag i, H., Gega, M., Tsukamoto, 
K., Oshima, T., Ikeuchi, H., Noda, M., Fujiwara, 
Y. ,  G ondo ,  N . ,  Tamu r a , K. ,  U t su nom iya ,  J . , 
Hashimoto-Tamaoki, T. and Yamamura, T.（2007）
Establishment of a successful chemotherapeutic 
regimen（doxorubicin plus dacarbazine）for the 
t reatment of desmoid tumors i n assoc iat ion 
w i t h  F a m i l i a l  A d e n o m a t o u s  P o l y p o s i s 

（FAP）.（Symposium）The 2nd Biennia l Scientif ic 
Meeting of International Society for Gastrointestinal 
Hereditary Tumors, 3.27-30, Yokohama.（Program, 18, 
2007.）

柳生利彦, 栁　秀憲, 池内浩基, 野田雅史, 吉川麗月, 外賀
真, 内野　基, 大嶋　勉, 竹末芳生, 山村武平（2007）大
腸全摘回腸嚢肛門吻合術における工夫.（ワークショップ）
第62回日本消化器外科学会定期学術総会, 7.18-20, 東
京.（日本消化器外科学会雑誌, 40, 1082, 2007.）

Gondo, N., Tamura, K., Furui, Y., Higashi, H., Fukui, 
T., Yokoyama, S., Yoshikawa, R., Noda, M. and Tomita, 
N.（2007）Detection of genomic rearrangements in 
APC and MYC gene by multiplex ligation-dependent 
probe amplification.（Free Paper）The 11th Congress 
of Asian Federation of Coloproctology, 9.20-22, Tokyo. 

野田雅史, 栁　秀憲, 吉川麗月, 柳生利彦, 久野隆史, 塚本
潔, 大嶋　勉, 外賀　真, 藤原由規, 池内浩基, 冨田尚裕

（2007）大腸癌肝転移における肝切除後の再発形式およ
びその治療.（ワークショップ）第45回日本癌治療学会総
会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学会雑誌, 42, 58, 2007.）

Yoshikawa, R., Yanag i, H. , Gega, M., Yagyu, T. , 
Tsukamoto, K., Oshima, T., Kuno, T., Tanaka, K., Murase, 
K., Noda, M., Fujiwara, Y., Utsunomiya, J., Gondo, 
N., Tamura, K., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tomita, 
N.（2007）Successful chemotherapeutic strategy 
for unresectable intra-abdominal desmoid tumours 
in association with familial adenomatous polyposis
（FAP）.（Free Paper Session）The 15th United 
European Gastroenterology Week（UEGW 2007）, 
10.27-31, Par is, France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A46, 
2007.）

Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matsumoto, T., 
Tomita, N., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tsujimura, 
T.（2007）Expression of CXC chemokine receptor 4

（C X C R4）a n d  C O X- 2  a f t e r  p r e o p e r a t i v e 
chemotherapy predicts poor prognosis in oesophageal 
cancer patients.（Free Paper Session）The 15th United 
European Gastroenterology Week（UEGW 2007）, 
10.27-31, Paris, France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A222, 
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2007.）
藤原由規 ,  吉川麗月,  小石健二 ,  松本友寛 ,  冨田尚裕
（2007）StageⅡ, Ⅲ進行食道癌に対する治療戦略：術
前化学放射線療法症例の解析から.（ビデオサージカル
フォーラム）第69回日本臨床外科学会総会, 11.29-12.1, 横
浜.（日本臨床外科学会雑誌, 68（増刊）, 433, 2007.）

〈島　博基〉
近藤宣幸, 三井要造, 上田康生, 樋口喜英, 丸山琢雄, 野島

道生, 山本新吾, 島　博基（2007）フロプロピオンを用い
た選択的α1A遮断薬シロドシンによる射精障害の回避法
についての検討.（ワークショップ）第18回日本性機能学会
学術総会, 9.14-15, 岡山.（日本性機能学会雑誌, 22, 183-
184, 2007.）

〈香山浩二・鍔元浩志〉
長谷川昭子, 香山浩二（2007）卵巣組織の凍結保存と生殖

補助医療への応用.（シンポジウム）第7回RMB（生殖医
学・生物学）研究会シンポジウム, 1.13, 東京. 

長谷川昭子, 香山浩二（2007）Preantral follicle の体外発
育と成熟－動物実験を中心に－.（シンポジウム）日本生殖
医療エンジニアリング研究会第2回学術集会, 2.25, 東京. 

〈廣田誠一〉
Hirota, S. and Shincho, M.（2007）Mutations of receptor 

tyrosine kinase genes in gastrointestinal stromal 
tumors.（Symposium）Asian Pacific Digestive Week 
2007（APDW2007）, 10.15-18, Kobe.

櫻井一成, 野口一馬, 橋谷　進, 伊藤　敬, 新長真由美, 松
田育雄, 羽尾裕之, 浦出雅裕, 廣田誠一（2007）診断困難
であった唾液腺腫瘍例について.（シンポジウム）第36回日
本病理学会近畿支部学術集会,  2.3, 大阪.

廣田誠一（2007）GISTの病理学的診断とGenotypingの臨
床的意義.（基調講演パネルディスカッション）第79回日本
胃癌学会総会, 3.1-3, 名古屋.

廣田誠一（2007）GIST治療におけるGenotypingの臨床的
意義とその実践.（ランチョンセミナー）第96回日本病理学
会総会, 3.13-15, 大阪.

廣田誠一（2007）ICCの病態（GISTを中心として）.（シンポ
ジウム）第112回日本解剖学会総会全国学術集会,  3.27-
29, 大阪.（解剖学雑誌, 82（Suppl.）, 96, 2007.）

〈福田能啓〉
肥塚浩昌, 福田能啓, 下山　克, 大村武雄, 中林奈津子, 阿

部大二郎, 栄谷直美, 藤岡利生, Hazel, M. M., 高橋良樹
（2007）ヘリコバクターヘパティカスに対する特異的モノ
クロナル抗体の特徴と応用.（ワークショップ）第13回日本
ヘリコバクター学会, 6.21-22, 大津. 

肥塚浩昌 , 高橋良樹, 福田能啓（2007）TNBS惹起大腸
炎モデルの腸管粘膜免疫に及ぼすプロバイオティクス
麹の影響.（シンポジウム）第38回日本消化吸収学会総会

（JDDW2007）, 10.18-21, 神戸.（日本消化吸収学会総会
プログラム・講演抄録集38回, 100, 2007.）

［一般講演］
〈金澤　希〉

笹原祐介, 金澤　希, 吉川良恵, 玉置（橋本）知子, 中野芳
朗, 家本敦子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 村上能庸, 井上千津
子（2007）表皮角化細胞に代わる試料としての毛包由来
角化細胞の可能性. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-
15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 
175, 2007.）

金澤　希, 高橋千晶, 齊藤優子, 谷澤隆邦, 玉置知子, 松本
譽之, 中野芳朗（2007）基底細胞母斑症候群の遺伝子解
析. 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会
大会合同大会（BMB2007）, 12.11-15, 横浜.

〈辻村　亨〉
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matsumoto, 

T. ,  Tom i t a ,  N. ,  H a s h i m o t o -T a m a o k i ,  T.  a n d 
T s u j i m u r a ,  T.（2 0 0 7）E x p r e s s i o n  o f  C X C 
c h emok i n e r e c e p t o r  4（CXC R4）a nd C OX-2 
after preoperative chemotherapy predicts poor 
prognosis in oesophageal cancer pat ients. The 
15th United European Gastroenterology Week

（UEGW 2007）, 10.27-31, Paris, France.（Gut, 56 
（Suppl.Ⅲ）, A222, 2007.）

Hamada, T., Sato, A., Torii, I., Fujmoto, J. and Tsujimura, 
T.（2007）Usefulness of oncostatin M gene therapy on 
liver damage induced by dimethylnitrosamine in rats. 
58th Annual Meeting of the American Association for 
the Study of Liver Diseases（AASLD）, 11.2-6, Boston, 
U.S.A.（Hepatology, 46（Suppl.1）, 786A, 2007.）

濵田哲宏, 西上隆之, 藤元治朗, 辻村　亨（2007）ジメチル
ニトロサミンにより誘発されたラット肝障害に対するオン
コスタチンMの遺伝子治療の効果の検討. 第43回日本肝
臓学会総会, 5.31-6.2, 東京.（肝臓, 48（Suppl.1）, A290, 
2007.）

安光亮洋, 福岡和也, 栗林康造, 三宅光富, 宮田　茂, 田端
千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山田秀哉, 村上亜紀, 廣田
誠一, 辻村　亨, 中野孝司（2007）女性腹膜中皮腫の臨
床病理学的特徴（Primary peritoneal mesothelioma in 
women; a clinicopathological feature）. 第66回日本癌
学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記事, 66回, 
61, 2007.）

矢野　元, 真崎雄一, 橋本　茂, 辻村　亨, 佐邊壽孝（2007）
Arf6をユビキチン化するE3リガーゼFbx8のがんにおけ
る発現不全（Loss of Fbx8, a component of E3 ligase 
mediating Arf6 ubiquitination, in different human 
tumors）. 第66回日本癌学会学術総会, 10.3-5, 横浜.（日
本癌学会総会記事, 66回, 142-143, 2007.）

〈玉置知子・山本義弘・中野芳朗・森永伴法〉
Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Yanagi, H., 

Matsumoto, T., Kojima, S., Yamamura, T., Tamaoki, 
T. and Tsujimura, T.（2007）Prognostic significance 
of persistent CXC chemokine receptor（CXCR4）
expression after preoperative chemoradiotherapy 
esophageal cancer patients. Gastrointestinal Cancers 
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Symposium, 1.19-21, Orland, Florida, U.S.A.（Program 
& Proceedings, 100, 2007.）

Koishi, K., Yoshikawa, R., Fujiwara, Y., Yanagi, H., 
Hashimoto-Tamaoki, T., Tsujimura, T. and Yamamura, 
T.（2007）Cycloxygenase-2（COX-2）expression after 
preoperative chemoradiotherapy correlates with 
tumor angiogenesis and recurrence in esophageal 
cancer patients. Gastrointestinal Cancers Symposium, 
1 .19 -21, Or l a nd , F lor ida , U.S .A .（Prog ram & 
Proceedings, 101, 2007.）

Yoshikawa, R., Nakano, Y., Hashimoto-Tamaoki, T., Noda, 
M. and Yanagi, H.（2007）Clinical validation of cell-
cycle oriented dose-dense chemotherapy. 2007 AACR 
Annual Meeting, 4.14-18, Los Angeles, U.S.A.  

Fujiwara, Y., Yoshikawa, R., Koishi, K., Matumoto, T., 
Tomita, N., Hashimoto-Tamaoki, T. and Tujimura, 
T.（2007）Expression of CXC chemokine receptor 
4（C XC R4）a nd C OX-2  a f t e r  p r e o p e r a t i v e 
chemoradiotherapy predicts poor prognosis in 
oesophagea l cancer pat ients. The 15th United 
European Gastroenterology Week（UEGW2007）, 
10.27-31, Paris, France.（Gut, 56（Suppl.Ⅲ）, A222, 
2007.）

霞　弘之, 伊藤善啓, 堀内　功, 田中宏幸, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 玉置知子（2007）22番の染色体逆位にて
5回妊娠し3回流産したと思われる1症例. 第18回武庫川産
婦人科セミナー, 1.27, 西宮. 

霞　弘之, 齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 玉置知子, 澤井
英明, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 小森慎二, 原田直
樹, 香山浩二（2007）インターフェーズFISH法（13, 18, 21, 
X, Y）にて正常と判定されたが染色体検査にてdel（4） 

（p14）を認めた子宮内胎児発育遅延の1例. 第7回関西出
生前診療研究会学術集会, 3.10, 西宮. 

三村博子, 管原由恵, 齊藤優子, 玉置知子（2007）日常診療
における核型記載とISCN2005. 第28回臨床細胞分子遺
伝研究会, 3.10, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置
知子（2007）診断に苦慮した22番染色体腕内逆位例. 第
28回臨床細胞分子遺伝研究会, 3.10, 西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 平松治彦, 澤井英明, 齊藤優子, 
管原由恵, 三村博子, 保井裕子（2007）匿名化システムの
遺伝カウンセリング教育への利用. 第31回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセ
リング学会誌, 28, 39, 2007.）

高橋千晶, 玉置（橋本）知子, 齊藤優子, 笠間周平, 芳川浩
男, 皆川京子, 服部益治, 谷澤隆邦（2007）遺伝子診断に
おけるインフォームドコンセントとインフォームドアセント. 
第31回日本遺伝カウンセリング学会学術集会, 5.25-27, 東
京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 28, 45, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 小森慎二, 玉置（橋本）知

子, 原田直樹, 澤井英明, 武信尚史, 田中宏幸, 齊藤優子, 
香山浩二（2007）親の染色体構造異常に起因する不育症
例への遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学
会誌, 28, 52, 2007.）

齊藤優子, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森慎二, 香山
浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 原田直樹, 玉置知子（2007）
インターフェーズFISH法（13, 18, 21, X, Y）にて正常と判
断されたが染色体異常を認めた子宮内胎児発育不全例
の遺伝カウンセリング. 第31回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会, 5.25-27, 東京.（日本遺伝カウンセリング学会誌, 
28, 55, 2007.）

霞　弘之, 武信尚史, 堀内　功, 田中宏幸, 齊藤優子, 管原
由恵, 三村博子, 澤井英明, 小森慎二, 玉置知子, 香山浩二

（2007）クラインフェルター症候群夫妻の遺伝カウンセリン
グ. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 西宮. 

齊藤優子, 管原由恵, 三村博子, 霞　弘之, 澤井英明, 小森
慎二, 香山浩二, 高橋千晶, 振津かつみ, 玉置知子（2007）
母親のX染色体腕間逆位に由来するターナー症候群の遺
伝カウンセリング. 第29回臨床細胞分子遺伝研究会, 6.30, 
西宮. 

玉置（橋本）知子, 宮本正喜, 齊藤優子, 霞　弘之, 澤井英
明, 平松治彦, 管原由恵, 三村博子（2007）匿名化システ
ムと研究支援, 教育資料の管理について. 日本人類遺伝学
会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プ
ログラム・抄録集, 52, 103, 2007.）

霞　弘之, 管原由恵, 三村博子, 堀内　功, 小森慎二, 玉置
知子, 原田直樹, 澤井英明, 齊藤優子, 田中宏幸, 香山浩二

（2007）逆位により不育症となった2症例の遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵 , 三村博子, 霞　弘之 , 澤井英明, 小
森慎二 , 香山浩二 , 高橋千晶 , 振津かつみ, 玉置知子
（2007）親のInversionに由来する染色体構造異常の3
症例の検討. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東
京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 147, 
2007.）

森永伴法 , 家本敦子, 吉川麗月, 玉置（橋本）知子（2007）
オーロラA mRNAの5’－非翻訳領域による遺伝子発現制
御. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本人
類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 154, 2007.）

玉置（橋本）知子, 山本義弘, 中野芳朗, 森永伴法, 振津かつ
み, 古山順一（2007）医科大学における人類遺伝学教育カ
リキュラムと実習の位置づけ. 日本人類遺伝学会第52回大
会, 9.12-15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄
録集, 52, 130, 2007.）

高橋千晶, 玉置知子, 中野芳朗, 千代豪昭（2007）基底細胞
母斑症候群の1家系に対する長期にわたる遺伝カウンセリ
ング. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-15, 東京.（日本
人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 153, 2007.）

笹原祐介, 金澤　希, 吉川良恵, 玉置（橋本）知子, 中野芳
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朗, 家本敦子, 喜多野征夫, 竹内勝之, 村上能庸, 井上千津
子（2007）表皮角化細胞に代わる試料としての毛包由来
角化細胞の可能性. 日本人類遺伝学会第52回大会, 9.12-
15, 東京.（日本人類遺伝学会大会プログラム・抄録集, 52, 
175, 2007.）

吉川麗月, 栁　秀憲, 外賀　真, 権藤延久, 玉置（橋本）知子
（2007）家族性大腸ポリポーシス（FAP）におけるAPC遺
伝子変異解析とデスモイド腫瘍の発症前診断および化学
療法感受性. 第7回臨床遺伝研究会, 9.13, 東京.（プログラ
ム・抄録集, 1, 2007.）

齊藤優子, 管原由恵, 玉置（橋本）知子, 三村博子, 霞　弘之, 
高橋千晶, 振津かつみ, 森崎裕子, 圷　宏一（2007）父親
にMarfan症候群を認めるソトス症候群の1例. 第7回臨床
遺伝研究会, 9.13, 東京. 

浅井芝樹, 阿子島大輔, 茂田良光, 山本義弘 , 百瀬　浩
（2007）ミトコンドリアDNAによる日本産オオタカの遺伝
的構造.日本鳥学会2007年度大会, 9.21-25, 熊本. 

山本義弘, 浅井芝樹, 山岸　哲（2007）希少鳥類のミトコン
ドリアゲノムプロジェクト. 日本鳥学会2007年度大会, 9.21-
25, 熊本. 

吉川麗月, 藤原由規, 小石健二, 松本友寛, 冨田尚裕, 辻村
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宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 廣田誠一, 新長真
由美（2007）限局性前立腺癌における術前内分泌療法

（NHT）の有効性の検討. 第57回日本泌尿器科学会中部総
会, 11.7-9, 奈良.

上田康生, 三井要造, 鈴木　透, 樋口喜英, 邱　　君, 丸山琢
雄, 近藤宣幸, 野島道生, 山本新吾, 島　博基, 川口理作, 
滝内秀和, 古倉浩次, 善本哲郎（2007）膀胱癌患者におけ
るBladder Check NMP22の臨床的検討. 第54回兵庫県泌
尿器科医会総会, 11.10, 神戸.

野島道生, 鈴木　透, 上田康生, 樋口喜英, 三井要造, 山本
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堀内　功 ,  福岡　実 ,  霞　弘之 ,  小森慎二 ,  香山浩二
（2007）凍結胚移植における自然周期とホルモン補充周
期の臨床成績の比較. 第59回日本産科婦人科学会総会・
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zona pellucida antibodies impair mouse folliculongesis 
and oocyte meiotic maturation in vitro. X International 
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tumor Protein（TCTP）in mouse ser tol i cel ls. 
American Society for Reproductive Medicine 63rd 
Annual Meeting（ASRM2007）, 10.13-17, Washington 
D.C., U.S.A.（2007 ASRM FINAL PROGRAM, 115, 
2007.）

Nakamura, Y., Komori, S., Kasumi, H., Tanaka, H. and 
Koyama, K.（2007）Analysis of androgenic effect 
during spermatogenesis in testis. American Society 
for Reproductive Medicine 63rd Annual Meeting

（ASRM2007）, 10.13-17, Washington D.C., U.S.A.（2007 
ASRM FINAL PROGRAM, 115, 2007.）

Calongos, G., Hasegawa, A., Komori, S. and Koyama, 

K.（2007）Comparison of urinary and recombinant 
FSH in-vitro growth, maturation and fertilization of 
mouse preantral follicles. The International Ovarian 
Conference 2007, 11.2-3, Hakone.

Hasegawa, A., Mochida, N., Komori, S. and Koyama, 
K.（2007）Early follicle development using a two-step 
culture system. The International Ovarian Conference 
2007, 11.2-3, Hakone.

伊藤宏一, 堀内　功, 鍔本浩志, 伊藤善啓, 原田佳世子, 内
田暁子, 福岡　実, 中村有里, 小森慎二, 香山浩二（2007）
子宮筋腫症例へのLAVHにおいて子宮筋腫核の腹腔内遺
残を術中に確認した1例. 第117回近畿産科婦人科学会学
術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 417, 2007.）

中西健太郎, 福岡　実, 中村有里, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信
尚史, 田中宏幸, 小森慎二, 香山浩二（2007）当科で経験し
た胎児共存奇胎の1症例. 第117回近畿産科婦人科学会学
術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 397, 2007.）

衣田隆俊, 伊藤宏一, 中村有里, 鍔本浩志, 福岡　実, 内田暁
子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤理一郎, 小森慎二, 香山浩二
（2007）腹腔内化学療法の合併症：カテーテル接触によ
り膣断端治療不全をおこした2例. 第117回近畿産科婦人
科学会学術集会, 11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 413, 
2007.）

鍔本浩志, 福岡　実, 内田暁子, 伊藤善啓, 武信尚史, 金澤
理一郎, 小森慎二, 香山浩二（2007）当院・当科での外来
化学療法の現状. 第117回近畿産科婦人科学会学術集会, 
11.11, 大阪.（産婦人科の進歩, 59, 424, 2007.）

小森慎二, 伊藤善啓, 霞　弘之, 香山浩二（2007）女性ホル
モン含有クリームの長期使用に発生した乳癌の一例. 第22
回日本更年期医学会学術集会, 11.17-18, 東京.（日本更年期
医学雑誌, 15（Suppl.）, 107, 2007.）

小森慎二, 阪田和子, 霞　弘之, 田中宏幸, 香山浩二（2007）
Translationally controlled tumor protein（TCTP）の発
現におけるアンドロゲン作用の検討. 第22回日本生殖免疫
学会総会・学術集会, 11.30-12.1, 東京. 

〈坂上　隆〉
金　鏞民, 堀　和敏, 大島忠之, 山本憲康, 富田寿彦, 森田

毅, 林千鶴子, 田中淳二, 坂上　隆, 松本譽之, 三輪洋人
（2007）癌化胃過形成性ポリープの1例. 第3回日本消化管
学会総会学術集会, 2.1-2, 東京.（第3回日本消化器学会総
会学術集会抄録集, 245, 2007.）

田中淳二, 大島忠之, 神野良男, 林千鶴子, 富田寿彦, 森田
毅 , 金　鏞民 , 中嶋一彦, 山本憲康 , 堀　和敏 , 城　大
介, 鈴村和大, 坂上　隆, 藤元治朗, 松本譽之, 三輪洋人

（2007）ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）にて術前に観
察し得た小腸GISTの2症例. 第78回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会, 3.3, 大阪.（第78回日本消化器内視鏡学会
近畿地方会プログラム・抄録集, 59, 2007.）

Yamamoto, N., Hashimoto, K., Hayashi, C., Yoshio, O., 
Ohda, Y., Hida, N., Hori, K., Sakagami, T., Ishikawa, H., 
Matsumoto, T. and Miwa, H.（2007）Does slim endoscope 
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improve the tolerance of patients or do we still need 
conscious sedation? a randomized double-blind placebo-
controlled study. Digestive Disease Week 2007, 5.19-24, 
Washington D.C., U.S.A.（Gastrointestinal Endoscopy, 
65, AB322, 2007.）

〈廣田誠一〉
羽尾裕之, 植田初江, 新長真由美, 伊藤　敬, 松田育雄, 飯

原弘二, 廣田誠一（2007）頸動脈狭窄病変の病理組織と
臨床像および頸動脈内膜剥離術（CEA）の適応. 第96回
日本病理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 
220, 2007.）

松田育雄, 今井幸弘, 富田寿彦, 松本譽之, 三輪洋人, 伊藤
敬, 新長真由美, 羽尾裕之, 廣田誠一（2007）Whipple’s 
diseaseが疑われた1症例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-
15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96, 250, 2007.）

新長真由美 , 伊藤　敬 , 松田育雄 , 羽尾裕之 , 廣田誠一
（2007）Juxtaglomerular tumorの一例. 第96回日本病
理学会総会, 3.13-15, 大阪.（日本病理学会会誌, 96 , 304, 
2007.）

中込奈美, 森　一郎, 若狭朋子, 安岡弘直, 中村　靖, 覚道 
健一, 廣田誠一（2007）乳腺筋上皮性腫瘍の三例の組織
学的, 遺伝子学的検討. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 
大阪.（日本病理学会会誌, 96, 212, 2007.）

伊藤　敬 , 新長真由美 , 松田育雄 , 羽尾裕之 , 廣田誠一
（2007）眼瞼に発生したMorphea- l i ke ba sa l c e l l 
carcinomaの一例. 第96回日本病理学会総会, 3.13-15, 大
阪.（日本病理学会会誌, 96, 320, 2007.）

Hao, H., Ueda, H. and Hirota, S.（2007）Pathological 
features of plaqueErosion in fatal cases of coronary 
artery lesion－Comparison between Japanese and 
Occidental plaque erosion－. 第71回日本循環器学会総会
学術集会, 3.15, 神戸.（Circ, J., 71（Suppl.1）, 166, 2007.）

鳥居良貴, 山本格士, 松田育雄, 羽尾裕之, 廣田誠一, 池内
浩基, 松浦成昭（2007）潰瘍性大腸炎患者における大腸
洗浄液細胞診の検討（第1報）. 第48回日本臨床細胞学会
総会（春期大会）, 6.7-9, 千葉.（日本臨床細胞学会雑誌, 46

（Suppl.1）, 160, 2007.）　
Hao, H., I ihara, K., Ishibashi-Ueda, H. and Hirota, 

S.（2007）Relation between pathology of carotid artery 
plaque and patient risk factor for endoatherectomy. 76th 
Congress of European Atherosclerosis Society, 6.10-
13, Helshinki, Finland.（Atherosclerosis supplements, 8, 
108, 2007.）

山田秀哉, 福岡和也, 安光亮洋, 村上亜紀, 栗林康造, 飯田慎
一郎, 田村邦宣, 田端千春, 宮田　茂, 三宅光富, 中野孝司, 
新長真由美, 廣田誠一（2007）気管支喘息患者に発症し自
然消退したサルコイドーシスの1例. 第69回日本呼吸器学会
近畿地方会, 6.30, 大阪. 

寺田貴普, 栗林康造, 田端千春, 田村邦宣, 飯田慎一郎, 山
田秀哉, 福岡和也, 中野孝司, 松田育雄, 廣田誠一（2007）
器質化肺炎が初発症状となった関節リウマチの1例. 第183

回日本内科学会近畿地方会, 9.1, 神戸.
羽尾裕之, 植田初江, 廣田誠一（2007）Drug-eluting stent
（DES）の病理. 第55回日本心臓病学会学術集会, 9.10-
12, 千葉.（Journal  of  Cardiology , 50（Suppl.1）, 315, 
2007.）

塚本吉胤 ,  廣田誠一 ,  西澤恭子,  東山政彦（2 0 0 7）
Tissue microarrayを用いた肺多形癌の免疫組織学
的検討（Immunohistochemical characterization of 
pleomorphic carcinoma of lung by tissue microarray）. 
第66回日本癌学会総会, 10.3-5, 横浜.（日本癌学会総会記
事, 66回, 375-376, 2007.）

織田みほ, 中村純子, 西川律子, 榎本利香, 糸山雅子, 岡村義
弘, 針山良二, 鳥居良貴, 山本格士, 塚本吉胤, 廣田誠一
（2007）肺大細胞神経内分泌癌の3症例. 第33回日本臨床
細胞学会近畿連合会学術集会, 10.7, 和歌山.（第33回日本
臨床細胞学会近畿連合会学術集会プログラム, 17, 2007.）

〈福田能啓〉
三野幸治, 松田知子, 廣瀬　愛, 高橋留佳, 安井富美子, 荒

木一恵, 森不二子, 福田能啓（2007）栄養管理実施加算へ
の当院の対応. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 松
山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 228, 2007.）

野口一馬, 小谷穣治, 児島正道, 矢吹浩子, 宮本純子, 田中
春美, 荒木一恵, 三野幸治, 入江俊彦, 和田恭直, 福田能啓
（2007）舌・下咽頭食道癌術後患者の嚥下障害に対する
歯科的アプローチ. 第22回日本静脈経腸栄養学会, 2.8-9, 
松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 548, 2007.）

小谷穣治, 矢吹浩子, 小倉由美子, 竹田良子, 尾上由美子, 小
西尚美, 岡山カナ子, 三野幸治, 荒木一恵, 入江俊彦, 和田
恭直, 田中春美, 舛谷元丸, 小坂　正, 福田能啓（2007）
大学病院NST立ち上げにおける看護部組織力の重要性－
兵庫医科大学での経験から. 第22回日本静脈経腸栄養学
会, 2.8-9, 松山.（静脈経腸栄養, 22（増刊）, 270, 2007.）

福田能啓（2007）マウス脾臓細胞Th. Th2サイトカイン産生
に及ぼすプロバイオティクス麹の影響. 第93回日本消化器
病学会総会, 4.19-21, 青森. 

野口敬康, 下山　克, 青木南都子, 阿部大二朗, 大村武雄, 白
澤榮一, 高橋良樹, 福田能啓（2007）炎症性腸疾患動物モ
デルに対するアスペルギルス・オリゼーNK菌麹の効果お
よび作用機序の検討. 第61回日本栄養・食糧学会, 5.17-20, 
京都. 

篠木　武, 神芽衣子, 大井康之, 福田能啓, 金　武祚（2007）
H.pylori由来毒素に対する鶏卵抗体の効果. 第61回日本栄
養・食糧学会, 5.17-20, 京都. 

栄谷直美, 肥塚浩昌, 中嶋一彦, 加藤智恵子, 奥田真珠美, 長
田久美子, 坂上　隆 , 福田能啓（2007）新しい便中抗原
測定キットHpSA plusの診断精度. 第13回日本ヘリコバク
ター学会, 6.21-22, 大津. 

池内浩基, 中埜廣樹, 内野　基, 中村光宏, 松岡宏樹, 冨田尚
裕, 福田能啓, 松本譽之（2007）新しい診断デバイス利用
による診断の工夫　クローン病に対するPET検査の有用
性の検討. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
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究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」平成
19年度第1回総会, 7.26-27, 東京.

三野幸治, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣瀬　愛, 栄
谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不二子, 肥塚
浩昌, 福田能啓（2007）在宅治療に向けての兵庫医科大学
病院・臨床栄養部の活動. 第18回日本在宅医療研究会学
術集会, 9.7-9, 横浜.

荒木一恵, 肥塚浩昌, 三野幸治, 森不二子, 安井富美子, 高
橋留佳, 栄谷直美, 廣瀬　愛, 松田知子, 舛谷元丸, 小倉
由美子, 塩谷明子, 和田恭直, 宮本純子, 矢吹浩子, 小谷穣
治, 福田能啓（2007）半固形化栄養剤の使用が奏功した
NST介入の2症例. 第17回近畿輸液・栄養研究会, 9.15, 高
槻.（プログラム・抄録集, 18, 2007.）

栄谷直美, 肥塚浩昌, 三野幸治, 福田能啓（2007）クローン
病の食事指導時における血清微量元素濃度測定の意義. 
第29回日本臨床栄養学会総会, 11.16-18, 京都.（New Diet 
Therapy, 23, 192, 2007.）

福田能啓（2007）クローン病の在宅栄養管理について. 第29
回日本臨床栄養学会総会, 11.16-18, 京都. 

三野幸治, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣瀬　愛, 栄
谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不二子, 肥
塚浩昌 , 福田能啓（2007）NSTと連携した管理栄養士
の病棟訪床による栄養管理実施加算への取り組み. 第
28回日本臨床栄養協会総会, 11.16-18, 京都.（New Diet 
Therapy, 23, 211, 2007.）

肥塚浩昌, 栄谷直美, 三野幸治, 福田能啓（2007）炎症性腸
疾患の病勢鎮静に向けてのプロバイオティックス・プレバ
イオティックス投与の意義. 第29回日本臨床栄養学会総会, 
11.16-18, 京都.（New Diet Therapy, 23, 172, 2007.）

三野幸治, 古屋貴久子, 加畑万貴, 松田知子, 廣瀬　愛, 栄
谷直美, 高橋留佳, 安井富美子, 荒木一恵, 森不二子, 肥塚
浩昌, 福田能啓（2007）NSTと連携した管理栄養士の病
棟訪床による栄養管理実施加算への取り組み. 第6回日本
栄養改善学会近畿支部学術総会, 12.9, 西宮.

■ その他 ■
〈玉置知子・山本義弘・中野芳朗・森永伴法〉
玉置知子（2007）インフォームド・コンセントと遺伝カウンセリ

ング. 染色体遺伝子検査の分かりやすい説明ガイドライン:
独立行政法人福祉医療機構長寿社会福祉基金（一般分）
平成18年度助成金事業介護予防のためのソーシャルワー
ク従事者等への予防や判断情報伝達・知識の向上事業, 

（日本染色体遺伝子検査学会　編）, 日本染色体遺伝子検
査学会, 東京, 123-134.

〈三輪洋人・堀　和敏〉
三輪洋人（2 0 0 7）機能性ディスペプシアの病態.（序）

G.I.Research, 15, 353-354.
峯　徹哉, 春間　賢, 三輪洋人（2007）胃食道逆流症の現状

と対策.（座談会）カレントテラピー, 25, 412-421.
三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方.（講演）川西消化器

病研究会, 2.3, 川西.
三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方.（講演）第4回中津

消化器懇話会特別講演会, 2.9, 大分.
三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方－特にNERDの病態

と治療－.（講演）消化器疾患の治療戦略2007, 2.13, 高松.
三輪洋人（2007）機能性ディスペプシアの病態と治療.（講

演）下京西部医師会生涯教育講演会, 2.15, 京都.
三輪洋人（2007）食道と胃のはざまで－NERDとFDをめぐっ

て－.（講演）第10回消化器ざっくばらんフォーラム, 2.17, 京
都.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方－特にNERDの病態
と治療－.（講演）浜松市学術講演会, 2.21, 浜松.

三 輪洋人 ,  永原章仁 ,  小 池智幸（2 0 0 7）ピロリ菌陽
性のG E R Dは除菌すべきか？.（座談 会）T H E G I 
FOREFRONT, 2.22, 東京.（THE GI FOREFRONT, 3, 
67-75, 2007.）

三輪洋人（2007）機能性ディスペプシアの診断と治療.（講
演）東淀川区医師会学術講演会, 3.15, 東淀川.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方－特にNERDの病態
と治療.（講演）唐津東松浦医師会学術講演会, 4.24, 唐津.

Miwa, H.（2007）What is the optimal treatment for Upper 
GI symptom.（Lecture）ACID Workshop in Washington 
D.C., 5.20, Washington D.C., U.S.A.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方.（講演）第47回奈良
県消化器内視鏡研究会, 6.9, 奈良.

三輪洋人（2007）胃の症状は何故起こるのか？.（講演）第5回
菅生フォーラム, 7.11, 川崎.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方.（講演）第3回福井
県嚥下障害セミナー, 7.13, 福井.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方－特にNERDの病態
と治療－.（講演）岡山GERD講演会, 7.24, 岡山.

三輪洋人（2007）上腹部症状に対する新しい治療戦略.（講
演）福知山・綾部医師会学術講演会, 7.28, 福知山.

三輪洋人（2007）GERDの新しい考え方－特にNERDの病態
と治療－.（講演）旭川市医師会学術講演会, 8.31, 旭川.

三輪洋人（2007）何故胃は痛くなるのか？－ディスペプシアの
病態と治療－.（講演）第7回鳥取胃腸疾患研究会, 9.13, 米
子.

三輪洋人（2007）何故胃は痛くなるのか？－ディスペプシアの
病態と治療－.（講演）南あわじ市医師会臨床談話会, 9.26, 
南あわじ.

三輪洋人（2007）低用量アスピリン療法の功罪－見逃してい
ませんか, その症状－.（講演）福岡県内科医会 北九州ブ
ロック学術講演会, 11.7, 小倉.

三輪洋人（2007）バレット上皮の存在診断と癌.（講演）第11
回千葉GERD研究会, 11.16, 千葉.

三輪洋人（2007）何故胃の痛みやもたれは起こるのか？.（講
演）兵庫医科大学病院平成19年市民健康講座, 12.5, 西宮

（兵庫医科大学）.
〈松本譽之・樋田信幸・應田義雄〉
松本譽之（2007）早期大腸がんの診断と治療－内視鏡治療

でここまで治せる－. 第1回大腸がん死亡ゼロを目指して 
（毎日新聞主催市民公開講座）, 2.18, 大阪. 
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松本譽之（2007）クローン病の病態と治療－抗サイトカイン
療法の現状と今後の展望－. クローン病セミナー, 3.1, 静岡. 

松本譽之（2007）膠原病・リウマチ性疾患と炎症性腸疾患－
診断からみた病態の共通点とその対処－. 第21回兵庫医大
リウマチ関節外科談話会, 3.8, 神戸. 

樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎合併腫瘍性病変におけるpit 
patternの有効性. 第2回Bay Area Gut Club, 3.10-11, 淡
路. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患－最近の話題－.（特別講演）
第14回済生会奈良病院臨床勉強会, 3.17, 奈良. 

應田義雄（2007）潰瘍性大腸炎の最新治療と療養生活. 潰
瘍性大腸炎に関する講演会（大阪府吹田市保健所主催）, 
3.26, 吹田. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患における抗サイトカイン療法
の今後. Infliximab Meeting, 3.31, 宝塚. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の病態と治療薬の最近の進
歩.（教育講演）京都薬科大学京薬会卒後教育講座, 5.13, 
京都. 

樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎におけるサーベイランスの実
際. 武庫川消化器フォーラム, 5.29, 西宮. 

松本譽之（2007）腸免疫3.日本消化器免疫学会News 
Letter, 8, 1.

松本譽之, 中村志郎, 神野良男（2007）クローン病の肉芽腫
は腸内抗原への特異的反応の場である. 平成19年度近畿
腸管微生物研究会総会・研究会, 6.9, 吹田. 

樋田信幸（2007）IBDに対するトータルケア How to treat 
this patient?.（パネリスト）第19回大腸病態治療研究会,  
6.14, 大阪.

松本譽之（2007）レミケードにより変化したクローン病の治
療.（特別講演）レミケード効能追加記念講演会, 6.16, 東
京. 

松本譽之（2007）世界に発信するエビデンスの確立と将来の
可能性へ向けて.（パネリスト）レミケード効能追加記念講
演会, 6.16, 東京. 

樋田信幸（2007）大腸疾患の新しい画像診断法－NBI・
AFI・PET－.（教育講演）第32回兵医大腸疾患研究会, 
6.16, 尼崎. 

松本譽之（2007）膠原病及び類縁疾患と消化管病変.（特別
講演）第7回膠原病の臓器障害研究会, 7.7, 大阪. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患に対するインフリキシマブ臨
床試験の状況.（ディスカッション）Round Table Meeting 
on IBD, 8.4, 東京. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の治療スタンダード－診療ガ
イドライン（難病研究班）より－.（ミニレクチャー）兵庫IBD
カンファレンス, 8.10, 神戸. 

松本譽之（2007）大腸癌と遺伝.（ミニレクチャー）第367回大
阪胃研究会, 9.12, 大阪. 

松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎・診療ガイドラインにみる白
血球除去療法の位置付けと可能性.（座談会）UC WAVE, 
9, 1-6.

松本譽之（2007）クローン病.（難病医療相談会）平成19年度

尼崎市難病医療相談会（尼崎市難病団体連絡協議会主
催）, 10.14, 尼崎. 

應田義雄（2007）潰瘍性大腸炎・クローン病.（難病医療相談
会）第57回「医療・生活・教育」相談会（兵庫県・兵庫県難
病団体連絡協議会主催）, 10.14, 加西. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の病態を治療.（特別講演）
第21回三重消化管腫瘍セミナー, 11.7, 津. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の診断と治療について.（特別
講演）第1回姫路消化管フォーラム, 11.8, 姫路. 

松本譽之（2007）IBDに合併する大腸癌とそのサーベイラン
ス.（教育講演）第10回兵庫大腸癌治療研究会, 11.9, 神戸. 

松本譽之（2007）Colitic cancerの内視鏡診断－効率的な
サーベイランス－.（特別講演）第41回胃を考える会, 11.10, 
徳島. 

應田義雄（2007）我々が経験した小腸出血.（症例報告）第
33回兵庫医科大学腸疾患研究会, 11.17, 尼崎. 

松本譽之（2007）炎症性腸疾患の内科治療－Up To Date
－.（特別講演）第7回埼玉UC&CD研究会, 11.22, 大宮. 

松本譽之（2007）腹痛と下痢の診断－感染性腸炎の鑑別
と内視鏡.（レクチャー）第63回兵医内科カンファレンス, 
11.26, 西宮（兵庫医科大学）. 

樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎の癌化と内視鏡診断.（社内
勉強会講演）日清キョーリン製薬株式会社大阪支店社内
勉強会, 12.6, 大阪. 

松本譽之（2007）潰瘍性大腸炎サーベイランスアトラスの紹
介.（特別企画講演）第29回IBD Club Jr.研究会, 12.8, 東
京. 

樋田信幸（2007）潰瘍性大腸炎について.（難病医療相談
会）平成19年度尼崎市難病医療相談会（尼崎市難病団体
連絡協議会主催）, 12.9, 尼崎. 

松本譽之（2007）見直そう食のバランス－増え続ける日本人
の大腸癌－.（企画特集）毎日新聞朝刊, 12.16, 24.

〈香山浩二・鍔本浩志〉
鍔本浩志（2007）癌性腹膜炎を呈した卵巣癌患者に対する

アプローチ.（特別講演）第6回尼崎地区産婦人科疾患勉強
会, 1.18, 尼崎. 

鍔本浩志（2007）癌治療のトピックス. 兵庫医科大学産婦人
科勉強会, 11.15, 西宮. 

武信尚史, 長谷川昭子, 持田菜穂子, 霞　弘之, 小森慎二, 小
林眞一郎, 香山浩二（2007）卵丘細胞におけるCD52の性
状分析. 西宮・兵庫医科大学産婦人科勉強会, 11.15, 西宮. 

原田佳世子, 田中宏幸, 辻　芳之, 長田久美子, 香山浩
二（20 07）Ure a p l a s m a感染と早期産の関連および
Ureaplasma由来リポ蛋白の作用の検討. 兵庫医科大学産
婦人科勉強会, 11.15, 西宮.

〈廣田誠一〉
杉山敏郎, 廣田誠一, 篠村恭久, 神田達夫（2007）GISTの診

断と治療.（座談会）The GI Forefront, 3, 53-61.
廣田誠一（2007）GISTの病態と治療. 第9回久留米消化器癌

セミナー, 2.15, 久留米.
柴田陽子, 脇　英彦, 肥塚明日香, 山平正浩, 東浦晶子, 橋
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本眞理子, 松田育雄, 廣田誠一, 田附裕子, 藤元治朗, 飯
島尋子（2007）多発性肝転移を伴ったEwing’s sarcoma

（ES）/primitive neuroectodermal tumor（PNET）の一
例. 第5回阪神エコーレベルアップミーティング, 7.21, 西宮.

中村純子, 鳥居良貴, 山本格士, 廣田誠一（2007）呼吸器領
域の臨床と病理・細胞診－より正確な診断を得るために 

（検体処理の実際）－. 第4回滋賀・京都・大阪・兵庫 病理・
細胞検査講習会, 8.25, 大阪.

廣田誠一（2007）Gastrointestinal stromal tumor（GIST）
の病態と治療. 第4回新日鉄広畑病院消化器オープンカン
ファレンス, 9.25, 姫路.

廣田誠一（2007）GISTの病態から治療まで. 第5回静岡県東
部GIST研究会, 11.22, 三島.

廣田誠一（2007）GIST－病態から治療まで－. 都立駒込病院
第464回総合カンファレンス, 12.3, 東京.

〈福田能啓〉
福田能啓（2007）これまでのヘリコバクター, これからのヘリ

コバクター. 第14回垂水消化器疾患談話会, 1.11, 垂水. 
福田能啓（2007）これまでのヘリコバクターピロリこれからの

ヘリコバクターピロリ. 西宮市医師会総合臨床研究会, 4.10, 
西宮. 

福田能啓（2007）栄養アセスメント－NST：院内から在宅へ
－. 東京医科大学霞ヶ浦病院グランドカンファレンス, 4.14, 
東京. 

福田能啓（2007）クローン病の在宅栄養管理. 第18回山陰炎
症性腸疾患治療研究会, 8.18, 松江. 

蘆野吉和, 城谷典保, 福田能啓（2007）がん患者の継続医療
－病院から地域へ－. 癌と化学療法, 34（Suppl.Ⅱ）, 155-
164.

福田能啓（2007）「クローン病の内科治療」－病因から考える
栄養療法－. 第12回金曜学術講演会, 11.9, 田辺. 

福田能啓（2007）H. hepaticusの基礎と臨床. 第11回北海道
Helicobacter pyloriフォーラム, 11.10, 札幌. 

細胞移植部門
Laboratory of Cell Transplantation

専任教員
■ 著書 ■
井本しおん, 小泉民雄, 藤盛好啓（2007）GVHDとサイトカイ

ン. 臨床サイトカイン学,（臨床サイトカイン研究会 編）, メデ
イカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 47-53.

■ 学術論文 ■
［原著］
Ookura, N., Fujimori, Y., Nishioka, K., Kai, S., Hara, H. 

and Ogawa, H.（2007）Adipocyte differentiation of 
human marrow mesenchymal stem cells reduces the 

supporting capacity for hematopoietic progenitors 
but not for severe combined immunodeficiency 
repopulating cells. Int. J. Mol. Med., 19, 387-392.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4+ Vα24+ 
Vβ11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
245.

Eguchi, R., Suzuki, A., Miyakaze, S., Kaji, K. and Ohta, 
T.（2007）Hypoxia induces apoptosis of HUVECs in 
an in vitro capillary model by activating proapoptotic 
signal p38 through suppression of ERK1/2. Cell Signal., 
19, 1121-1131.

Ohta, T., Eguchi, R., Suzuki, A., Miyakaze, S., Ayuzawa, 
R. and Kaji, K.（2007）Hypoxia-induced apoptosis and 
tube breakdown are regulated by p38 MAPK but 
not by caspase cascade in an in vitro capillary model 
composed of human endothelial cells. J. Cell. Physiol., 
211, 673-681.

［症例報告］
Itsukuma, T., Ishikawa, H., Misawa, M., Kai, S., Fujimori, 

Y., Nakagawa, K., Hirota, S., Sugihara, A., Terada, N. 
and Hara, H.（2007）Familial adenomatous polyposis 
complicated by chronic myelogenous leukemia: 
response to imatinib mesylate. J. Gastroenterol., 42, 
402-405.

■ 学会発表 ■
［一般講演］
岡田昌也, 加藤るり, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 吉原

哲, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 池亀和博, 玉置広哉, 藤盛好啓, 
小川啓恭（2007）インフリキシマブにて関節リウマチ加療
中に発症したB-CLL. 第69回日本血液学会・第49回日本臨
床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1129, 
2007.）

井上貴之, 海田勝仁, 加藤るり, 佐竹敦志, 徳川多津子, 吉
原　哲, 澤田暁宏, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 池亀和博, 玉置
広哉, 岡田昌也, 日笠　聡, 藤盛好啓, 小川啓恭（2007）
中枢神経病変を有する難治性造血器腫瘍に対する血縁者
間HLA半合致ミニ移植. 第69回日本血液学会・第49回日
本臨床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 
956, 2007.）

佐竹敦志, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 谷口
裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌也, 藤盛好
啓, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2007）当科における臍帯血移植
の治療成績. 第29回日本造血細胞移植学会総会, 2.16-17, 
福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄
録集, 194, 2007.）

江口良二, 内藤博敬, 国政和宏, 鮎澤利重, 太田敏郎, 大橋
典男, 藤盛好啓, 加治利彦（2007）In vitro 血管モデルを
用いたヒト血管虚血障害の解析：管腔崩壊を制御するタン
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パク質の探索. 第16回日本アポトーシス研究会学術集会, 
8.3-4, 船橋.

兼任教員
■ 著書 ■

〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2007）造血幹細胞移植と輸血. スタンダード輸血

検査テキスト, 第2版,（認定輸血検査技師制度協議会カリ
キュラム委員会　編）, 医歯薬出版, 東京, 232-243.

■ 学術論文 ■
［総説］
〈小川啓恭・岡田昌也・池亀和博・玉置広哉〉
池亀和博, 小川啓恭（2007）血縁HLA不適合移植. 血液・腫

瘍科, 55（Suppl. 5）, 216-226.
谷口裕紀, 池亀和博（2007）前治療（大量化学療法, 全身放

射線照射等）をどう行うか. 臨床腫瘍プラクティス, 3, 381-
384.

海田勝仁, 小川啓恭（2007）骨髄移植後に髄外再発を認め
たMyeloid/NK cell precursor acute leukemia. FRONT 
WAVE in HEMATOLOGY, 22, 2-3.

〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2007）成人臍帯血移植の成績. 血液腫瘍科, 55
（Suppl. 5）, 361-366.

［原著］
〈小川啓恭・岡田昌也・池亀和博・玉置広哉〉
Kaida, K., Ikegame, K., Fujioka, T., Taniguchi, Y., Inoue, 

T., Hasei, H., Tamaki, H., Yoshihara, S., Kawase, I. 
and Ogawa, H.（2007）Kinetics of granulocyte colony-
stimulating factor in the human milk of a nursing 
donor receiving treatment for mobilization of the 
peripheral blood stem cells. Acta Haematol., 118, 176-
177.

Ookura, N., Fujimori, Y., Nishioka, K., Kai, S., Hara, H. 
and Ogawa, H.（2007）Adipocyte differentiation of 
human marrow mesenchymal stem cells reduces the 
supporting capacity for hematopoietic progenitors 
but not for severe combined immunodeficiency 
repopulating cells. Int. J. Mol. Med., 19, 387-392.

Fujibayashi, Y., Fujimori, Y., Kasumoto, I., Kai, S., Hara, 
H., Okamura, H., Tsutsui, H., Ogawa, H. and Nakanishi, 
K.（2007）Interleukin-18 regulates T helper 1 or 2 
immune responses of human cord blood CD4+ Vα24+ 

Vβ11+ natural killer T cells. Int. J. Mol. Med., 20, 241-
245.

Matsumoto, M., Kawa, K., Uemura, M., Kato, S., Ishizashi, 
H., Isonishi, A., Yagi, H., Park, Y.D., Takeshima, Y., 
Kosaka, Y., Hara, H., Kai, S., Kanamaru, A., Fukuhara, 
S., Hino, M., Sako, M., Hiraoka, A., Ogawa, H., Hara, 
J. and Fujimura, Y.（2007）Prophylactic fresh frozen 
plasma infusion may prevent development of hepatic 
VOD after stem cell transplantation via ADAMTS13-
mediated restoration of von Willebrand factor plasma 

levels. Bone Marrow Transplant., 40, 251-259.
Nakamichi, I., Tomita, Y., Zhang, B., Sugiyama, H., 

Kanakura, Y., Fukuhara, S., Hino, M., Kanamaru, A., 
Ogawa, H. and Aozasa, K.（2007）Correlation between 
promoter hypermethylation of GSTP1 and response to 
chemotherapy in diffuse large B cell lymphoma. Ann. 
Hematol., 86, 557-564.

Yamauchi, A., Fujita, S., Ikeda, J., Nakamichi, I., 
Fukuhara, S., Hino, M., Kanakura, Y., Ogawa, H., 
Sugiyama, H., Kanamaru, A. and Aozasa, K.（2007）
Diffuse large B-cell lymphoma in the young in Japan: 
a study by the Osaka Lymphoma Study Group. Am. J. 
Hematol., 82, 893-897.

Inoue, Y., Tamaki, H., Yamagami, T., Iwasaki, H., 
Nakatsuka, S. and Soma, T.（2007）False-positive FDG-
PET findings due to bone metastasis from prostate 
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Soma, T. and Matsuoka, M.（2007）Development of 
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Asou, N., Kishimoto, Y., Kiyoi, H., Okada, M., Kawai, Y., 
Tsuzuki, M., Horikawa, K., Matsuda, M., Shinagawa, K., 
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become negative for PML-RARalpha transcript after 
consolidation therapy: the Japan Adult Leukemia Study 
Group（JALSG）APL97 study. Blood, 110, 59-66.

Yanada, M., Matsushita, T., Asou, N., Kishimoto, Y., 
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Ohtake, S., Yagasaki, F., Matsumoto, T., Kimura, Y., 
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and Naoe, T.（2007）Severe hemorrhagic complications 
dur ing remission induct ion therapy for acute 
promyelocytic leukemia: incidence, risk factors, and 
influence on outcome. Eur. J. Haematol., 78, 213-219.

Yanada, M., Jinnai, I., Takeuchi, J., Ueda, T., Miyawaki, 
S., Tsuzuki, M., Hatta, Y., Usui, N., Wada, H., Morii, T., 
Matsuda, M., Kiyoi, H., Okada, M., Honda, S., Miyazaki, 
Y., Ohno, R. and Naoe, T.（2007）Clinical features and 
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Ookura, N., Fujimori, Y., Nishioka, K., Kai, S., Hara, H. 
and Ogawa, H.（2007）Adipocyte differentiation of 
human marrow mesenchymal stem cells reduces the 
supporting capacity for hematopoietic progenitors 
but not for severe combined immunodeficiency 
repopulating cells. Int. J. Mol. Med., 19, 387-392.

［研究報告］
〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2007）細胞提供者を安全に管理するために－顆

粒球採取の現状. 厚生労働科学研究費補助金 医薬品医
療機器等レギュラトリーサイエンス総合事業「輸血用血液
及び細胞療法の安全性に関する研究」班　平成18年度総
括・分担研究報告書, 76-83.

甲斐俊朗, 神前昌敏, 高梨美乃子, 東　　寛（2007）HLAお
よび細胞数と臍帯血移植の成績. 厚生労働科学研究費補
助金 ヒトゲノム・再生医療等研究事業「臍帯血を用いる造
血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保に関する研究」
班 平成18年度総括・分担研究報告書, 21-24.

■ 学会発表 ■
［指定講演］
〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2007）成人に対する臍帯血移植－複数臍帯

血移植を中心に－.（特別講演）第2回Annua l Review 
Transplant Forum, 2.9, 東京.

Kai, S.（2007）Banco de Sangre de Cordon Umbilical.
（S p e c i a l  L e c t u r e）U C I M E D C o n f e r e n c i a 
Internacional, 2.22, San Jose, Costa Rica.

［シンポジウム等］
〈小川啓恭・岡田昌也・池亀和博・玉置広哉〉
池亀和博, 小川啓恭（2007）血縁（未処理）HLA半合致移植

におけるGVHDとGVLの現状.（シンポジウム）第29回日本
造血細胞移植学会総会, 2.16-17, 福岡.（第29回日本造血細
胞移植学会総会プログラム・抄録集, 113, 2007.）

岡田昌也（2007）成人臍帯血移植.（シンポジウム）第87回近
畿血液学会地方会, 6.16, 大阪.

〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2007）臍帯血バンクと臍帯血移植.（シンポジウ

ム）第14回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム, 
10.6, 高松.（日本輸血細胞治療学会雑誌, 53, 449, 2007.）

［一般講演］
〈小川啓恭・岡田昌也・池亀和博・玉置広哉〉
小川啓恭（2007）T細胞非除去HLA2-3抗原不適合移植. 第

5回日本組織適合性学会・近畿地方会, 2.3, 大阪.
岡田昌也, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 谷口

裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 玉置広哉, 小川啓
恭, 藤盛好啓, 三澤眞人, 高塚広行（2007）骨髄非破壊的
同種造血幹細胞移植後に生着不全をきたし自己造血にて
長期血液学的寛解中の2例. 第29回日本造血細胞移植学
会総会, 2.16-17, 福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会
プログラム・抄録集, 192, 2007.）

佐竹敦志, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 谷口

裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌也, 藤盛好
啓, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2007）当科における臍帯血移
植の治療成績. 第29回日本造血移植学会総会, 2.16-17, 福
岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄録
集, 194, 2007.）

Imado, T., Iwasaki, T., Kuroiwa, T., Kitano, S., Tsunemi, 
S., Sano, H. and Ogawa, H.（2007）Associat ion of 
TLR-4 mutations in host and donor cells and the 
risk for acute GVHD after allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation. Annual Meeting of the 
European Group for Blood and Marrow Transplantation

（EBMT 2007）, 3.25-28, Lyon, France.（Bone Marrow 
Transplantation, 39（Suppl.1.）, S104, 2007.）

澤田暁宏, 日笠　聡, 井上貴之, 海田勝仁, 徳川多津子, 谷
口裕紀, 藤岡龍哉, 池亀和博,  玉置広哉, 岡田昌也, 小川
啓恭（2007）術前検査で発見された第V因子欠乏症の1例. 
第87回近畿血液学会地方会, 6.16, 大阪.

井上貴之, 海田勝仁, 加藤るり, 佐竹敦志, 徳川多津子, 吉
原　哲, 澤田暁宏, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 池亀和博, 玉置
広哉, 岡田昌也, 日笠　聡, 藤盛好啓, 小川啓恭（2007）中
枢神経病変を有する難治性造血器腫瘍に対する血縁者
間HLA半合致ミニ移植. 第69回日本血液学会・第49回日
本臨床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 
956, 2007.）

宮腰重三郎, 山口拓洋, 上　昌広, 松村有子, 湯地晃一郎, 成
松宏人, 滝田盛仁, 久住栄二, 坂巻　壽, 香西康司, 岡田昌
也, 大杉夕子, 小林良二, 井上雅美, 高橋　聡, 谷口修一, 加
藤俊一（2007）本邦における臍帯血移植後graft-versus-
host diseaseについて. 第69回日本血液学会・第49回日本
臨床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 
900, 2007.）

坂巻　壽, 谷脇雅史, 石澤賢一, 藤澤　信, 森島泰雄, 飛内 
賢正, 岡田昌也, 安藤　潔, 薄井紀子, 宮脇修一, 宇都宮與, 
魚嶋伸彦, 永井　正, 直江知樹, 泉二登志子, 陣内逸郎, 谷
本光音, 宮崎泰司, 大西一功, 飯田真介, 岡本真一郎, 芹生 
卓, 大野竜三（2007）ダサチニブの慢性骨髄性白血病及
びPhiladelphia染色体陽性急性リンパ性白血病に対する
臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験. 第69回日本血液学会・第49回日本臨
床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 944, 
2007.）

徳川多津子, 日笠　聡, 井上貴之, 海田勝仁, 谷口裕紀, 藤
岡龍哉, 澤田暁宏, 池亀和博, 玉置広哉, 岡田昌也, 小川
啓恭（2007）チクロピジンにより発症した血栓性微小血管
障害症の治療経過. 第69回日本血液学会・第49回日本臨
床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1090, 
2007.）

池亀和博, 海田勝仁, 井上貴之, 加藤るり, 吉原　哲, 藤岡
龍哉, 谷口裕紀, 川上　学, 佐竹敦志, 岡田昌也, 玉置広
哉 , 小川啓恭（2007）同種移植後の肝障害に対するベザ
フィブレート療法. 第69回日本血液学会・第49回日本臨床
血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1107, 
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2007.）
岡田昌也, 加藤るり, 井上貴之, 海田勝仁, 佐竹敦志, 吉原

哲, 藤岡龍哉, 谷口裕紀, 池亀和博, 玉置広哉, 藤盛好啓, 
小川啓恭（2007）インフリキシマブにて関節リウマチ加療
中に発症したB-CLL. 第69回日本血液学会・第49回日本臨
床血液学会合同総会, 10.11-13, 横浜.（臨床血液, 48, 1129, 
2007.）

澤田暁宏, 日笠　聡, 徳川多津子, 角田ちぬよ, 小川啓恭, 惣
宇利正善, 一瀬白帝（2007）後天性凝固第XIII因子欠乏
が原因と考えられた筋肉内血腫の1例. 第30回日本血栓
止血学会総会, 11.15-17, 三重.（日本血栓止血学会誌, 18, 
534, 2007.）

森川朋子, 吉原　哲, 玉置広哉, 海田勝仁, 加藤るり, 池亀
和博, 岡田昌也, 小川啓恭（2007）t（14;19）転座を認めた
CLLの一例. 第88回近畿血液学地方会, 11.24, 京都.

〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗, 高橋隆幸, 村山　徹, 小阪嘉之, 大塚欣敏, 原

宏, 荒木延夫, 能勢義介（2007）成人臍帯血移植生着症
例の予後因子の検討. 第29回日本造血細胞移植学会総会, 
2.16-17, 福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログラ
ム・抄録集, 195, 2007.）

荒木延夫, 西村千恵, 稲葉洋行, 能勢義介, 井本しおん, 三戸  
壽, 甲斐俊朗, 原　　宏（2007）HLA抗体陽性レシピレン
トの抗体産生能と臍帯血移植の適応. 第29回日本造血細
胞移植学会総会, 2.16-17, 福岡.（第29回日本造血細胞移植
学会総会プログラム・抄録集, 154, 2007.）

佐竹敦志, 中島利幸, 井上貴之, 海田勝仁, 沖川佳子, 谷口
裕紀, 藤岡龍哉, 糸井久幸, 池亀和博, 岡田昌也, 藤盛好
啓, 甲斐俊朗, 小川啓恭（2007）当科における臍帯血移植
の治療成績. 第29回日本造血細胞移植学会総会, 2.16-17, 
福岡.（第29回日本造血細胞移植学会総会プログラム・抄
録集, 194, 2007.）

国分寺晃, 池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 村田理恵, 前田
和宏, 郡谷哲男, 甲斐俊朗（2007）輸血療法の実施に関す
る指針への対応－輸血に伴う副作用対策について－. 第55
回日本輸血・細胞治療学会総会, 5.31-6.2, 名古屋.（日本輸
血細胞治療学会誌, 53, 303, 2007.）

池本純子, 井上玲子, 奥田典子, 村田理恵, 前田和宏, 郡谷
哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2007）COBE-Spectraによる
顆粒球採取の評価. 第55回日本輸血・細胞治療学会総
会, 5.31-6.2, 名古屋.（日本輸血細胞治療学会誌, 53, 231, 
2007.）

池本純子, 奥田典子, 川岸万佑子, 下野珠実, 前田和宏, 松
下恵子, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2007）臍帯血におけるCD34 
Count Kit（DAKO）の使用経験. 第17回日本サイトメト
リー学会学術集会, 7.5-6, 千葉.（Cytometry Research, 17

（Suppl.）, 45, 2007.）
秋山秀樹, 奥山美樹, 浅井　治, 大戸　斉, 甲斐俊朗, 原

雅道, 日野雅之, 佐尾浩, 落合亮一, 森田  潔, 中尾康夫
（2007）骨髄採取における希釈液についての検討. 第69回
日本血液学会・第49回日本臨床血液学会合同総会, 10.11-

13, 横浜.（臨床血液, 48, 886, 2007.）
川岸万佑子, 池本純子, 藤井知香, 寄崎ゆかり, 井上玲子, 奥

田典子, 下野珠実, 村田理恵, 前田和宏, 松下恵子, 郡谷
哲男, 国分寺晃, 甲斐俊朗（2007）臍帯血におけるCD34 
Count Kit（DAKO）の使用経験. 第51回日本輸血・細胞
治療学会近畿支部総会, 12.1, 和歌山.

井上玲子, 前田和宏, 池本純子, 藤田典子, 郡谷哲男, 国分
寺晃, 甲斐俊朗（2007）当院における幹細胞凍結保存につ
いての検討. 第51回日本輸血・細胞治療学会近畿支部総
会, 12.1, 和歌山.

Kato, S., Atsuta, Y., Morishima, Y., Nagamura, T., 
Takaue, Y., Sakamaki, H., Okamoto, S., Takahashi, S., 
Taniguchi, S., Kato, K., Isoyama, K., Takanashi, M., 
Kai, S., Azuma, H., Tsuchida, M., Kawa, K. and Kodera, 
Y.（2007）Comparison of 6586 unrelated bone marrow 
transplants（UBMT）and 2713 unrelated cord blood 
transplants（UCBT）in Japan. 49th Annual Meeting of 
the American Society of Hematology, 12.8-11, Atlanta, 
Georgia, U.S.A.

Matsuno, N., Taniguchi, S., Takahashi, S., Kai, S., 
Yamada, K., Sakamaki, H.,   Nagamura, T., Takanashi, 
M. a nd Kato, S .（2007）Umbi l ic a l cord b lo od 
transplantation after reduced-intensity conditioning 
for adults: the report from Japan Cord Blood Bank 
Network. 49th Annual Meeting of the American Society 
of Hematology, 12.8-11, Atlanta, Georgia, U.S.A.

Hishizawa, M., Kanda, J., Utsunomiya, A., Taniguchi, 
S., Eto, T., Moriuchi, Y., Tanosaki, R., Kawano, 
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nationwide retrospective analysis. 49th Annual Meeting 
of the American Society of Hematology, 12.8-11, 
Atlanta, Georgia, U.S.A.

■ その他 ■
〈小川啓恭・岡田昌也・池亀和博・玉置広哉〉
池亀和博（2007）造血幹細胞移植領域の現状と症例提示. 

第5回兵庫がん治療・細胞療法研究会, 1.20, 神戸.
小川啓恭（2007）T細胞非除去HLA不適合移植. 第2回

Kyoto Hematology Forum,  3.17, 京都.
池亀和博（2007）インターネットによる国際学会速報. 33rd 

Annual Meeting of the European Group for Blood and 
Marrow Transplantation, 3.26, Lyon, France.

岡田昌也（2007）分子生物学的再発に対しGOが有効であっ
た高齢者APL. 神戸GO-AML-Summit学術講演会, 4.13, 
尼崎.

池亀和博（2007）HLA半合致移植について. ビレッジ2000
　患者・家族の会, 4.21, 西宮（兵庫医科大学）.

岡田昌也, 海田勝仁, 加藤るり, 井上貴之, 吉原　哲, 谷口
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裕紀, 藤岡龍哉, 池亀和博, 玉置広哉, 小川啓恭（2007）
初診時より4点転座を認め, イマチニブ不耐用であった慢
性骨髄性白血病. 第59回兵庫白血病懇話会, 5.12, 神戸.　

岡田昌也（2007）血液疾患患者の妊娠と出産について, 患者
が男性の場合と女性の場合. 再生つばさの会, 6.9, 大阪.

澤田暁広, 日笠　聡, 徳川多津子, 小川啓恭（2007）当院で
の血友病患者におけるC型肝炎治療成績. 第３回阪神ヘモ
フィリア研究会, 6.23, 兵庫.

小川啓恭（2007）HLA半合致移植. 第19回大阪造血幹細胞
移植研究会, 6.29, 大阪.

小川啓恭（2007）HLA半合致移植. 血液疾患 Lecture 
Meeting（移植治療の進歩）, 7.6, 高槻.　

池亀和博（2007）HLA半合致ミニ移植. 第5回血液細胞療法
フォーラム, 7.14, 大阪.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. 第1回血液
免疫腫瘍カンファレンス, 7.18, 大阪.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. 第7回北陸
造血細胞移植研究会, 9.8, 金沢.

池亀和博（2007）組適塾へようこそ.（コメンテーター）第16回
日本組織適合性学会大会, 9.10, 京都.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. ノバルティ
スファーマ勉強会, 10.18, 尼崎.

岡田昌也（2007）造血幹細胞移植. バイエル社内研修会,  
11.12, 大阪.

池亀和博（2007）HLA半合致移植の展望と野望. ヤンセン
ファーマ勉強会, 12.20, 神戸.

〈甲斐俊朗〉
甲斐俊朗（2007）複数臍帯血移植. 第33回三重大学造血細

胞移植カンファレンス, 3.23, 三重.
甲斐俊朗, 神前昌敏, 高梨美乃子, 東　　寛（2007）HLAお

よび細胞数と臍帯血移植の成績. 厚生労働科学研究費補
助金（ヒトゲノム・再生医療等研究事業）「臍帯血を用いる
造血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保に関する研
究」班　平成18年度第2回班会議, 1.27, 東京.

甲斐俊朗（2007）複数臍帯血移植の進捗状況. 厚生労働科
学研究費補助金（ヒトゲノム・再生医療等研究事業）「臍
帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高度化と安全性確保
に関する研究」班　平成19年度第1回班会議, 6.22, 名古
屋.

細胞・遺伝子治療部門
Laboratory of Cell and Gene Therapy

■ 学術論文 ■
［総説］
後藤章暢（2007）遺伝子治療臨床応用への取り組み. 兵庫医

科大学医学会雑誌, 32, 45-48.
［原著］
Shirakawa, T., Terao, S., H inata, N., Tanaka, K., 

Takenaka, A., Hara, I., Sugimura, K., Matsuo, M., 
Hamada, K., Fuji, K., Okegawa, T., Higashihara, E., 
Gardner, T.A., Kao, C., Chung, L.W., Kamidono, S., 

Fujisawa, M. and Gotoh, A.（2007）Long-term outcome 
of phase I/II clinical trial of Ad-OC-TK/VAL gene 
therapy for hormone-refractory metastatic prostate 
cancer. Hum. Gene Ther., 18, 1225-1232.

Terao, S., Shirakawa, T, Kubo, S., Bishunu, A., Lee, S.J., 
Goda, K., Tsukuda, M., Hamada, K., Tagawa, M., 
Takenaka, A., Fujisawa, M. and Gotoh, A.（2007）
Midkine promoter-based conditionally replicative 
adenovirus for targeting midkine-expressing human 
bladder cancer model. Urology, 70, 1009-1013.

Hamada, K., Desaki, J., Nakagawa, K., Zhang, T., 
Shirakawa, T., Gotoh, A. and Tagawa, M.（2007）
Carrier cel l-mediated delivery of a replication-
competent adenovirus for cancer gene therapy. Mol. 
Ther., 15, 1121-1128.

Shigemura, K., Sung, S.Y., Kubo, H., Arnold,R.S., Fujisawa, 
M., Gotoh, A., Zhau, H.E. and Chung, L.W.（2007）
Reactive oxygen species mediate androgen receptor- 
and serum starvation-elicited downstream signaling 
of ADAM9 expression in human prostate cancer cells. 
Prostate, 67, 722-731.

Shigemura, K., Arbiser, J.L., Sun, S.Y., Zayzafoon, M., 
Johnstone, P.A., Fujisawa, M., Gotoh, A., Weksler, B., 
Zhau, H.E. and Chung, L.W.（2007）Honokiol, a natural 
plant product, inhibits the bone metastatic growth of 
human prostate cancer cells. Cancer, 109, 1279-1289.

Hoshitani, Y., Ishida, H., Otsuki, N., Shirakawa, T., Gotoh, 
A. and Nibu, K.（2007）Induction of immunological 
antitumor effects by adenovirus-mediated gene 
transfer of B7-1 in a murine squamous cell carcinoma 
cell line. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 133, 270-
275.

後藤章暢, 寺尾秀治, 白川利朗（2007）前立腺癌－基礎・臨
床研究のアップデート－, 前立腺癌に対する遺伝子治療の
現状と展望. 日本臨牀, 65（増刊10）, 517-521.

白川利朗, 後藤章暢, 藤澤正人, 守殿貞夫（2007）前立腺癌
－基礎・臨床研究のアップデート－, オステオカルシンプ
ロモーターを用いた遺伝子治療. 日本臨牀, 65（増刊10）, 
528-532.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
寺尾秀治, 白川利朗, 日向信行, 田中一志, 武中　篤, 藤澤

正人, 後藤章暢（2007）内分泌療法抵抗性前立腺癌骨転
移巣及び局所再発巣に対するAd-OC-TK/VAL遺伝子治
療の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験.（シンポジウム）第23回前立腺シ
ンポジウム, 12.9, 東京.

［一般講演］
瀬戸亮太, 岡村　昇, 増田太郎, 西村　紀, 後藤章暢, 白川

利朗, 寺尾秀治, 中村　任, 田中久登, 栄田敏之, 奥村勝彦
（2007）腎臓癌のタンパク発現プロファイル解析. 日本薬
学会第127年会，3.28-30，富山.
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白川利朗, 岡本明子, 重村克巳, 寺尾秀治, 後藤章暢, 川端
眞人, 藤澤正人（2007）ヒト膀胱癌細胞における選択的
Cox-2阻害剤, EtodolacのE-cadherin発現増強および抗腫
瘍効果の検討. 第95回日本泌尿器科学会総会, 4.14-17, 神
戸.（日本泌尿器科学会雑誌, 98, 370, 2007.）

重村克巳, 白川利朗, 和田義孝, 後藤章暢, 藤澤正人（2007）
選択的cyclooxygenase-II（COX-2）阻害剤etodolacのヒト
前立腺がん細胞株における抗腫瘍効果の検討. 第95回日
本泌尿器科学会総会, 4.14-17, 神戸.（日本泌尿器科学会雑
誌, 98, 472, 2007.）

寺尾秀治, 白川利朗, 久保秀司, 田沢周作, 富永英之, 千田道
雄, 武中　篤, 藤澤正人, 後藤章暢（2007）マウス前立腺
癌モデルに対するPETを用いたAd-OC-TK/VAL遺伝子
治療効果および遺伝子導入効率の評価に関する有用性の
検討. 第95回日本泌尿器科学会総会, 4.14-17, 神戸.（日本
泌尿器科学会雑誌, 98, 479, 2007.）

Matsumoto, J., Okamura, N., Masuda, T., Kaneko, N., 
Watanabe, M., Gotoh, A., Shirakawa, T., Terao, S., 
Seto, R., Kawakami, M., Nakamura, T., Yagami, 
T., Sakaeda, T., Fujisawa, M., Nishimura, O. and 
Okumura, K.（2007）Quantitative proteomic analysis 
of human renal cell carcinoma using the NBS method. 
Pharmaceutical Sciences World Congress, 4.22-25, 
Amsterdam, Netherlands.

Shirakawa, T., Gotoh, A., Terao, S., Hinata, N., Goda, 
K., Tanaka, K., Takenaka, A., Hara, I., Chinghai, 
K., Thomas, A. G., Chung, L. W., Kamidono, S. and 
Fujisawa, M.（2007）Long- term results of a phase Ⅰ
/Ⅱ study of Ad-OC-TK/VAL gene therapy for the 
patients with metastatic or local recurrent prostate 
cancer. American Society of Gene Therapy 10th Annual 
Meeting, 5.30-6.3, Seattle, U.S.A.（Final Program, 99, 
2007.）

Kubo, S., Haga, K., Gotoh, A. and Kasahara, N.（2007）
Enhancement of therapeutic effect with replication-
competent retrovirus vectors using helper-dependent 
adenovirus. American Society of Gene Therapy 10th 

Annual Meet ing, 5.30-6.3, Seatt le, U.S.A.（Final 
Program, 81, 2007.）

Terao, S., Shirakawa, T., Kubo, S., Hamada, K., Tagawa, 
M., Takenaka, A., Fujisawa, M. and Gotoh, A.（2007）
Therapeutic efficacy of midkine promoter-based 
conditionally replicative adenovirus vector for targeting 
the midkine-expressing human bladder cancer model. 
American Society of Gene Therapy 10th Annual 
Meeting, 5.30-6.3, Seattle, U.S.A.（Final Program, 93, 
2007.）

Shirakawa, T., Gotoh, A., Terao, S., Hinata, N., Goda, K., 
Tanaka, K., Takenaka, A., Hara, I., Kamidono, S. and 
Fujisawa, M.（2007）Results of a phase Ⅰ/Ⅱ study of 
Ad-OC-TK/VAL gene therapy for the patients with 

metastatic or local recurrent prostate cancer. Japan 
Society of Gene Therapy The 13th Annual Meeting, 
6.28-30, Nagoya.（Programa and Abstracts, TR Ⅱ-3, 
2007.）

Shirakawa, T., Gotoh, A., Terao, S., Hinata, N., Tanaka, 
K., Takenaka, A., Hara, I., Kamidono, S. and Fujisawa, 
M.（2007）Results of clinical study of Ad-OC-TK gene 
therapy for the patients with hormone refractory 
metastatic prostate cancer. 66th Annual Meeting of 
the Japanese Cancer Association, 10.3-5, Yokohama.

（Program, 67, 2007.）
Terao, S., Okamura, N., Shirakawa, T., Nakamura, T., 

Sakaeda, T., Takenaka, A., Fujisawa, M. and Gotoh, 
A.（2007）Effect of sorcin on VEGF expression in renal 
cell carcinoma. 66th Annual Meeting of the Japanese 
Cancer Association, 10.3-5, Yokohama.（Program, 102, 
2007.）

白川利朗, 後藤章暢, 寺尾秀治, 日向信行, 田中一志, 武中
篤, 原　　勲, 守殿貞夫, 藤澤正人（2007）ホルモン不応性
再燃前立腺癌の治療　骨転移を有するホルモン不応性前
立腺癌に対する遺伝子治療臨床研究の長期成績．第45回
日本癌治療学会学術集会, 10.24-26, 京都.（日本癌治療学
会誌, 42, 337, 2007.）

Shigemura, K., Chung, L. W., Sung, S.Y., Kubo, H., Gotoh, 
A., Arnold, R.S., Lee, M., Yamashita, M., Zhau, H.E. 
and Fujisawa, M.（2007）Reactive oxygen species 
mediate androgen receptor- and serum starvation-
elicited downstream signaling of ADAM9 expression 
in human prostate cancer cells. 第59回日本泌尿器科学
会西日本総会, 11.8-10, 松山.（西日本泌尿器科, 69（増刊）, 
121, 2007.）

Terao, S., Okamura, N., Shirakawa, T., Nakamura, T., 
Sakaeda, T., Nakano, Y., Takahashi, Y., Takenaka, 
A., Fujisawa, M. and Gotoh, A.（2007）Effect of sorcin 
on VEGF expression in renal cell carcinoma. The 
17th Annual Meeting of the International Urological 
Conference of Taiwan, 11.9-11, Taipei, Taiwan.（演講摘
要, S151, 2007.）

■ その他 ■
後藤章暢（2007）前立腺癌に対する遺伝子治療臨床研究

への取り組み. 平成18年度兵庫医大泌尿器科同窓会総会, 
1.27, 大阪.

後藤章暢（2007）私の考える先端医療について. 西宮市医師
会泌尿器科医会学術講演会, 2.15, 西宮.

後藤章暢（2007）排尿障害に対する漢方治療. 第53回兵庫
県泌尿器科医会, 6.23, 神戸.

後藤章暢（2007）排尿障害の最近の話題. 第11回大阪緑樹
会講演会, 7.29, 大阪.

後藤章暢（2007）細胞・遺伝子治療薬の開発に向けて. 兵庫
医療大学第一回研究セミナー, 10.29, 神戸.
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神経再生研究部門
Laboratory of Neurogenesis and CNS Repair

■ 学術論文 ■
［原著］
Kikuchi-Taura, A., Soma, T., Matsuyama, T., Stern, D.M. 

and Taguchi, A.（2006）A new protocol for quantifying 
CD34+ cells in peripheral blood of patients with 
cardiovascular disease.Tex. Heart Inst. J., 33, 427-429.

I s o, H. ,  Sh imoda , S . a nd Mat suyama, T.（2007）
Environmental change during postnatal development 
alters behavior, cognitions and neurogenesis of mice.
Behev. Brain Res., 179, 90-98.

Myojin, K., Taguchi, A., Umetani, K., Fukushima, 
K., Nishiura, N., Matsuyama, T., Kimura, H., Stern, 
D.M., Imai, Y.and Mori, H.（2007）Visualization of 
intracerebral arteries by synchrotron radiation 
microangiography. Am. J. Neuroradiol., 28, 953-957.

K itao, Y., Matsuyama, T., Takano, K., Tabata, Y., 
Yoshimoto, T., Momoi, T., Yamatodani, A., Ogawa, S. 
and Hori, O.（2007）Does ORP150/HSP12A protects 
dopaminergic neurons against MPTP/MPP+-induced 
neurotoxicity. Antioxid. Redox Signal., 9, 589-595.

Imuta, N., Hori, O., Kitao, Y., Tabata, Y., Yoshimoto, T., 
Matsuyama, T. and Ogawa, S.（2007）Hypoxia-mediated 
induction of heme oxygenase type I and carbon 
monoxide release from astrocytes protects nearby 
cerebral neurons from hypoxia-mediated apoptosis. 
Antioxid. Redox Signal., 9, 543-552.

Taguch i, A., Wen, Z. , Myojin, K., Yosh ihara, T., 
Nakagomi, T., Nakayama, D., Tanaka, H., Soma, T., 
Stern, D.M., Naritomi, H.and Matsuyama, T.（2007）
Granulocytecolony-stimulating factor has a negative 
effect on stroke outcome i n a murine models. Eur. J. 
Neurosci., 26, 126-133.

宇野久一, 中込隆之 ,  斉野織恵 ,  藤川昌敏 ,  松山知弘
（2007）マウス一過性脳虚血モデルにおけるエダラボンの
効果. Pharma Medica, 25, 198-199.

■ 学会発表 ■
［シンポジウム等］
Nakagomi, T., Taguchi, A., Saino, O., Fujikawa, M., 

Fujimori, Y., Nishizaki, T. and Matsuyama, T.（2007）
Isolation and characterization of injury-induced neural 
stem/progenitor cells from post-infarct area in mice.

（Symposium）The 23rd International Symposium on 
Cerebral Blood Flow, Metabolism & Function（Brain’07 
& BrainPET’07）, 5.20-24, Osaka.

Uno, H., Taguchi, A., Nakagomi, T., Saino, O., Fujikawa, 
M. and Matsuyama, T.（2007）A  long-term effect of 
Edaravone given at ischemia-reperfusion on ische　mic 

stroke in mice.（Symposium）The 23rd International 
Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism & 
Function（Brain’07 & BrainPET’07）, 5.20-24, Osaka.

松山知弘（2007）神経再生と免疫のsuper interaction.（ワー
クショップ）第9回ORIGIN神経科学研究夏のワークショッ
プ, 9.1-2, 浜松.

［一般講演］ 
明神和紀, 田口明彦, 松山知弘, 盛　英三（2007）微小血管

撮像装置を用いた脳微小血管網再生に関する検討. 第6回
日本再生医療学会総会, 3.13-14, 横浜.（日本再生医療学会
雑誌, 6（Suppl.）, 54, 2007.）

田口明彦, 成冨博章, 中込隆之, 松山知弘（2007）脳梗塞後
の骨髄単核球移植による脳微小血管網保護を介した神経
機能回復. 第32回日本脳卒中学会総会, 3.22-23, 福岡.（脳
卒中, 29, 390, 2007.）

中込隆之, 斉野織恵, 藤川昌敏, 芳川浩男, 田口明彦, 松山
知弘（2007）脳梗塞瘢痕部由来神経幹細胞の発見. 第32
回日本脳卒中学会総会, 3.22-23, 福岡.（脳卒中, 29, 390, 
2007.）

吉原智之, 田口明彦, 松山知弘, 清水葉子, 杉本　壽, 成冨
博章（2007）脳主幹動脈高度狭窄・閉塞例における側副
血行と末梢血中CD34陽性細胞との関連. 第32回日本脳卒
中学会総会, 3.22-23, 福岡.（脳卒中, 29, 281, 2007.）

中山大輔, 藤川昌敏, 中込隆之, 松山知弘, 明神和紀, 田口
明彦, 盛　英三（2007）脳梗塞後における骨髄単核球移植
の脳微小循環向上効果の検討. 第19回日本脳循環代謝学
会総会, 10.25-26, 盛岡. 

■ その他 ■
松山知弘（2007）脳梗塞巣由来神経幹細胞の分化と単離. 

平成16年度循環器病研究委託費「脳卒中, 脳血管性痴呆
症に対する再生医療技術を用いた治療法の開発に関する
研究」第2回班会議, 1.17, 吹田.

松山知弘（2007）脳卒中に対する血管再生療法. 和歌山医
科大学神経科学セミナー, 2.14, 和歌山.

松山知弘（2007）脳血管障害診断治療の進歩. 和歌山医科
大学2年次特別講義, 2.15, 和歌山. 

松山知弘（2007）脳卒中の再生医療. 大阪大学医学部保健
学科講義, 7.25, 吹田. 

松山知弘（2007）成体培養神経細胞による脳疾患治療薬の
創薬研究. 科学技術振興機構（JST）主催 非公開科学技
術情報交換会, 9.3, 大阪. 

松山知弘（2007）傷害誘導性神経幹細胞の分離培養. 愛媛
大学大学院特別講義, 9.6, 松山. 

松山知弘（2007）T Lymphocyte Interferes Neurogenesis 
After Stroke. 浜松医科大学精神神経科セミナー, 10.15, 
浜松. 

松山知弘（2007）神経再生と免疫のsuper interaction. 第
35回広島神経医科学研究会, 12.10, 広島. 

松山知弘（2007）脳血管障害の再生療法. 第313回大阪大
学神経科学懇話会, 12.22, 吹田.
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診療部
Clinical Dept.

（整形外科）
Orthopaedic Surgery

■ 著書 ■
楊　鴻生（2007）運動療法, リハビリテーション. インフォー

ムドコンセントのための図解シリーズ　骨粗鬆症, 改訂版, 
（西沢良記　編）, 医薬ジャーナル社, 大阪, 30-35.

■ 学術論文 ■
［総説］
福永仁夫, 曽根照喜, 友光達志, 荻野　浩, 藤原佐枝子, 三木

達己, 山崎　薫, 吉村典子, 楊　鴻生, 中村利孝, 日本骨粗
鬆症学会骨強度評価委員会（2007）大腿骨近位部BMD
測定マニュアル. Osteoporosis Japan,15,359-399.

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症のQOL評価. クリニカ, 34, 382-
385. 

楊　鴻生 , 菊池　啓, 原田一孝, 雑賀明宏（2007）骨粗鬆
症治療の現状とラロキシフェン治療の実際. メディカル
ASAHI, 36（12別冊）, 1-3. 

楊　鴻生（2007）脆弱性骨折　恥骨枝骨折. 骨粗鬆症治療, 
6, 318-322. 

楊　鴻生（2007）脆弱性骨折　大腿骨転子下骨折. 骨粗鬆
症治療, 6, 238-241. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症による疼痛の対策はどのように
おこなえばよいのでしょうか. 骨粗鬆症治療, 6, 74-77. 

楊　鴻生（2007）Q&A骨粗鬆症の運度療法を実施する際
のメディカルチェックフィジカルチェックとそのデーターを
活用する方法について教えてください. オステオアゴラ－骨
の広場－, 2007早春号, 12-13. 

［原著］
Hashimoto, J., Ohno,I., Nakatsukasa, K., Yoshimura, 

N., Takata, S., Zamma, M., Yabe, H., Abe, S., Terada, 
M., Yoh, K., Fukunaga, M., Cooper, C., Morii, H., 
Yoshikawa, H. and Japanese Committee on Clinical 
Guidelines of Diagnosis and Treatment of Paget’
s Disease of Bone of the Japan Osteoporosis Society

（2006）Prevalence and clinical features of Paget’s 
disease of bone in Japan. J. Bone Miner. Metab., 24, 
186-190. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症患者における膝高と身長低下に
ついて. Osteoporosis Japan, 15, 510-512. 

楊　鴻生, 田中　清（2007）骨粗鬆症における, 膝高, 身長
および骨密度との関係. Osteoporosis Japan, 15, 537-538. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症の生活指導. 日本医師会雑誌, 
136, 287-290. 

楊　鴻生 , 松田泰彦, 常深健二郎, 清野大輔（2007）変形
性膝関節症における関節内ヒアルロン酸注射治療後の
Quality of Lifeへの影響. 関節外科, 26, 573-579. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインを基にした骨粗鬆症治療戦
略. 新居浜市医師会報, 599, 11613-11618. 

楊　鴻生（2007）新時代の骨粗鬆症学　骨折予防を見据え
て, 踵骨：DXA（Heel scan）, QUS. 日本臨牀, 65（増刊
9）, 163-170. 

楊　鴻生（2007）新時代の骨粗鬆症学　骨折予防を見据え
て, RECORD Study. 日本臨牀, 65（増刊9）, 275-279. 

高田信二郎, 橋本　淳, 中塚喜義, 吉村典子, 楊　鴻生, 大野
一幸, 矢部啓夫, 阿部哲士, 福永仁夫, 寺田正樹, 残間雅
秋, 森井浩世, 吉川秀樹, 日本骨粗鬆症学会骨Paget病の
診断と治療ガイドライン委員会（2007）骨Paget病の診断
と治療ガイドライン委員会成果報告. Osteoporosis Japan, 
15, 246-249. 

橋本　淳, 高田信二郎, 中塚喜義, 吉村典子, 楊　鴻生, 大
野一幸, 矢部啓夫, 阿部哲士, 寺田正樹, 残間雅秋, 福永
仁夫,森井浩世, 吉川秀樹, 日本骨粗鬆症学会骨Paget病
の診断と治療ガイドライン委員会（2007）わが国におけ
る骨パジェット病の有病率と臨床的特徴. Osteoporosis 
Japan, 15, 241-245. 

Fukunishi, S., Yoh, K. and Yoshiya, S.（2007）Bone graft 
for larg bone cysts of the femoral neck in patients on 
hemodialysis. Clin. Orthop. Relat. Res., 461, 175-179. 

Fukunishi , S., Yoh, K., Kamae, S. and Yoshiya, S.（2007）
Beta 2-microglobulin amyloid deposit in HLA-B27 
transgenic rats. Mod. Rheumatol., 17, 380-384. 

Yamamoto, T., Michigami, T., Aranami, F., Segawa, 
H., Yoh, K., Nakajima, S., Miyamoto, K. and Ozono, 
K.（2007）Hereditary hypophosphatemic rickets with 
hypercalciuria; a study for the phosphate transporter 
gene type IIc and osteoblastic function. J. Bone Miner. 
Metab., 25, 407-413. 

■ 学会発表 ■
［指定講演］
楊　鴻生（2007）骨粗鬆症と変形性膝関節症.（教育講演）

第7回骨カルシウム関節の会, 11.17, 神戸（クラウンプラザ
神戸）. 

楊　鴻生（2007）骨折予防の観点に基づく最新の骨粗鬆症
治療方針.（教育講演）骨関節フォーラム, 11.10, 熊本（熊
本全日空ホテル）. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症新ガイドラインと治療戦略.（教育
講演）東播磨内陸整形外科医会講演会, 2.8, 西脇（西脇
ロイヤルホテル）. 

楊　鴻生（2007）変形性膝関節症の保存療法の実際とその
限界.（教育講演）骨関節フォーラム, 2.24, 奈良（奈良新公
会堂）. 

楊　鴻生（2007）内科医に必要な骨粗鬆症の診断と治療の
ポイント.（教育講演）兵庫県内科医会学術講演会, 3.3, 神
戸（神戸市医師会会館）. 

兵庫医科大学篠山病院
Hyogo College of Medicine Sasayama Hospital
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楊　鴻生（2007）2006年骨粗鬆症の予防と治療ガイドライ
ンとそれに伴う治療戦略.（教育講演）三木会学術講演会, 
3.15, 旭川（旭川グランドホテル）. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づく治療戦略.（教育講
演）八戸整形外科医会学術講演会, 6.15, 八戸（八戸プラ
ザホテル）. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づいた骨粗鬆症の治
療戦略.（教育講演）新居浜医師会学術講演会, 3.23, 新居
浜（リーガロイヤル新居浜）. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づいた骨粗鬆症の
治療戦略について.（教育講演）篠山市骨粗鬆症講演会, 
6.23, 篠山（篠山市民センター）.  

楊　鴻生（2007）新しいパルスレーザーと整形外科への応
用.（教育研修講演）第19回日本レーザー治療学会, 6.30-
7.1, 東京（こまばエミナース）.（日本レーザー治療学会誌, 
6, 30, 2007.）

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づいた骨粗鬆症の診断
と治療.（招待講演）エビスタ発売3周年記念講演会, 11.1, 
広島（広島全日空ホテル）. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症による寝たきりを防ぐためのトー
タルマネージメント.（招待講演）ベネット17.5ｍｇ新発売記
念講演会, 9.1, 豊岡（ホテル幸祥）. 

楊　鴻生（2007）アジアにおける骨粗鬆症治療の現状.（招
待講演）ベネット錠17.5ｍｇ錠発売記念講演会, 7.26, 神戸

（神戸メリケンパークオリエンタルホテル）. 
楊　鴻生（2007）変形性膝関節症の保存療法と手術.（招

待講演）モーラステープL発売5周年記念講演会, 9.15, 姫路
（姫路キャッスルホテル）. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づいた骨粗鬆症治療
戦略.（教育講演）西宮医師会学術講演会, 7.12, 西宮（ノ
ボテル甲子園）. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づく骨粗鬆症治療戦
略.（教育講演）東播整形外科医会学術講演会, 9.29, 加古
川（加古川商工会議場）. 

楊　鴻生（2007）新しい10Wレーザー治療器の使用経
験.（教育講演）半導体レーザー治療研究会, 6.7, 名古屋 

（名古屋国際ホテル）. 
楊　鴻生（2007）新しい10Wレーザー治療器の使用経

験.（教育講演）第24回半導体レーザー治療研究会（近
畿）, 5.12, 大阪（大阪新阪急ホテル）. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症患者における人工関節手術につ
いて.（教育講演）第6回骨カルシウム関節の会, 4.21, 神戸

（クラウンプラザホテル）. 
楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づく骨粗鬆症治療戦

略.（教育講演）多治見医師会講演会, 9.8, 多治見（オース
タット国際ホテル）. 

楊　鴻生（2007）新ガイドラインに基づく骨粗鬆症治療戦
略.（教育講演）新潟県医師会学術講演会, 7.3, 長岡（長岡
市医師会館）. 

［シンポジウム等］
楊　鴻生（2007）骨粗鬆症診断におけるガイドラインの活

用.（シンポジウム）第9回日本骨粗鬆症学会,11.14-16,東
京.（Osteoporosis Japan, 15（Suppl.1）,80,2007.）

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症の診断と治療, コンセンサスミー
ティング女性のメタボリック症候群.（招待講演）第123回日
本産婦人科学会東北連合地方会, 6.9-10, 山形. 

［一般講演］
楊　鴻生, Bejrachandra, P., 横井英之（2007）骨粗鬆症に

おける身長, 膝高, 及び骨密度について. 第27回日本骨形
態計測学会, 5. 31-6.2, 佐世保. 

Bejrachandra, P., 楊　鴻生, 横井英之（2007）新しい超音
波骨密度測定器LD100によるステロイド骨症における皮質
骨と海綿骨の評価. 第27回日本骨形態計測学会, 5.31-6.2, 
佐世保. 

楊　鴻生, 松田泰彦, 常深健二郎, 清野大輔, 横井英之, 山
際得益, 吉矢晋一（2007）新しい韓国製超音波骨密度測
定器（ミネライザー）とCM100及びA1000との相関. 第9回
日本骨粗鬆症学会, 11.14-16, 東京.（Osteoporosis Japan,15

（Suppl.1）, 199,2007.）
楊　鴻生, 田中　清（2007）膝高を用いた骨粗鬆症患者の

身長低下の評価. 第9回日本骨粗鬆症学会, 11.14-16, 東
京.（Osteoporosis Japan, 15（Suppl.1）,221,2007.）

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症における身長, 膝高, 及び骨密度
について. 第58回関西カルシウム懇話会, 3.24, 大阪. 

Tanaka, K., Himeno, M., Kishimoto, M., Kuwabara, A., 
Ogawa, Y., Manabe, S., Miseki, A., Muto, K., Fujii, M., 
Kawai, N., Ohta, J., Kido, S. and  Yoh, K.（2007）Height 
loss is associated with impaired quality of life in the 
elderly. 29th Annual Meeting of the American Society 
for Bone and Mineral Research（ASBMR 2007）, 9.16-
20, Honolulu,U.S.A. 

Bejrachandra, P., 楊　鴻生（2007）usingLD100QUS 
evaluation of steroid osteopathy. 第6回運動器内科研究
会, 2.18, 大阪（ホテルグランビア大阪）. 

楊　鴻生, Bejrachandra, P., 田中　清（2007）骨粗鬆症
における身長低下と膝高に付いて. 第５回骨粗鬆症QOL
フォーラム, 2.3, 東京（銀行クラブ）. 

楊　鴻生, Bejrachandra, P., 松田泰彦, 常深健二郎, 清野大
輔, 田中　清（2007）骨粗鬆症における身長低下と膝高に
付いて. 第13回近畿骨粗鬆症研究会, 2.10, 大阪（帝人ホー
ル）. 

楊　鴻生（2007）骨粗鬆症と運動器不安定症. 第7回運動
器内科研究会, 8.26, 大阪（ホテルグランビア大阪）. 

常深健二郎 , 楊　鴻生 , 清野大輔 , 松田泰彦, 武藤　力
（2007）19年使用し再置換行なった京セラ人工股関節の
あるみな骨頭およびポリエチレンソケットの磨耗について. 
第11回兵庫股関節研究会, 2.17, 神戸（ラッセルホール）. 

常深健二郎 , 楊　鴻生 , 清野大輔 , 松田泰彦, 武藤　力
（2007）骨パジェット病を疑った骨転移の一例. 第二回
関西骨粗鬆症フォーラム, 9.22, 尼崎（ホテルニューアルカ
イック）. 

■ その他 ■
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楊　鴻生, 杉本利嗣, 岸本英彰, 田中　清, 永井隆士（2007）
骨粗鬆症治療の現況；見直されるカルシトニン製剤.（座
談会）Progress in Medicine, 27, 2333-2340.

医療技術部門
Medical Technology Dept.

（リハビリテーション室）
Rehabilitation Room

■ 学術論文 ■
［原著］
野添匡史, 間瀬教史, 杉浦みどり, 岡前暁生, 山本健太, 立

栄智恵, 眞渕　敏, 傳秋　光（2007）体幹前傾姿勢が肺
気量位と呼吸運動に与える影響. 理学療法学, 34, 254-
259.  

■ 学会発表 ■
［一般講演］
野添匡史, 間瀬教史, 岡前暁生, 山本健太, 立栄智恵, 眞渕

敏 , 傳秋　光（2007）座位体幹前傾姿勢での上肢支持
の有無による肺気量位の変化. 第42回日本理学療法学
術大会, 5.24-26, 新潟.（理学療法学, 34（Suppl.2）, 405, 
2007.）

野添匡史 ,  間瀬教史, 和田智弘 ,  荻野智之 ,  眞渕　敏
（2007）Flow-Volume Loopからみた口すぼめ呼吸による
換気評価. 第17回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会, 
11.15-16, 東京.（日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌, 
17（Suppl.）, 109s, 2007.）

松下和弘 ,  野添匡史 ,  間瀬教史, 和田智弘 ,  眞渕　敏
（2007）歩行車歩行姿勢での肺気量位と呼吸運動の変化. 
第25回日本私立医科大学理学療法学会, 10.7, 東京.（第
25回日本私立医科大学理学療法学会プログラム・抄録集, 
17, 2007.）

村上茂史 ,  野添匡史 ,  間瀬教史, 和田智弘 ,  眞渕　敏
（2007）Flow-Volume Loopを用いた間質性肺炎患者の運
動時換気様式の評価.  第25回日本私立医科大学理学療
法学会, 10.7, 東京.（第25回日本私立医科大学理学療法学
会プログラム・抄録集, 26, 2007.）

市原由希子, 尾垣奈穂 , 和田智弘 , 奥野太嗣 , 菱田玲子
（2007）チームアプローチを通して高齢夫婦の在宅復帰
が実現した一症例. リハビリテーション・ケア合同研究大
会 2007 Saitama, 10.25-27, 埼玉.（リハビリテーション・ケ
ア合同研究大会 2007 Saitamaプログラム・抄録集, 297, 
2007.）

太田佳織, 間瀬教史（2007）筋線維伝導速度と電気刺激頻
度の関係について. 第42回日本理学療法学術大会, 5.24-
26, 新潟.（理学療法学,34（Suppl. 2）, 293, 2007.）

福岡達之, 辻田純三, 間瀬教史, 武村政徳, 奥野太嗣, 越久
仁敬 , 道免和久（2007）嚥下の反射惹起に対する干渉波
電気刺激の効果. 第13回日本摂食・嚥下リハビリテーショ

ン学会学術大会, 9.14-15, 大宮.（第13回日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集, 218, 
2007.）

■ その他 ■
寺西香奈, 太田佳織 , 南都香織（2007）重度の半側空間無

視を呈し坐位保持獲得に難渋した一症例. 兵庫県理学療
法士協会北播磨・丹波ブロック新人発表会, 1.21, 小野.  

松下和弘 , 山本健太（2007）体位呼吸療法により肺胞換気
の維持がみられた肺水腫の一症例. 兵庫県理学療法士協
会北播磨・丹波ブロック新人発表会, 1.21, 小野.  

尾垣奈穂, 南都香織, 山下妙子（2007）在宅復帰に向けた
排泄動作自立を目指して. 兵庫県理学療法士協会北播
磨・丹波ブロック新人発表会, 1.28, 三木. 

難波敏治, 南都香織, 山下妙子（2007）重度左半側空間無
視を呈した症例を経験して. 兵庫県理学療法士協会北播
磨・丹波ブロック新人発表会, 1.28, 三木.  

近藤亜寿沙, 南都香織, 山下妙子（2007）入浴動作獲得を目
指して. 兵庫県理学療法士協会北播磨・丹波ブロック新人
発表会, 1.28, 三木. 

荻野真知子, 南都香織, 山下妙子（2007）排泄動作獲得に
難渋した一症例. 兵庫県理学療法士協会北播磨・丹波ブ
ロック新人発表会, 1.28, 三木. 

杉田由美（2007）話す・聞くための補助具. 公開健康教室, 
1.22, 篠山. 

杉田由美（2007）口から始める介護予防. 公開健康教室, 
12.21, 篠山. 

荻野智之, 村上茂史, 野添匡史（2007）外的刺激が無効で
あった重度パーキンソン病患者に対する理学療法につい
て. 兵庫県理学療法士協会北播磨・丹波ブロック新人発
表会, 1.21, 小野.

（薬剤室）
Pharmaceutical Office

■ 学会発表 ■
鈴木　寛（2007）当院における麻薬使用の動向と解析. 平成

19年度兵庫県病院薬剤師会第2回実務研修会（摂丹・但
馬地区）, 3.10, 篠山（兵庫医科大学篠山病院）. 
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兵庫医科大学ささやま老人保健施設
Hyogo College of Medicine Sasayama Geriatric Health Services Facility

診療部門
Clinical Dept.

■ 著書 ■
田中章太郎（2007）末梢循環障害. 臨床理学療法マニュア

ル, 改訂第2版,（黒川幸雄, 伊東　元, 渡辺京子, 長澤　弘, 
横田一彦, 江藤文夫　編）, 南江堂, 東京, 628-629, 634-
635. 

田中章太郎（2007）廃用症候群. 臨床理学療法マニュアル, 
改訂第2版,（黒川幸雄, 伊東　元, 渡辺京子, 長澤　弘, 横
田一彦, 江藤文夫　編）, 南江堂, 東京, 640-642. 

■ 学術論文 ■
［原著］
野添匡史, 間瀬教史, 杉浦みどり, 岡前暁生, 山本健太, 立栄

智恵, 真渕　敏, 傳　秋光（2007）体幹前傾姿勢が肺気
量位と呼吸運動に与える影響. 理学療法学, 34, 254-259. 

Koyama, T., Sano, K., Tanaka, S., Hatanaka, T. and 
Domen, K.（2007）Effective targets for constraint-
induced movement therapy for pat ients with 
upper- ex t rem i t y impa i rment a f t e r s t r oke . 
NeuroRehabilitation, 22, 287-293. 

■ 学会発表 ■
［一般講演］
森本寿代, 小明敬子, 田中章太郎, 福垣ひづる（2007）茶話

会～在宅支援とチームケア～. 第18回全国介護老人保健
施設愛知大会, 10.10-12, 愛知.（第18回全国介護老人保健
施設愛知大会抄録集, 52, 2007.）

田中章太郎, 山内まゆみ, 余田　彩, 松尾充子, 福垣ひづ
る, 岩﨑忠昭（2007）独居生活をしている通所サービス利
用者の現状－在宅支援のための基礎調査－.（奨励賞受
賞）第18回全国介護老人保健施設愛知大会, 10.10-12, 愛
知.（第18回全国介護老人保健施設愛知大会抄録集, 179, 
2007.）

田中章太郎, 畠中輝昭, 岩﨑忠昭（2007）CI療法後の維持
期リハビリの重要性. リハビリテーション・ケア合同研究大
会2007Saitama, 10.25-27, 埼玉.（リハビリテーション・ケ
ア合同研究大会2007 Saitama抄録集, 170, 2007.）

岡前暁生, 笹沼里味, 杉浦みどり, 山内まゆみ, 和田智弘, 田
中章太郎（2007）訪問・通所リハビリを通して入浴を試
みた重度な慢性呼吸器疾患利用者の一症例. リハビリ
テーション・ケア合同研究大会2007Saitama, 10.25-27, 埼
玉.（リハビリテーション・ケア合同研究大会2007 Saitama
抄録集, 251, 2007.）

■ その他 ■
田中章太郎（2006）障害者の肥満について. 篠山市障害福

祉事業サービス調整会議研修会, 8.8, 篠山（スマイルささ

やま）. 
田中章太郎（2007）篠山市立篠山養護学校医療的ケア推進

委員会, 3.1, 篠山（篠山市立篠山養護学校）. 
田中章太郎（2007）平成18年度丹波地域摂食嚥下障害対

策協議会, 3.8, 篠山（篠山市立篠山市民センター）. 
田中章太郎（2007）やっぱり家がいいなぁ最期まで～リハビ

リテーションと在宅支援～. 兵庫医科大学篠山キャンパス
公開健康教室, 11.19, 篠山（兵庫医科大学篠山病院）. 

田中章太郎（2007）やっぱり家がいいなぁ～リハビリテー
ションと介護～. シルバーハウス介護家族の会講演会, 
12.14, 市島（ライフピアいちじま）. 

田中章太郎（2007）篠山市介護予防開発推進委員会. 厚生
労働省継続的評価分析支援事業（篠山市）, 篠山（篠山
市立篠山市民センター, 丹南健康福祉センター）. 

田中章太郎（2007）篠山市健康体操作成. 篠山市介護予防
開発推進委員会作業部会, 8.27（継続作成中）, 篠山（丹
南健康福祉センター）. 

田中章太郎（2007）介護予防いきいきサポーター養成講座
（西部）. 篠山市地域介護予防活動支援事業, 7.30-9.18 
（5回）, 篠山（丹南健康福祉センター）. 

田中章太郎（2007）介護予防いきいきサポーター養成講座
（東部）. 篠山市地域介護予防活動支援事業, 9.25-12.18
（6回）, 篠山（城東公民館）. 

療養部門
Convalescence Dept.

（療養室）
Convalescence Room
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［一般講演］
森本寿代, 小明敬子, 田中章太郎, 福垣ひづる（2007）茶話

会～在宅支援とチームケア～. 第18回全国介護老人保健
施設愛知大会, 10.10-12, 愛知.（第18回全国介護老人保健
施設愛知大会抄録集, 52, 2007.）

鹿子木太郎, 三木房代, 山内まゆみ（2007）より気持ちの良
い入浴を目指して　入浴形態の転換に伴う, 入浴係の取り
組み. 第18回全国介護老人保健施設愛知大会, 10.10-12, 
愛知.（第18回全国介護老人保健施設愛知大会抄録集, 
90, 2007.）

田中章太郎, 山内まゆみ, 余田　彩, 松尾充子, 福垣ひづ
る, 岩﨑忠昭（2007）独居生活をしている通所サービス利
用者の現状－在宅支援のための基礎調査－.（奨励賞受
賞）第18回全国介護老人保健施設愛知大会, 10.10-12, 愛
知.（第18回全国介護老人保健施設愛知大会抄録集, 179, 
2007.）

岡前暁生, 笹沼里味, 杉浦みどり, 山内まゆみ, 和田智弘, 田
中章太郎（2007）訪問・通所リハビリを通して入浴を試
みた重度な慢性呼吸器疾患利用者の一症例. リハビリ
テーション・ケア合同研究大会2007Saitama, 10.25-27, 埼
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玉.（リハビリテーション・ケア合同研究大会2007 Saitama
抄録集, 251, 2007.）

（管理室）
Administration Office

■ 学会発表 ■
［一般講演］
田中章太郎, 山内まゆみ, 余田　彩, 松尾充子, 福垣ひづ

る, 岩﨑忠昭（2007）独居生活をしている通所サービス利
用者の現状－在宅支援のための基礎調査－.（奨励賞受
賞）第18回全国介護老人保健施設愛知大会, 10.10-12, 愛
知.（第18回全国介護老人保健施設愛知大会抄録集, 179, 
2007.）
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4.451

4.718
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3.011
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雑誌名（Index Medicus 略誌名） インパクトファクター 主題分野および分野別順位 掲載論文著者所属 論文数
Metabolism
Microbiol Immunol

Microsc Res Tech

Mod Rheumatol
Mol Med

Mol Pain
Mol Ther

Muscle Nerve
N Engl J Med
Nat Neurosci
Neuroimage

Neuroradiology 

NeuroRehabilitation
Neuroreport
Neurosci Res
Neuroscience
Oncol Rep
Orthopedics
Otol Neurotol

Parkinsonism Relat Disord
Pathol Int
Pediatr Neurosurg

Pediatr Transplant

Pharmacol Biochem Behav

Endocrinology & Metabolism  43/92
Immunology  101/119
Microbiology  71/94
Anatomy & Morphology  6/17
Biology  29/70  
Microscopy  5/9

Biochemistry & Molecular Biology  162/263
Cell Biology  103/156
Medicine, Research & Experimental  35/81
Neurosciences  43/211
Biotechnology & Applied Microbiology  8/138
Genetics & Heredity  17/132
Medicine, Research & Experimental  7/81
Neurosciences  105/211
Medicine, General & Internal  1/100 
Neurosciences  4/211
Neurosciences  26/211  
Neuroimaging  2/13  
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging  4/87
Clinical Neurology  79/146
Neuroimaging  6/13  
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging  41/87

Neurosciences  121/211 
Neurosciences  122/211
Neurosciences  69/211 
Oncology  97/132
Orthopedics  38/48｠
Clinical Neurology  95/146  
Otorhinolaryngology  8/29
Clinical Neurology  72/146
Pathology  44/66 
Clinical Neurology  120/146
Pediatrics  58/78  
Surgery  94/139
Pediatrics  30/78  
Transplantation  16/21
Behavioral Sciences  23/45
Neurosciences  109/211  
Pharmacology & Pharmacy  87/205

内分泌
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分子病

リウマチ, 整形, 篠山（整形）
肝・胆・膵
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リハビリ, 老人施設
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生体機能
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リウマチ, 歯科
整形
耳鼻
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分子病, 外科
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肝・胆・膵

薬理, 精神
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雑誌名（Index Medicus 略誌名） インパクトファクター 主題分野および分野別順位 掲載論文著者所属 論文数
Prep Biochem Biotechnol

Proc Natl Acad Sci USA
Prostate

Psychogeriatrics
Ren Fail
Reprod Immunol Biol
Reprod Med Biol
Respiration
Soc Reprod Fertil Suppl 
Surg Today
Thromb Res

Transfus Apher Sci
Trends Parasitol
Trop Gastroenterol
Ultrasound Med Biol

Urology
World J Gastroenterol
World J Surg
World J Surg Oncol
Wound Repair Regen

Biochemical Research Methods  55/60
Biochemistry & Molecular Biology  247/263
Biotechnology & Applied Microbiology  116/138

Endocrinology & Metabolism  29/92
Urology & Nephrology  10/55

Urology & Nephrology  48/55

Respiratory System  21/34

Surgery  106/139  
Hematology  35/63 
Peripheral Vascular Disease  29/54
Hematology  58/63 
Parasitology  2/23 

Acoustics  5/28  
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging  36/87
Urology & Nephrology  22/55

Surgery  44/139  

Cell Biology  95/156
Dermatology  9/41  
Medicine, Research & Experimental  31/81 
Surgery  23/139

循内, 冠疾患

免疫, リウマチ, 生体防御
細胞・遺伝

生体情報
上部消化, 家族
家族
産婦, 分娩, 発生, 家族
病病
産婦, 分娩, 発生, 家族
呼吸器外
環境

下部消化
免疫, 生体防御
上部消化, 下部消化, 家族
肝・胆・膵, 超音波

細胞・遺伝
遺伝, 分子病, 外科, 生体防御, 発生, 家族
外科
整形
形成

0.685

NE
3.674

NE
0.623
NE
NE
1.931
NE
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2.038

0.970
4.961
NE
1.922
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NE
1.778
NE
2.445

2

1
1

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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合計　　257
Impact Factor はJournal Citation Reports 2007 を使用したものです．



賛助会員名簿

バイエル薬品株式会社
万有製薬株式会社
ブリストル・マイヤーズ株式会社
医療法人愛仁会 千船病院
中外製薬株式会社
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
ファイザー製薬株式会社
学校法人 平成医療学園
河野医科器械株式会社
杏林製薬株式会社
明治製菓株式会社
医療法人　明和病院
持田製薬株式会社
日本イーライリリー株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社　三和化学研究所
塩野義製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
株式会社 ツムラ
株式会社 やよい
ゼリア新薬工業株式会社

（ＡＢＣ順）

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 ･････････25   ,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 ･･･････････10 ,0 0 0 円（年額）
　  （会計年度）
第 15 条　会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする．　
　  （入会，退会等）
第 16 条 本会に入会する者は，所定の用紙に住所，氏名，所属等を記入し，年度会費を添えて本会事務局に届

け出るものとする．
②　会員が住所を変更した場合または退会しようとする場合は，その旨を本会事務局に届け出るものとする．
　  （資格の喪失）
第 17 条　住所変更届並びに会費の納入を１年以上怠った者は，会員の資格を失う．
　  （会則の変更）
第 18 条　本会則の変更は，評議員会の議を経て行う．
　　附　　則
　本会則は，昭和５０年 1 月 1 日から施行する．
　　附　　則
　この改正は， 平成元年 11 月 2 日から施行する．
　　附　　則
   この改正は，平成 6 年 4 月 1 日から施行する．
　　附　　則
   この改正は，平成 11 年 6 月 3 日から施行する．
　　附　　則
   この改正は，平成 16 年 7 月 1 日から施行する．
　　附　　則
   この改正は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する．



兵庫医科大学医学会役員

会　　長 波　田　壽　一
評 議 員 本　学　教　授
運営委員 越　久　仁　敬（委員長）
   谷　澤　隆　邦（会計監事）
   廣　田　誠　一 木　下　博　之 橘　高　通　泰
   難　波　光　義 寺　田　信　行 辻　村　　　亨
   筒　井　ひろ子 若　林　一　郎 山　田　盛　男

（ＡＢＣ順）
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