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教   養   部   門
Liberal Arts Division

社会福祉学
Social Work

■著書■
諏訪田克彦,  坂田澄,  岡本和久,  中村剛,  嶋田芳男,  田中

希世子,  藤原慶二,  大澤清顕,  杉本一義.  個別援助技術
と相談援助.  石野敏夫 編.  相談援助技術の発見 社会福
祉援助技術の視点.  初版.  京都:あいり出版, 2009:15-32.

■その他■
諏訪田克彦.  ケースワークの実際.  第14回福祉相談関係職

員講習会 2009.10 東京

心理学
Psychology

■学術論文■
［原著］
Takei K,  Yamasue H,  Abe O,  Yamada H,  Inoue 

H,  Suga M,  Muroi M,  Sasaki H,  Aoki S,  Kasai K.  
Structural disruption of the dorsal cingulum bundle 
is associated with impaired Stroop performance in 
patients with schizophrenia.  Schizophr Res 2009; 
114:119-27.

■学会発表■
［国際学会］
Muroi M.  The effect of distance between each Braille on 

tactile identification.  The 8th Biennial Meeting of the 
SARMAC-Society for Applied Research in Memory 
and Cognition 2009.7 Kyoto

［その他の学会］
福録恵子,  師岡友紀,  瀬戸奈津子,  小林珠実,  梅下浩司,  

室井みや,  清水安子.  看護学を専攻する大学生の自我同
一性と専攻領域選択に関する研究（第2報）.  日本看護学
教育学会第19回学術集会 2009.9 北見

数学
Mathematics

   
■著書■
大門貴志.  生物統計学.  中野重行 監修編集,  山田浩,  小

林真一,  井部俊子 編.  創薬育薬医療スタッフのための
臨床試験テキストブック.  第1版.  東京:メディカル・パブリ
ケーションズ, 2009:269-75.

■ 学術論文 ■
［総説］

都築建三,  三輪高喜,  竹林宏記,  岡秀樹,  大門貴志,  阪上
雅史. 「日常のにおいアンケート」―紙1枚で可能な嗅覚
評価―.  日本味と匂学会誌 2009;16:5-10.

［原著］
Daimon T,  Yoshikawa T,  Kobayashi T,  Goto M.  

Relative curvature measure for heteroscedastic 
or non-normal nonlinear regression. Commun Stat 
Theory Methods 2009;38:193-207.

Nanno K,  Sugiyasu K,  Daimon T,  Yoshikawa H,  Myoui 
A.  Synthetic alginate is a carrier of OP-1 for bone 
induction.  Clin Orthop Relat Res 2009;467:3149-55.

Hayash i H,  Fujimak i C,  Daimon T,  Tsuboi S,  
Matsuyama T,  Itoh K.  Genetic polymorphisms in 
folate pathway enzymes as a possible marker for 
predicting the outcome of methotrexate therapy in 
Japanese patients with rheumatoid arthritis.  J Clin 
Pharm Ther 2009;34:355-61.

林秀樹,  神戸宏憲,  吉川俊博,  大門貴志,  鍋田いづみ,  木
村緑,  山田浩,  浮島美之,  井上和幸,  河原崎貴伯,  伊藤
邦彦.  がん化学療法における携帯型ディスポーザブル注
入ポンプの流速変動因子の解析.  日本病院薬剤師会雑誌 
2009;45:821-4.

■学会発表■
［国際学会］
Tsujino T,  Ezumi A,  Wakabayashi K,  Naito Y,  Kawabata 

M ,  Nakao S,  Goda A ,  Otsuka M ,  Yoshida C,  
Matsumoto M,  Akahori H,  Sakata Y,  Yamamoto K,  
Daimon T,  Masuyama T.  Strict blood pressure control 
is useful for preventing the progression of mild aortic 
stenosis in hypertensive patients. 17th Asian Pacific 
Congress of Cardiology 2009.5 Kyoto

Daimon T,  Zohar S,  O'Quigley J.  Prior-adaptive 
continual reassessment method in dose-f inding 
studies.  30th Annual Conference of the International 
Society for Clinical Biostatistics 2009.8 Prague

Daimon T,  Zohar S,  O'Quigley J.  Prior-adaptive 
continual reassessment method in dose-f inding 
studies. 6th International Meeting of Statistical 
Methods in Biopharmacy 2009.9 Paris 

Nakagaki S,  Tsuji D,  Daimon T,  Ikematsu Y,  Maeda 
M,  Kimura M,  Furuta M,  Takagi M,  Hiroyoshi 
M,  Kim YI.  A double-blind randomized controlled 
trial comparing 3 mg and 1 mg of Granisetron for 
the control of chemotherapy-induced acute emesis. 
The Joint 15th Congress of the European Cancer 
Organisation（ECCO15）and 34th Congress of the 
European Society for Medical Oncology（ESMO34）
2009.9 Berlin

Takano H,  Hiramatsu M,  Horiguchi K,  Torikai K,  
Watanabe K,  Ishida M,  Nakamura T,  Daimon T.  
Is tricuspid annular dilatation a reliable indicator 
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for tricuspid valve surgery in patients undergoing 
mitral valve surgery?.  23rd Annual Meeting of the 
European Association for Cardio-Thoracic Surgery 
2009.10 Vienna

［全国規模の学会］
辻大樹,  中垣繁,  大門貴志,  池松禎人,  前田賢人,  木村正

幸,  古田隆久,  高木正和,  廣吉基己,  金容壱.  がん化学
療法による急性悪心嘔吐に対するグラニセトロン3mgと
1mgのランダム化比較試験. 第47回日本癌治療学会学術
集会 2009.10 横浜

［その他の学会］
辻大樹,  中垣繁,  大門貴志,  池松禎人,  前田賢人,  木村正

幸,  古田隆久,  高木正和,  廣吉基己,  金容壱.  がん化学
療法による急性悪心嘔吐に対するグラニセトロン3mgと
1mgのランダム化二重盲検比較試験. 第50回日本肺癌学
会総会 2009.11 東京

■その他■
大門貴志.  なるほど！生物統計学 8 統計解析の基礎（2）. 

Clinical Research Professionals 2009;13:52-8.

物理学
Physics

■学会発表■
［国際学会］
Fukuda A,  Sekikawa T,  Iwata K,  Ogasawara Y,  Arai 

T,  Ezawa ZF,  Sawada A.  Activation energy gap 
of the layer-imbalanced bilayer ν=1/3 quantum 
Hall states. The 18th International Conference on 
Electronic Properties of Two-Dimensional Systems 
2009.7 Kobe

Ikeda S,  Arai T,  Fukuda A,  Funahashi H,  Imai K,  
Isozumi Y,  Kato T,  Kido Y,  Matsubara A,  Matsuki 
S,  Mizusaki T,  Nakanishi R,  Nishimura T,  Ohsawa 
D,  Sawada A,  Takahashi Y,  Tosaki M,  Yamamoto 
K.  Stark shift of potassium Rydberg atoms and its 
application to a microwave single-photon detector. 
International Symposium on Quantum Fluids and 
Solids 2009 2009.8 Evanston

［その他の学会］
新井敏一,  磯山総一郎,  山中修司,  西中川良平,  矢山英樹,  

福田昭,  澤田安樹.  ヘリウム液面電子のエッジマグネトプ
ラズモン共鳴測定:電子密度分布の効果.  日本物理学会第
64回年次大会 2009.3 東京

新井敏一,  山中修司,  磯山総一郎,  西中川良平,  矢山英樹,  
福田昭,  澤田安樹.  ヘリウム液面電子閉じ込めポテンシャ
ルとエッジマグネトプラズモン共鳴線幅の関係.  日本物理
学会2009年秋季大会 2009.9 熊本

［研究会・講演会等］
福田昭,  寺澤大樹,  森野正行,  古住信介,  岩田一樹,  小笠

原良晃,  新井敏一,  澤田安樹.  2層系ν=1量子ホール状
態におけるソリトン格子相の熱励起.  2008年度京都大
学低温物質科学研究センター第7回講演会・研究交流会 
2009.3 京都

小笠原良晃,  福田昭,  岩田一樹,  関川貴史,  新井敏一,  澤
田安樹.  電子密度差のある2層系ν=1量子ホール状態に
おける活性化エネルギーの測定.  2008年度京都大学低温
物質科学研究センター第7回講演会・研究交流会 2009.3 
京都

津田是文,  小笠原良晃,  福田昭,  新井敏一,  澤田安樹.  2
層系量子ホール状態におけるマイクロ波応答.  2008年度
京都大学低温物質科学研究センター第7回講演会・研究
交流会 2009.3 京都

西中川良平,  新井敏一,  寺嶋孝仁,  福田昭,  澤田安樹.  グ
ラフェンナノリボンの試料作成.  2008年度京都大学低温
物質科学研究センター第7回講演会・研究交流会 2009.3 
京都

新井敏一,  山中修司,  磯山総一郎,  西中川良平,  矢山英樹,  
福田昭,  澤田安樹.  ヘリウム液面電子におけるエッジマグ
ネトプラズモン共鳴線幅の異常なふるまい.  2008年度京
都大学低温物質科学研究センター第7回講演会・研究交
流会 2009.3 京都

福田昭 .  2層系量子ホール状態で実現する新しい量子相.  
スーパークリーン特定・若手秋の学校2009 2009.9 熊本

■その他■
Fukuda A,  Terasawa D,  Morino M,  Iwata K,  Kozumi 

S,  Sekikawa T,  Ogasawara Y,  Arai T,  Kumada 
N,  Hirayama Y,  Ezawa ZF,  Sawada A.  Activation 
study of the pseudospin soliton in the ν=1 bilayer 
quantum Hall effect.  Journal of Physics: Conference 
Series 2009:150, 022012.

Ogasawara Y,  Fukuda A,  Iwata K,  Sekikawa T,  
Arai T,  Hirayama Y,  Ezawa  ZF,  Sawada A.  
Magnetotransport study in the layer imbalanced ν
=1 bilayer quantum Hall state. Journal of Physics: 
Conference Series 2009:150, 022068.

Arai T,  Yamanaka S,  Yayama H,  Fukuda A,  Sawada 
A.  Conductivity measurement of helium surface 
electrons in the coexistence of adsorbed 2D atomic 
hydrogen gas.  Journal of Physics: Conference Series 
2009:150, 032129.

生物学
Biology 

■学術論文■
［総説］
柏村信一郎,  平田淳一,  大家宗彦,  岡村春樹,  丸川征四

郎.  感染性ショックの誘導に関わるサイトカイン動態の多
項目解析.  Cytometry Research 2009;19:61-6.
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［原著］
Ishii M,  Morigiwa K,  Takao M,  Nakanishi S,  Fukuda 

Y,  Mimura O,  Tsukamoto Y.  Ectopic synaptic ribbons 
in dendrites of mouse retinal ON- and OFF-bipolar 
cells.  Cell Tissue Res 2009;338:355-75.

■学会発表■
［国際学会］
Kashiwamura S,  Hosotani Y,  Okamura H.  The roles 

of IL-18 expressed in normal human keratinocytes. 
（Symposium） The 9th World Congress on Inflammation 
2009.7 Tokyo

［その他の学会］
Tsukamoto Y,  Omi N.  Morphological classification and 

synaptic connectivity of mouse bipolar cells.（シンポジ
ウム）第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

田片将士,  柏村信一郎,  中込隆之,  斉野織恵,  中野亜紀
子,  廬山,  中込奈美,  田口明彦,  笠原由紀子,  三村治,  
松山知之 .  実験的脳梗塞モデルにおける免疫動態の検
討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 2009.11 大阪

■その他■
新家荘平,  柏村信一郎.  心にもワクチンを.（招待講演）第5

回日本予防医学会講演会 2009.11 和歌山

医系物理化学
Medical Physics and Chemistry

■学術論文■
［原著］
Hasegawa M,  Hada J,  Abe T,  Honda K,  Shimizu A,  

Urade M.  Theophylline attenuates hippocampal blood 
flow responses induced by tooth pulp stimulation in 
rats.  Neurosci Res 2009;65:156-9.

■学会発表■
［全国規模の学会］
長谷川誠実,  秦順一,  阿部徹也,  藤原正識,  本田公亮.  

ラット歯髄刺激後における海馬内アデノシンの脳微小透析
による分析.  第131回日本歯科保存学会2009年度秋季学

術大会 2009.10 仙台

健康スポーツ科学
Health and Sports Sciences

■学会発表■
［国際学会］
Ishigaki T,  Fujii K,  Kagawa M,  Tsujita J,  Kaya M.  

The changes in body fluid content of Japanese adult 
with aging. The XXXⅥ International Congress of 
Physiological Sciences 2009.7 Kyoto

［全国規模の学会］

賀屋光晴,  石垣享,  山下陽一郎,  武田ひとみ,  大谷秀憲,  
小山勝弘,  辻田純三.  医療系大学生の体力.  第64回日本
体力医学会大会 2009.9 新潟

辻田純三,  賀屋光晴,  狩野祐司,  山下陽一郎,  伊藤健司,  
川辺政実.  周波数加工ネックレスの生体に及ぼす影響.  
第64回日本体力医学会大会 2009.9 新潟

［その他の学会］
古田高征,  辻田純三.  運動後の鍼刺激が運動能力に与える

影響.  第58回全日本鍼灸学会学術大会 2009.6 大宮
田中信雄,  村上博巳,  足利善男,  千賀康利,  辻田純三.  下

肢温浴による暑熱負荷と免疫機能との関わり．第48回日
本生気象学会大会 2009.10 つくば

［研究会・講演会等］
辻田純三.  環境変化と理学療法.（指定講演）兵庫県理学療

法士会阪神南（西宮・芦屋）ブロック平成20年度講演会 
2009.1 西宮

■その他■
辻田純三.  加齢を考える.  兵庫県いなみ野学園高齢者大学

講座 2009.3 加古川
辻田純三.  夏場から多くなる熱中症等の障害意識と対策.  

平成21年度西宮市スポーツ指導者養成講習会 2009.7 西
宮
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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］
Hayakawa T,  Kuwahara S,  Maeda S,  Tanaka K,  Seki M.  

Distribution of vagal CGRP-immunoreactive fibers in 
the lower esophagus and the cardia of the stomach of 
the rat.  J Chem Neuroanat 2009;38:124-9.

田中愼,  辻尾祐志,  桒原佐知,  大野民生,  長屋政博,  齋藤
亮一,  原田敦,  大島伸一.  骨特性の比較法.  九州実験動
物雑誌 2009;25:55-60.

田中愼,  岡本吉明,  福田愛作,  辻尾祐志,  大野民生,  桒
原佐知 ,  齋藤亮一.  卵巣の比較.  九州実験動物雑誌 
2009;25:61-5.

Nishijima K,  Kuwahara S,  Ohno T,  Miyaishi O,  Ito 
Y,  Sumi Y,  Tanaka S.  Occlusal tooth wear in male 
F344/N rats with aging. Arch Gerontol Geriatr 
2009;48:178-81.

Tsujio M,  Mizorogi T,  Nishijima K,  Kuwahara S,  
Aoyama H,  Ohno T,  Tanaka S.  A morphometric 
study of the adrenal cortex of the female DDD mouse.  
J Vet Med Sci 2009;71:183-7.

Tanaka S,  Mizorogi T,  Nishijima K,  Kuwahara S,  Tsujio 
M,  Aoyama H,  Taguchi C,  Kobayashi M,  Horio F,  
Ohno T.  Bady and major organ weights of A/J-Chr 
11SM consomic mice.  Exp Anim 2009;58:357-61.

Tsujio M,  Mizorogi T,  Kitamura I,  Maeda Y,  Nishijima 
K,  Kuwahara S,  Ohno T,  Niida S,  Nagaya M, Saito R,  
Tanaka S.  Bone mineral analysis through dual energy 
X-ray absorptiometry in laboratory animals.  J Vet 
Med Sci 2009;71:1493-7.

■学会発表■
［国際学会］
Maeda S,  Jun JG,  Kuwahara S,  Tanaka K,  Hayakawa 

T,  Seki M.  Expression of cholinergic components 
in the rat kidney.  The 3rd Congress of the Asian 
Associat ion of Veter inary Anatomists 2009.11 
Chongju

Jun JG,  Maeda S,  Kuwahara S,  Tanaka K,  Hayakawa 
T,  Seki M.  Immunohistochemical localization of 
muscarinic acetylcholine receptors in the rat kidney.  

The 3rd Congress of the Asian Associat ion of 
Veterinary Anatomists 2009.11 Chongju

［全国規模の学会］
早川徹,  桒原佐知,  前田誠司,  田中宏一,  関真.  ラット

十二指腸筋層間神経節におけるノルアドレナリン作動性
神経終末の微細構造.  第114回日本解剖学会総会・全国
学術集会 2009.3 岡山

桒原佐知,  前田誠司,  全晉坤,  田中宏一,  早川徹,  関真.  
LPS投与による腺性下垂体におけるアクアポリン4の発現
変動.  第114回日本解剖学会総会・全国学術集会 2009.3 
岡山

前田誠司,  全晉坤,  桒原佐知,  田中宏一,  早川徹,  関真.  
ラット腎臓におけるコリン作動性細胞の同定.  第114回日
本解剖学会総会・全国学術集会 2009.3 岡山

［その他の学会］
Hayakawa T, Kuwahara S, Maeda S, Tanaka K, Seki M. 

Distribution of vagal CGRP-immunoreactive fibers in 
the lower esophagus and the cardia of the stomach of 
the rat.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

田中愼,  辻尾祐志,  岡本吉明,  福田愛作,  桒原佐知,  前田
誠司,  遠藤秀紀,  関真.  卵巣を指標とするには.  第148回
日本獣医学会学術集会 2009.9 鳥取

神経科学部門
Division of Neuroscience

■学術論文■
［原著］
Kondo T,  Obata K,  Miyoshi K,  Sakurai J,  Tanaka J,  

Miwa H,  Noguchi K.  Transient receptor potential A1 
mediates gastric distention-induced visceral pain in 
rats.  Gut 2009;58:1342-52.

■学会発表■
［国際学会］
Kobayashi K,  Yamanaka H,  Okubo M,  Dai Y, Noguchi K.  

Transient expression of TNF alpha in the rat spinal 
cord following peripheral nerve iujury. The 39th Annual 
Meeting of the Society for Neuroscience （Neuroscience 
2009） 2009.10 Chicago

Okubo M,  Yamanaka H,  Kobayashi K,  Noguchi K.  
Platelet-activating factor biosynthesis in spinal cord 
contributes to neuropathic pain following peripheral 
nerve injury. The 39th Annual Meeting of the Society 
for Neuroscience（Neuroscience 2009）2009.10 Chicago

Miyoshi K,  Obata K,  Noguchi K.  Interleukin-1β converting 
enzyme（ICE）upregulat ion in spina l gl ia l cel ls 
contributes to tactile allodynia after nerve injury. The 
39th Annual Meeting of the Society for Neuroscience 

（Neuroscience 2009）2009.10 Chicago
［全国規模の学会］

専   門   部   門
Specialty Division
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三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄におけるＩＬ-18を介し
たミクログリア-アストロサイト相互作用と神経因性疼痛.  
第82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

野口光一.  痛み−その発生機序と臨床的制御の意義−「炎
症性疼痛の分子メカニズム」. （招待講演）第53回日本リ
ウマチ学会総会・学術集会（JCR 2009）2009.4 東京

［その他の学会］
野口光一.  Molecular mechanism of inflammatory pain. 
（シンポジウム）第１回長崎痛みの制御と研究に関する国
際シンポジウム 2009.3 長崎

野口光一.  痛みの分子メカニズム. （特別講演）第31回日本
疼痛学会 2009.7 名古屋

近藤隆,  小畑浩一,  三輪洋人,  野口光一.  ＴＲＰＡ１の活
性化はラット胃伸展刺激に伴う内臓痛の発現に関与する.  
第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

小林希実子,  山中博樹,  大久保正道,  野口光一.  末梢神経
損傷後に脊髄マイクログリアで増加するＰ２Ｙ受容体.  第
31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおける
interleukin-1β converting enzyme（ICE）の発現増加と
アロディニア.  第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

福岡哲男,  小林希実子,  山中博樹,  野口光一.  腰部交感神
経節ニューロンにおける電位依存性ナトリウムチャネルの
発現と軸索切断後の変化.  第31回日本疼痛学会 2009.7 
名古屋

大久保正道,  山中博樹,  小林希実子,  野口光一.  末梢神経
損傷後に脊髄で増加したロイコトリエンは神経因性疼痛
に関与する.  第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

小畑浩一,  三好歓,  野口光一.  非傷害一次知覚ニューロン
におけるＲＥＴシグナリング増強と神経因性疼痛.  第31回
日本疼痛学会 2009.7 名古屋

小林希実子,  山中博樹,  大久保正道,  野口光一.  末梢神経
損傷後の脊髄後角マイクログリアで増加するＰ２受容体.  
第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおける
interleukin-1β converting enzyme（ICE）の発現増加と
アロディニア.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

大久保正道,  山中博樹,  小林希実子,  野口光一.  末梢神
経損傷後に脊髄で合成が増加した血小板活性化因子
は神経因性疼痛に関与する.  第32回日本神経科学大会 
2009.9 名古屋

樫本良亮,  山中博樹,  小林希実子,  大久保正道,  三村治,  
野口光一.  ラット坐骨神経障害モデルにおけるERMの発
現とリン酸化.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

野口光一.  炎症性疼痛の分子メカニズム. （特別講演）第1
回日本線維筋痛症学会 2009.10 大阪

小林希実子,  山中博樹,  野口光一.  末梢神経損傷後に
脊髄で増加するP2Y受容体.  第47回日本生物物理学会 
2009.10 徳島

［科学研究費等班会議］
野口光一,  戴毅.  神経栄養因子によるペインセンサーＴＲＰ

Ａ１の機能調節機構.  特定領域研究「細胞感覚」平成21
年度夏の班会議 2009.6 沖縄

［研究会・講演会等］
野口光一.  神経因性疼痛における後根神経節の関与. （特別

講演） 第23回宮崎痛みの研究会 2009.3 宮崎
野口光一.  痛みの分子メカニズム. （特別講演）第85回聖マ

リアンナ大学難治研センター大学院セミナー 2009.6 神奈
川

三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおける
ＩＣＥの発現増加とアロディニア.  第７回整形外科痛みを
語る会 2009.7 福岡

小畑浩一,  三好歓,  野口光一.  脊髄マイクログリア細胞に
おけるcaspase-1/IL-18シグナリングと神経障害性疼痛.  
第11回ORIGIN夏の神経科学ワークショップ 2009.8 長野

三好歓,  野口光一.  脊髄ミクログリアにおけるcaspase-1の
発現増加は炎症性サイトカインの活性化を介して神経障
害性疼痛の発症に関与する.  第２回日本運動器疼痛研究
会 2009.11 東京

野口光一.  脊髄後角における痛覚伝達の分子メカニズム. 
（指定講演）第19回神経科学の基礎と臨床 2009.12 大
阪

野口光一.  痛みの分子メカニズム. （特別講演）第11回
Macnab Memorial Lecture 2009.12 福島

生理学
Physiology

生体機能部門
Division of Physiome

■著書■
岡田泰昌,  桑名俊一,  越久仁敬.  低酸素換気応答.  酸素ダ

イナミクス研究会 編.  からだと酸素の事典.  東京:朝倉書
店, 2009:211-5.

■学術論文■
［総説］
Okada Y,  Kuwana S,  Chen Z,  Ishiguro M,  Oku 

Y.  The central respiratory chemoreceptor: where 
is it located? −Invited article.  Adv Exp Med Biol 
2009;648:377-85.

Ruangkitt isakul A,  Okada Y,  Oku Y,  Koshiya 
N,  Ballanyi K.  Fluorescence imaging of active 
respiratory networks.  Respir Physiol Neurobiol 2009; 
168:26-38.

越久仁敬 .  中枢型睡眠時無呼吸の病態生理.  最新医学 
2009;64:22-5.

越久仁敬.  呼吸ニューロンネットワークシミュレーション.  呼
吸と循環 2009;57:1255-61.

［原著］
Kawai S,  Oku Y,  Okada Y,  Miwakeichi F,  Tamura Y,  

Ishiguro M.  A novel statistical analysis of voltage-
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imaging data by structural time series modeling and 
its application to the respiratory neuronal network. 
Neurosci Res 2009;63:165-71.

Winter S,  Fresemann J,  Schnell C,  Oku Y,  Hirrlinger J,  
Hülsmann S.  Glycinergic interneurons are functionally 
integrated into the inspiratory network of mouse 
medullary slices. Pflügers Arch 2009;458:459-69.

Masumiya H,  Oku Y,  Okada Y.  Inhomogeneous 
distribution of action potential characteristics in the 
rabbit sino-atrial node revealed by voltage imaging.  J 
Physiol Sci 2009;59:227-41.

Okada Y,  Yokota S,  Shinozaki Y,  Aoyama R,  Yasui 
Y,  Ishiguro M,  Oku Y.  Anatomical architecture and 
responses to acidosis of a novel respiratory neuron 
group in the high cervical spinal cord（HCRG）of the 
neonatal rat.  Adv Exp Med Biol 2009;648:387-94.

Arata A.  Respiratory activity of the neonatal dorsolateral 
pons in vitro.  Respir Physiol Neurobiol 2009;168:144-
52. 

Amano K,  Fujii M,  Arata S, Tojima T,  Ogawa M,  
Morita N,  Shimohata A,  Furuichi T,  Itohara S,  
Kamiguchi H,  Korenberg JR,  Arata A,  Yamakawa 
K.  DSCAM deficiency causes loss of pre-inspiratory 
neuron synchroneity and perinatal death.  J Neurosci 
2009;29:2984-96.

Hanganu IL,  Okabe A,  Lessmann V,  Luhmann 
HJ.  Cellular mechanisms of subplate-driven and 
cholinergic input-dependent network activity in the 
neonatal rat somatosensory cortex.  Cereb Cortex 
2009;19:89-105.

Masumiya H,  Asaumi Y,  Nishi M,  Minamisawa S,  
Adachi-Akahane S,  Yoshida M,  Kangawa K,  Ito 
K,  Kagaya Y,  Yanagisawa T,  Yamazaki T,  Ma J,  
Takeshima H. Mitsugumin 53-mediated maintenance 
of K+ currents in cardiac myocytes.  Channels

（Austin）2009;3:6-11.
Cai C,  Masumiya H,  Weisleder N,  Matsuda N,  Nishi 

M,  Hwang M,  Lin P,  Thornton A,  Zhao X,  Pan 
Z,  Komazaki S,  Brotto M,  Takeshima H,  Ma J.  
MG53 nucleates assembly of cell membrane repair 
machinery.  Nat Cell Biol 2009;11:56-64.

Cai C,  Masumiya H,  Weisleder N,  Pan Z,  Nishi M,  
Komazaki S,  Takeshima H,  Ma J.  MG53 regulates 
membrane budding and exocytosis in muscle cells.  J 
Biol Chem 2009;284:3314-22.

■学会発表■
［国際学会］
Aok i T,  Aget suma M,  A i zawa H,  Arat a A ,  

Higashijima S,  Okamoto H.  Optical imaging of 
neural activity of the telencephalon in emotionally 
motivated goal directed behavior.  2009 Cold Spring 

Harbor Laboratory Meet ing “Synapses: From 
Molecules to Circuits & Behavior” 2009.4 Cold Spring 
Harbor

Ishiguro M,  Kawai S,  Okada Y,  Oku Y,  Miwakeichi 
F,  Tamura Y,  Lal A .  What does the mult i-
peaked respiratory output pattern tell us about the 
respiratory pattern generating neuronal network?.  
11th Oxford Conference on Modeling and Control of 
Breathing 2009.7 Nara

Oku Y.  Future perspectives – proposal for Oxford 
physiome project.  11th Oxford Conference on 
Modeling and Control of Breathing 2009.7 Nara

Shinozaki Y,  Miwakeichi F,  Yokota S,  Aoyama R,  Oku 
Y,  Okada Y.  Spatiotemporal activity of respiratory 
neurons in the cervical spinal cord at the level of 
the phrenic nucleus in neonatal rats. 11th Oxford 
Conference on Modeling and Control of Breathing 
2009.7 Nara

Yokota S, Shinozaki Y, Oku Y, Okada Y, Yasui Y. 
Anatomical and functional correlates between phrenic 
and scalene motoneurons in the cervical spinal cord 
of neonatal rats. 11th Oxford Conference on Modeling 
and Control of Breathing 2009.7 Nara

Amano K,  Fujii M,  Arata S,  Ogawa M,  Yamakawa 
K,  Arata A.  DSCAM deficiency causes loss of pre-
inspiratory neuron synchroneity and perinatal death.  

（Symposium Speaker）11th Oxford Conference on 
Modeling and Control of Breathing 2009.7 Nara

Arata A,  Tanaka I,  Fuji i M,  Ezure K.  Active 
inspiratory-expiratory phase switching mechanism 
in the neonatal nucleus Parabrachialis. 11th Oxford 
Conference on Modeling and Control of Breathing 
2009.7 Nara

Fujii M,  Arata A.  Adrenaline contributrs to perinatal 
development of respiratory neural network.  11th 
Oxford Conference on Modeling and Control of 
Breathing 2009.7 Nara

Arata S,  Amano K,  Yamakawa K,  Arata A.  Occurrence 
of central respiratory failure in mouse model depend 
on host genetic background.  11th Oxford Conference 
on Modeling and Control of Breathing 2009.7 Nara

Okabe A,  Arata A,  Oku Y,  Takayama C,  Fukuda A.  
Ontogeny of Cl- homeostasis in mouse hypoglossal 
nucleus. 11th Oxford Conference on Modeling and 
Control of Breathing 2009.7 Nara

Hirata Y,  Matsumoto H,  Otsuka K,  Ito I,  Ogawa 
E,  Muro S,  Sakai H,  Niimi A,  Mishima M,  Oku 
Y.  Interleukin-13 enhances the frequency of LTD4-
induced Ca oscillation in human airway smooth 
muscle cells.  The 36th Congress of the International 
Union of Physiological Science（IUPS 2009）2009.7 
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Kyoto
Hülsmann S,  Winter S,  Fresemann J,  Christian 

S,  Hirrlinger J,  Oku Y.  Glycinergic interneurons 
are functionally integrated into the rhythmogenic 
inspiratory network of mouse medullary slices.  
The 36th Congress of the International Union of 
Physiological Science（IUPS 2009）2009.7 Kyoto

Lal A,  Oku Y,  Hülsmann S,  Okada Y,  Miwakeichi F,  
Kawai S,  Tamura Y,  Ishiguro M.  Non-deterministic 
breakdown of the preBötzinger complex neuronal 
synchronicity may lead to quanta l slowing of 
respiratory rhythm.  The 36th Congress of the 
International Union of Physiological Science（IUPS 
2009）2009.7 Kyoto

Okada Y,  Kuwana S,  Yokota S,  Chen Z,  Oku Y.  
Localization and mechanisms of central chemoreception.

（Symposium）The 36th Congress of the International 
Union of Physiological Science（IUPS 2009）2009.7 
Kyoto

Oku Y.  Advances in analyses of spat iotemporal 
respiratory network activities using voltage-sensitive 
dyes.（Sympos ium）The 36th Congress of the 
International Union of Physiological Science（IUPS 
2009）2009.7 Kyoto

Arata A,  Fujii M.  Neuronal mechanisms of respiratory 
modulation.（Symposium）The 36th Congress of the 
International Union of Physiological Science（IUPS 
2009）2009.7 Kyoto

Arata A,  Fujii M,  Ito M.  Respiratory activity involved 
in the cerebellar circuit formation. The 36th Congress 
of the International Union Physiological Science（IUPS 
2009）2009.7 Kyoto

Tanaka I,  Fujii M,  Ezure K,  Arata A.  Role of nucleus 
parabrachialis for respiratory neural network in 
neonatal rat. The 36th Congress of the International 
Union Physiological Science（IUPS 2009）2009.7 Kyoto

Amano K,  Fujii M,  Arata S,  Tojima T,  Ogawa M,  
Morita N,  Shimohata A,  Furuichi T,  Itohara S,  
Kamiguchi H,  Korenberg JR,  Arata A,  Yamakawa 
K.  Genetic backgrounds affect perinatal death caused 
by DSCAM deficiency.  The 36th Congress of the 
International Union Physiological Science（IUPS 
2009）2009.7 Kyoto

Wang T,  Kumada T,  Morishima T,  Okabe A,  Yanagawa 
Y,  Fukuda A.  Peculiar accumulation of GABAergic 
and glutamatergic neurons at the early stage of freeze 
lesion-induced microgyrus in mice.  The 36th Congress 
of the International Union Physiological Science（IUPS 
2009）2009.7 Kyoto

Miwakeichi F,  Oku Y,  Okada Y,  Kawai S,  Tamura 
Y,  Ishiguro M.  Spatio-temporal innovation approach 

for the analysis of optical volateg-imaging data.  
24th Annual Meet ing Federat ion of Society of 
Experimental Biology 2009.8 São Paulo

Luhmann HJ,  Kilb W,  Hanganu-Opatz IL,  Okabe A,  
Sava BA,  Shimizu-Okabe C,  Fukuda A.  Function 
of ligand-gated chloride channels in the newborn 
rodent cerebral cortex.（Invited Presentation）40th 
NIPS International Symposium-International Joint 
Symposium 2009（PAT-CVR 2009）2009.8 Okazaki

Aoki T,  Agetsuma M,  Aizawa H,  Arata A,  Higashijima 
S,  Okamoto H.  Optical imaging of neural activity of 
zebrafish telencephalon in goal directed behavior. The 
39th Annual Meeting of the Society for Neuroscience 

（Neuroscience2009）2009.10 Chicago
［全国規模の学会］
横田茂文,  篠崎義雄,  越久仁敬,  岡田泰昌,  安井幸彦.  新

生仔ラットの頸髄における吸息関連運動ニューロン.  第
114回日本解剖学会総会・全国学術集会 2009.3 岡山

松本久子,  平田豊,  大塚浩二郎,  伊藤功朗,  小川惠美子,  
室繁郎,  阪井宏彰,  新実彰男,  越久仁敬,  三嶋理晃.  
IL-13によるヒト気道平滑筋細胞におけるLTD4誘発性Ca 
Oscillationへの影響.  第49回日本呼吸器学会学術講演
会 2009.6 東京

玉木彰,  大島洋平,  解良武士,  越久仁敬.  LRCを意図的に
誘発した際のLRC発生率の時間的変化.  第64回日本体力
医学会大会 2009.9 新潟

大島洋平,  玉木彰,  越久仁敬.  LRCリアルタイムモニタリン
グシステムの開発.  第64回日本体力医学会大会 2009.9 
新潟

賀屋光晴,  石垣享,  山下陽一郎,  武田ひとみ,  大谷秀憲,  
小山勝弘,  辻田純三.  医療系大学生の体力.  第64回日本
体力医学会大会 2009.9 新潟

松本久子,  平田豊,  大塚浩二郎,  新実彰男,  伊藤功朗,  小
川惠美子,  室繁郎,  阪井宏彰,  越久仁敬 ,  三嶋理晃.  
IL-13によるヒト気道平滑筋細胞におけるLTD4誘発性Ca 
oscillationへの影響.（ミニシンポジウム）第59回日本アレ
ルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

［その他の学会］
大島洋平,  玉木彰,  解良武士,  立松典篤,  大寺祥佑,  金沢

星慶,  長谷川聡,  越久仁敬.  ペダリング運動における運
動―呼吸同調現象の発生状況―誘発角度の違いによる
検討.  第44回日本理学療法学術大会 2009.5 東京

荒田悟,  荒田晶子,  武富芳隆,  細野知彦,  鬼丸洋,  塩田清
二.  新生期マウスの呼吸馴化における系統の差異. 第56
回日本実験動物学会総会 2009.5 大宮

Shinozaki Y,  Yokota S,  Miwakeichi F,  Aoyama R,  
Oku Y,  Okada Y.  Spatiotemporal activity profile of 
respiratory-related motoneuron population analyzed 
by voltage-imaging in the cervical spine of the 
neonatal rat.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

Aoki T,  Agetsuma M,  Aizawa H,  Arata A,  Higashijima 
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S,  Okamoto H.  Optical imaging of neural activity of 
zebrafish telencephalon in the goal directed behavior.  
第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

Arata A,  Fujii M,  Yanagawa Y,  Obata K.  Development 
of rhythmic activity in fetal mice lacking GAD65/67 
and VGAT. 第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

Okabe A.  Cl- co-transporters play important roles in 
developmental brain of rodent.（招待講演）第32回日本
神経科学大会 2009.9 名古屋

［研究会・講演会等］
三分一史和,  川合成治,  越久仁敬,  岡田泰昌,  石黒真木夫,  

田村義保.  時空間生体イメージングデータにおける状態
変化抽出方法，可視化システム.  千葉大学フロンティアメ
ディカル工学研究開発センター第7回シンポジウム 2009.2 
千葉

越久仁敬.  呼吸ニューロンネットワークの膜電位イメージング. 
呼吸調節フォーラム in 仙台 2009.11 仙台

荒田晶子,  藤井盛光.  発達時呼吸性ニューロンのCa2+チャ
ネルにおけるアドレナリンの作用.  第37回自律神経生理
研究会 2009.12 東京

■特許■
三分一史和,  越久仁敬,  岡田泰昌,  石黒真木夫,  田村義

保,  川合成治.  イメージングデータからの状態変化抽出
方法, 状態変化の可視化システム, および, コンピュータプ
ログラム. 公開日:2009.11.26 公開番号:特開2009-273539

■ その他■
荒田晶子.  女性研究者として損なことと得なこと.  第4回

Leapキャリア・カフェ 2009.9 横浜
荒田晶子.  Role of nucleus parabrachialis for respiratory 

neural network in neonatal rat. 第13回埼玉大学脳科学
セミナー 2009.11 さいたま

荒田晶子.  呼吸中枢について―最近の知見―.  田中啓治,  
岡本仁 編. （ビデオ）脳科学の進歩 分子から心まで.  東
京:放送大学教育振興会, 2009.

生体情報部門
Division of Bioinformation

■学術論文■
［総説］
西崎知之.  不飽和脂肪酸誘導体DCP-LAによるシナプス前

終末α7アセチルコリン受容体を標的とした海馬シナプス伝
達促進作用.  生体の科学 2009;60:248-55.

［原著］
Yaguchi T,  Saito M,  Yasuda Y,  Nishizaki T.  Caspase-4 

activation in association with decreased adenosine 
deaminase activity may be a factor for gastric ulcer. 
Digestion 2009;81:62-7.

Kanno T,  Yaguchi T,  Nagata T,  Tanaka A,  Nishizaki 
T.  DCP-LA stimulates AMPA receptor exocytosis 

through CaMKII activation due to PP-1 inhibition. J 
Cell Physiol 2009;221:183-8.  

Yaguchi T,  Nagata T,  Nishizaki T.  1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-
glycero-3- phosphocholine improves cognitive decline 
by enhancing long-term depression. Behav Brain Res 
2009;204:129-32.

Yamamoto S,  Kanno T,  Yamada K,  Yasuda Y,  Nishizaki 
T.  Dual regulation of heat-activated K+ channel in rat 
DRG neurons via α1 and β adrenergic receptors. Life 
Sci 2009;85:167-71.

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-Doi 
A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  Nishizaki 
T,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama T.  Isolation 
and characterization of neural stem/progenitor cells 
from post-stroke cerebral cortex in mice.  Eur J 
Neurosci 2009;29:1842-52.

Yasuda Y,  Saito M,  Yamamura T,  Yaguchi T,  Nishizaki 
T.  Extracellular adenosine induces apoptosis in 
Caco-2 human colonic cancer cells by activating 
c a spa se -9/-3 v i a A2a adenos i ne receptor s . J 
Gastroenterol 2009;44:56-65.

Yaguchi T,  Nagata T,  Nishizaki T.  Dilinoleoylphosphatidylcholine 
ameliorates scopolamine-induced impairment of spatial 
learning and memory by targeting α7 nicotinic ACh 
receptors.  Life Sci 2009;84:263-6. 

■学会発表■
［その他の学会］
矢口貴博,  西崎知之.  uPA阻害剤UTIは悪性中皮腫細胞の

遊走を抑制する.  第32回日本分子生物学会年会 2009.12 
横浜

熊本香名子,  揚冬琴,  石澤洋平,  矢口貴博,  西崎知之 .  
HepG2 におけるアデノシン誘導アポトーシスの際の細胞
内情報伝達経路の同定.  第32回日本分子生物学会年会 
2009.12 横浜

［研究会・講演会等］
熊本香名子,  揚冬琴,  石澤洋平,  矢口貴博,  西崎知之 .  

HepG2 におけるアデノシン誘導アポトーシスの際の細胞
内情報伝達経路の同定.  第４回産業医科大学・兵庫医
大・岐阜大学 合同セミナー 2009.12 岐阜

■その他■
矢口貴博,  西崎知之.  ホスファチジルコリン・ジリノレオイル

の認知機能改善作用.  第8回国際バイオフォーラム 2009.7 
東京

生化学
Biochemistry

■著書■
江口裕伸,  鈴木敬一郎.  運動と酸化ストレスと免疫.  大野

秀樹,  木崎節子 編.  運動と免疫.  東京:ナップ, 2009:195-
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205．
■学術論文■

［総説］
Suzuki K.  Anti-oxidants for therapeutic use: why are 

only a few drugs in clinical use?.  Adv Drug Deliv Rev 
2009;61:287-9.

鈴木敬一郎.  私立医科大学における医学教育センターの一
例.  大学時報 2009；325：84-91.

藤原範子,  松本紋子,  鈴木敬一郎,  谷口直之.  ALSにお
ける酸化ストレスおよび酸化型SOD1の関与.  実験医学
2009;27:2438-42.

江口裕伸,  藤原範子,  大河原知水,  鈴木敬一郎,  谷口直
之.  酸化ストレスと健康.  生物試料分析 2009;32:247-56.

［原著］
Yoshihara D,  Fujiwara N,  Ookawara T,  Kato S,  Sakiyama 

H,  Yokoe S,  Eguchi H,  Suzuki K.  Protective role of 
glutathione S-transferase A4 induced in copper/zinc-
superoxide dismutase knockout mice.  Free Radic Biol 
Med 2009;47:559-67.

Hikoso S,  Yamaguchi O,  Nakano Y,  Takeda T,  Omiya 
S,  Mizote I,  Taneike M,  Oka T,  Tamai T,  Oyabu 
J,  Uno Y,  Matsumura Y,  Nishida K,  Suzuki K,  
Kogo M,  Hori M,  Otsu K.  The IｋB kinase β/
nuclear factor ｋB signaling pathway　protects 
the heart from hemodynamic stress mediated　by 
the regulation of manganese superoxide dismutase 
expression.  Circ Res 2009;105:70-9.

■学会発表■
［国際学会］
Eguchi H,  Su D,  Fujiwara N,  Sakiyama H,  Yokoe S,  

Yi W,  Xia C,  Wang PG,  Suzuki K.  Enzymatic 
sy nt he s i s o f g l ob o -h hexa saccha r ide u s i ng 
glycosyltransferases.  Clinical and Translational 
Research on Cancer: Glycomics Applications 2009.3 
Mie

Fujiwara N,  Nakano M,  Kato S,  Yoshihara D,  Eguchi 
H,  Sakiyama H,  Taniguchi N,  Suzuki K.  Oxidative 
modification of Cys111 residue in human copper/zinc 
superoxide dismutase and its immuno-probe.  （Invited 
Speech）The 5th Joint Meeting of the Societies for 
Free Radical Research Australasia and Japan 2009.12 
Sydney  

［全国規模の学会］
藤原範子,  伊原健太郎,  若槻壮市,  谷口直之,  鈴木敬一郎.  

抗酸化能を獲得した2-メルカプトエタノール修飾型Cu,Zn-
SODの構造解析.  第82回日本生化学会大会 2009.10 神
戸

崎山晴彦,  深澤昌史,  藤原範子,  江口裕伸,  横江俊一,  吉
原大作,  鈴木敬一郎.  Mlxの結合が転写因子ChREBPの
細胞内局在に及ぼす影響の検討.  第82回日本生化学会
大会 2009.10 神戸

吉原大作,  藤原範子,  大河原知水,  崎山晴彦,  横江俊一,  
江口裕伸,  鈴木敬一郎.  SOD1ノックアウトマウスの腎臓
における鉄の沈着とGSTA4の誘導.  第82回日本生化学
会 2009.10 神戸

［その他の学会］
吉原大作,  藤原範子,  大河原知水,  崎山晴彦,  横江俊一,  

江口裕伸,  鈴木敬一郎.  SOD1ノックアウトマウスにおけ
るGSTA4の誘導と酸化ストレス防御作用.  第62回日本酸
化ストレス学会学術集会 2009.6 福岡

崎山晴彦,  深澤昌史,  水口博之,  藤原範子,  江口裕伸,  横
江俊一,  吉原大作,  Uyeda K,  鈴木敬一郎.  14-3-3の結
合が転写因子ChREBPの核移行に及ぼす影響の検討.  
第56回日本生化学会近畿支部例会 2009.7 大阪

［科学研究費等班会議］
藤原範子,  加藤信介,  山口芳樹,  花島慎弥,  鄭国慶,  松本

紋子,  谷口直之.  酸化型SOD1の検出とそのALSへの関
与.  厚生労働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 
平成20年度班会議 2009.1 東京 

［研究会・講演会等］
鈴木敬一郎.  NO研究の過去, 現在, 未来.（特別講演）第11

回 UTPシンポジウム 2009.1 東京
鈴木敬一郎.  医学科におけるコミュニケーション教育―SP

を使った教育を考える―. （ワークショップ）Heart-to- 
Heart SP研究会第3回研修会 2009.1 大阪

伊原健太郎,  藤原範子,  富本裕介,  若槻壮市,  谷口直之,  
鈴木敬一郎.  2ME化SOD1の結晶構造解析.  第26回PF
シンポジウム 2009.3 つくば

薬理学
Pharmacology

■著書■
Kitanaka J,  Kitanaka N,  Tatsuta T,  Morita Y,  Kinoshita 

H,  Takemura M .  Regu lat ing the express ion 
patterns of bizarre behavior: a therapeutic option 
for amphetamine-type drug-induced stereotypy? In: 
Columbus AM ed. Advances in Psychology Research

（60）. New York: Nova Science Publishers, 2009:143-
54.

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

Tanaka K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura M.  
Sigma1 receptor antagonists determine the behavioral 
pattern of the methamphetamine-induced stereotypy 
in mice.  Psychopharmacology（Berl）2009;203:781-92.

■学会発表■
［国際学会］
Kitanaka N,  Kitanaka J,  Tatsuta T,  Tanaka K,  Watabe 
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K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura M.  Effect of 
low-dose clorgyline on methamphetamine-induced 
conditioned place preference in rats.  The 1st Meeting 
of the Asian College of Neuropsychopharmacology 
2009.11 Kyoto

Kitanaka J,  Kitanaka N,  Tatsuta T,  Miyoshi A,  Koumoto 
A,  Tanaka K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura 
M.  Attenuation by L-histidine of methamphetamine-
induced stereotypical biting in mice.  The 1st Meeting 
of the Asian College of Neuropsychopharmacology 
2009.11 Kyoto

Tanaka K,  Kitanaka N,  Kitanaka J,  Sato T,  Nishikawa 
T,  Takemura M,  Nishiyama N.  The role of nucleoside 
transporters on oxidative stress injury in cultured 
astrocytes.  The 1st Meeting of the Asian College of 
Neuropsychopharmacology 2009.11 Kyoto

［全国規模の学会］
北中順惠,  北中純一,  田中康一,  立田知大,  渡部要,  守田

嘉男,  西山信好,  竹村基彦.  マウスの覚せい剤退薬時不
安様症状と脳モノアミン代謝回転との関係について.  第
82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

北中純一,  北中順惠,  田中康一,  立田知大,  守田嘉男,  西
山信好,  竹村基彦.  マウスにおけるメタンフェタミン誘発
常同行動の発現パターン変化に対する特定の神経系調節.  
第82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

田中康一,  佐藤友昭,  西川殷維,  北中純一,  北中順惠,  竹
村基彦,  西山信好.  培養アストロサイトにおける過酸化水
素によるチミジン取り込みのp38 MAPKによる調節.  第
82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

長野貴之,  木村信也,  竹村基彦.  ミクログリアのアミロイド
タンパク食作用に対するプロスタグランジンE2の効果の検
討.  第82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

［その他の学会］
田中康一,  佐藤友昭,  西川殷維,  北中純一,  北中順惠,  竹

村基彦,  西山信好.  ラット培養アストロサイトにおける過
酸化水素によるチミジン取り込みと遅発性細胞死に対す
るp38 MAPKの関与.  日本薬学会第129年会 2009.3 京
都

田中康一,  北中純一,  北中順惠,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹
村基彦,  西山信好.  ラット培養アストロサイトのヌクレオシ
ド輸送体の発現と活性酸素種による活性調節.  第4回ト
ランスポーター研究会年会 2009.5 東京

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  Hall FS,  Uhl GR,  田中
康一,  西山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  覚せい剤による
自傷を低下させる可能性のあるシグマ受容体神経系：マウ
スによる検討.  第31回日本中毒学会総会 2009.7 東京

北中順惠,  北中純一,  三好晶雄,  河本あてな,  田中康一,  
西山信好,  竹村基彦.  マウスにおける覚せい剤誘発常同
行動：L-ヒスチジンによる調節.  第32回日本神経科学大
会 2009.9 名古屋

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  田中康一,  西山信好,  守

田嘉男,  竹村基彦.  シグマ-1受容体拮抗薬と覚せい剤同
時投与によるStraubのマウス挙尾反応.  第32回日本神経
科学大会 2009.9 名古屋

田中康一,  北中純一,  北中順惠,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹
村基彦,  西山信好.  培養アストロサイトへの過酸化水素に
よるチミジン取り込みにおける平衡型と濃度依存型ヌクレ
オシド輸送体の関与.  第32回日本神経科学大会 2009.9 
名古屋

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  河本あてな,  三好晶雄,  
田中康一,  西山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  マウスにお
ける覚せい剤誘発噛み行動はL-ヒスチジン前投与により
減弱される.  第13回日本ヒスタミン学会 2009.10 仙台

［研究会・講演会等］
北中純一,  北中順惠,  河本あてな,  三好晶雄,  立田知大,  

田中康一,  西山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  脳ヒスタミン
含量増加による覚せい剤常同行動の抑制.（ワークショッ
プ）第13回活性アミンに関するワークショップ年会 2009.8 
三重

田中康一,  北中順惠,  北中純一,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹
村基彦,  西山信好.  酸化ストレス障害におけるヌクレオシ
ド輸送体の役割.（シンポジウム）第11回応用薬理シンポジ
ウム 2009. 9 静岡

病原微生物学
Microbiology

■学術論文■
［総説］
筒井ひろ子.  IL-18はアレルギー性炎症の起爆剤か？.  実験

医学 2009;27:3310-4.
筒井ひろ子,  山本徹也,  中西憲司.  痛風発作に関わる自然

免疫.  痛風と核酸代謝 2009;33:1-6.
今村美智子,  筒井ひろ子.  LPS刺激によるToll-like receptor
（TLR）を介したIL-18ならびにIL-1βの分泌.  エンドトキ
シン研究 2009;11:29-31.

［原著］
Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  

Yumikura-Futatsugi S,  Mitani K,  Hayashi S,  Akira S,  
Taniguchi S,  Van Rooijen N,  Tschopp J,  Yamamoto T,  
Fujimoto J,  Nakanishi K.  Contribution of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  J Hepatol 
2009;51:333-41. 

Benoit BN,  Kobayashi M,  Kawakubo M,  Takeoka 
M,  Sano K,  Zou J,  Itano N,  Tsutsui H,  Noda T,  
Fukuda M,  Nakayama J,  Taniguchi S.  Role of ASC 
in the mouse model of Helicobacter pylori  infection.  J 
Histochem Cytochem 2009;57:327-38.

Otani N,  Baba K,  Okuno T.  Interferon-γ release assay: 
a simple method for detection of varicella-zoster 



11兵庫医大業績録（2009）

virus-specific cell-mediated immunity.  J Immunol 
Methods 2009;351:71-4.

Hoshino Y,  Katano H,  Zou P,  Hohman P,  Marques 
A,  Tyring SK,  Follmann D,  Cohen JI.  Long-term 
administration of valacyclovir reduces the number 
of Epstein-Barr virus（EBV）-infected B cells but not 
the number of EBV DNA copies per B cell in healthy 
volunteers.  J Virol 2009;83:11857-61.  

Kawada J,  Zou P,  Mazitschek R,  Bradner JE,  Cohen 
JI.  Tubacin kills Epstein-Barr virus（EBV）-Burkitt 
lymphoma cells by inducing reactive oxygen species 
and EBV lymphoblastoid cells by inducing apoptosis.  
J Biol Chem 2009;284:17102-9.  

Kurenuma T,  Kawamura I,  Hara H,  Uchiyama R,  
Daim S,  Dewamitta SR,  Sakai S,  Tsuchiya K,  
Nomura T,  Mitsuyama M.  The RD1 locus in the 
Mycobacterium tuberculosis genome contributes to 
activation of caspase-1 via induction of potassium 
ion efflux in infected macrophages.  Infect Immun 
2009;77:3992-4001.

Uchiyama R,  Aoki K,  Sugimoto H,  Taka N,  Katayama 
T,  Itonori S,  Sugita M,  Che FS,  Kumagai H,  
Yamamoto K.  Phosphocholine-containing glycosyl 
inositol-phosphoceramides from Trichoderma viride 
induce defense responses in cultured rice cells.  Biosci 
Biotechnol Biochem 2009;73:74-8.

■学会発表■
［国際学会］
Imamura M,  Tsutsui H,  Uchiyama R,  Akira S,  Tschopp 

J,  Nakanishi K.  Contribut ion of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  The 
First International Kishimoto Foundation Symposium 
“Immune Regulation: Present and Future” 2009.5 
Osaka 

Okuno T,  Ursea R,  Hooper LC ,  Smith J,  Hooks J 
J,  Hayashi K.  Involvement of HHV-6 in corneal 
inflammation.  34th Annual International Herpesvirus 
Workshop 2009.7 Ithaca

Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  
Yumikura S,  Akira S,  Nakanishi K.  Contribution of 
TRIF to LPS-induced liver injury in mice.  The 9th 
Awaji International Forum on Infection and Immunity 
2009.9 Hyogo

Toma C,  Higa N,  Koizumi Y,  Nakasone N,  Ogura 
Y,  Mccoy A,  Franchi L,  Uematsu S,  Sagara J,  
Taniguchi S,  Tsutsui H,  Akira S,  Nunez G,  Suzuki 
T.  Activarion of the NLRP3 inf lammasome by 
pathogenic Vibrios is mediated via pore-forming 
toxins and dif ferentia l ly regulated by Toll-l ike 
receptor signaling.  The 9th Awaji International 

Forum on Infection and Immunity 2009.9 Hyogo
［全国規模の学会］
筒井ひろ子,  今村美智子,  内山良介.  TR IF依存性の

Caspase-1活性化はIL-18分泌を誘導してLPS肝障害に
寄与する.（ワークショップ）第82回日本細菌学会総会 
2009.3 名古屋 

内山良介,  筒井ひろ子.  細菌感染におけるFas/FasLシグナ
ルを介したIL-18産生機序の解析.  第82回日本細菌学会
総会 2009.3 名古屋 

酒井俊祐,  河村伊久雄,  内山良介,  光山正雄.  The 
PD-1:PD-L1 pathway is involved in the persistent 
infection of Mycobacterium bovis BCG.  第82回日本細
菌学会総会 2009.3 名古屋

川田潤一,  鄒平.  Histone deacetylase 6 阻害剤（tubacin）
のEBV関連リンパ腫細胞株に対する抗腫瘍効果の検討.  
第57回日本ウイルス学会学術集会 2009.10 東京

加藤順子,  内山良介,  筒井ひろ子.  ConA肝炎における内因
性IFN-γに依存したPAI-1の誘導.  第82回日本生化学会
大会 2009.10 神戸

Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  
Yumikura S,  Akira S,  Nakanishi K.  Contribution of 
TRIF-mediated IL-18 release to LPS-induced liver 
injury in mice.（ワークショップ）第39回日本免疫学会総
会・学術集会 2009.12 大阪

Kato J,  Uchiyama R,  Tsutsui H.  Importance of 
endogenous IFN-gamma for induction of PAI-1 in 
mice with ConA hepatitis.（ワークショップ）第39回日本
免疫学会総会・学術集会 2009.12 大阪

川浩介,  筒井ひろ子,  内山良介,  松本譽之 ,  中西憲司.  
IFN-gammaはPAI-1誘導を介してエンドトキシンショック
に貢献する.（ワークショップ）第39回日本免疫学会総会・
学術集会 2009.12 大阪 

Kawashima T,  Uchiyama R,  Tsutsui H,  Yan H,  Kaisho 
T,  Saito T,  Nishimura I,  Tsuji N.  Lactic acid 
bacteria induces INF-beta secretion by dendritic cells 
through toll-like receptors in endosomes.（ワークショッ
プ）第39回日本免疫学会総会・学術集会 2009.12 大阪 

Dewamitta SR,  Kawamura I,  Hara H,  Uchiyama 
R ,  Da im S,  Saka i S,  Tsuch iya K,  Nomura 
T,  Mitsuyama M.  RD1 locus in Mycobacterium 
tuberculosis genome contributes to the activation of 
caspase-1via induction of potassium efflux in infected 
macrophages.  第39回日本免疫学会総会・学術集会 
2009.12   大阪

［その他の学会］
今村美智子,  筒井ひろ子,  安田好文,  内山良介,  弓倉静英,  

審良静男,  中西憲司.   Contribution of TRIF to LPS-
induced liver injury in mice.（ワークショップ）第74回日
本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2009.6 京
都

内山良介,  筒井ひろ子.  細菌感染におけるFas/FasLシグ
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ナルを介したIL-18産生機序の解析.  第74回日本インター
フェロン・サイトカイン学会学術集会 2009.6 京都 

［科学研究費等班会議］
筒井ひろ子.  摘脾による感染免疫応答への影響.  厚生労働

科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業「血小
板低値へのインターフェロン治療法の確立を目指した基礎
および臨床的研究」 平成21年度第1回合同班会議 2009.7 
名古屋

■特許■
中西憲司,  水谷仁,  筒井ひろ子.  ケラチノサイトによるイン

ターロイキン１８の産生の誘導現象を利用した阻害剤のス
クリーニング方法およびその利用.  出願日:2004.4.21 登録
日:2009.7.3 登録番号:4335211

免疫学・医動物学
Immunology and Medical Zoology

■著書■
中西憲司.  IL-18.  松島綱治,  西脇徹 編.  炎症・再生医学

辞典.  東京:朝倉書店, 2009:76-9.
■学術論文■

［総説］
中西憲司.  新しいアレルギーの概念.  実験医学 2009;27: 

3208-13.
松井聖,  佐野統,  中西憲司.  IL-18.  炎症と免疫 2009; 

17:75-82.
善本知広 ,   中西憲司 .   腸管寄生虫感染と宿主応答─

I L -18の線虫感染防御作用─.  蛋白質・核酸・酵素 
2009;54:1066-72.

筒井ひろ子,  山本徹也,  中西憲司.   痛風発作に関わる自然
免疫.   痛風と核酸代謝 2009;33:1-6.

善本知広 .  IL-18,IL-33と好塩基球.  アレルギー・免疫 
2009;16:330-8.

善本知広.  IL-1ファミリーサイトカイン（IL-18,IL-33）とアレ
ルギー性炎症.  臨床免疫・アレルギー科 2009;51:613-21.

善本知広.  アレルギー性炎症とIL-18／IL-33.  感染・炎症・
免疫   2009;39:184-95.

善本知広 .  好塩基球によるTh2細胞の誘導.  実験医学 
2009;27:3279-89.

安田好文,  善本知広,  中西憲司.  寄生虫感染時のサイトカ
イン動態.  実験医学 2009;27:1665-71.

安田好文,  中西憲司.  アレルギーとアジュバント.  実験医学 
2009;27:3290-6.

［原著］
Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  

Yumikura-Futatsugi S,  Mitani K,  Hayashi S,  Akira S,  
Taniguchi S,  Van Rooijen N,  Tschopp J,  Yamamoto T,  
Fujimoto J,  Nakanishi K.  Contribution of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  J Hepatol 

2009;51:333-41.
Yoshimoto T,  Yasuda K,  Tanaka H,  Nakahira M,  Imai 

Y,  Fujimori Y,  Nakanishi K.  Basophils contribute to 
TH2-IgE responses in vivo via IL-4 production and 
presentation of peptide-MHC class II complexes to 
CD4+ T cells.  Nat Immunol 2009;10:706-12.

Harada M,  Obara K,  Hirota T,  Yoshimoto T,  Hitomi 
Y,  Sakashita M,  Doi S,  Miyatake A,  Fujita K,  
Enomoto T,  Taniguchi M,  Higashi N,  Fukutomi Y,  
Nakanishi K,  Nakamura Y,  Tamari M.  A functional 
polymorphism in IL-18 is associated with severity 
of bronchial asthma.  Am J Respir Crit Care Med 
2009;180:1048-55.

Yamasaki S,  Matsumoto M,  Takeuchi O,  Matsuzawa T,  
Ishikawa E,  Sakuma M,  Tateno H,  Uno J,  Hirabayashi 
J,  Mikami Y,  Takeda K,  Akira S,  Saito T.  C-type 
lectin Mincle is an activating receptor for pathogenic 
fungus,  Malassezia.  Proc Natl Acad Sci USA 
2009;106:1897-902.

■学会発表■
［国際学会］
Nakanishi K.  NKT IFN-γ production in response 

to cancel cauterization induces intestinal adhesion 
formation by reciprocal regulation of plasminogen 
activator inhibitor type 1（PAⅠ）and tissue-type 
plasminogen activator（tPA）.  The 5th International 
Symposium on CD1/NKT Cells 2009.3 Kamakura

Yoshimoto T,  Yasuda K,  Nakanishi K.  Contribution of 
basophils to Th2/IgE response in vivo by production 
of IL-4 and presentation of MHC class Ⅱ/peptide 
complex to CD4+ T cells.  The First International 
K i sh imoto Foundat i on Sympos ium“I mmune 
Regulation : Present and Future” 2009.5 Osaka

Imamura M,  Tsutsui H,  Uchiyama R,  Akira S,  Tschopp 
J,  Nakanishi K.  Contribut ion of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  The 
First International Kishimoto Foundation Symposium 
“Immune Regulation: Present and Future” 2009.5 
Osaka

Nakanishi K .  Therapeutic approach to Th1-Type 
bronchial asthma in transiently humanized mice 
by us ing human ant i -human IL -18 ant ibody .

（Sympos i um） The 9t h Wor l d Cong re s s on 
Inflammation 2009.7 Tokyo

Yoshimoto T,  Kosaka H,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  IFN-
γ is a therapeutic target molecule for prevention of 
postoperative adhesion formation.（Workshop）The 9th 
World Congress on Inflammation 2009.7 Tokyo

Yasuda K,  Kondo Y,  Yoshimoto T,  Fujimoto J,  Nakanishi 
K .  Admin ist rat ion of I L-33 i nduces a i rway 
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hyperresponsiveness and goblet cell hyperplasia in 
the lungs in the absence of adoptive immune system.  
The 9th World Congress on Inf lammation 2009.7 
Tokyo

Nakanishi K.  Parasitology. （Guest Speech）The 9th 
Awaji International Forum on Infection and Immunity 
2009.9 Hyogo

Yasuda K ,  Sasak i Y,  Kondo Y,  Matsumoto M ,  
Yoshimoto T,  Nakanishi K.  IL-33 mediated expulsion 
of Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence 
of adapt ive immune system.  The 9th Awaj i 
International Forum on Infection and Immunity    
2009.9 Hyogo

Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  
Yumikura S,  Akira S,  Nakanishi K.  Contribution of 
TRIF to LPS-induced liver injury in mice.  The 9th 
Awaji International Forum on Infection and Immunity  
2009.9 Hyogo

［全国規模の学会］
Yasuda K,  Sasaki Y,  Kondo Y,  Matsumoto M,  Yoshimoto 

T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence of 
adaptive immune system.  第78回日本寄生虫学会大会 
2009.3 東京

松葉沙織,  善本知広,  安田好文,  池田誠宏,  中西憲司,  三
村治.  ブタクサ花粉特異的実験的アレルギー性結膜炎に
対するIL-33の病因的役割の解析. （座長賞受賞）第113回
日本眼科学会総会 2009.4 東京

中西憲司.  アレルギー増悪機構の基礎からの解析. （特別講
演）第21回日本アレルギー学会春季臨床大会 2009.6 岐
阜

善本知広,  中西憲司.   スーパーTh1細胞とアレルギー. （シ
ンポジウム）第21回日本アレルギー学会春季臨床大会 
2009.6 岐阜

坂下雅文,  広田朝光,  大澤陽子,  人見祐基,  原田通成,  善
本知広,  中西憲司,  玉利真由美,  藤枝重治.  アレルギー
性鼻炎とIL-33との関連について.  第21回日本アレルギー
学会春季臨床大会 2009.6 岐阜

Yoshimoto T,  Nakanishi K.  Basophils contribute to Th2-
IgE responses in vivo as antigen-presenting cells. 

（Sympos ium）第39回日本免疫学会総会・学術集会 
2009.12 大阪

松本真琴,  佐々木由紀,  安田好文,  村松正道,  本庶佑,  善
本知広,  中西憲司.  ヴェネズエラ糞線虫の排除における
抗原抗体複合体の必要性.  第39回日本免疫学会総会・学
術集会 2009.12 大阪

中平雅清,  中西憲司.  Super Th1細胞におけるIL-13発現制
御機構. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総会・学
術集会 2009.12 大阪

田中英久,  善本知広,  安田好文,  藤盛好啓,  中西憲司.   ヒ
ト好塩基球におけるHLA-DR発現の検討.  第39回日本免

疫学会総会・学術集会 2009.12 大阪
Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  

Yumikura S,  Akira S,  Nakanishi K.  Contribution of 
TRIF-mediated IL-18 release to LPS-induced liver 
injury in mice. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総
会・学術集会 2009.12 大阪

川浩介,  筒井ひろ子,  内山良介,  松本譽之 ,  中西憲司.  
IFN-gammaはPAI-1誘導を介してエンドトキシンショック
に貢献する. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総会・
学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
Yasuda K,  Sasaki Y,  Kondo Y,  Matsumoto M,  Yoshimoto 

T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence of 
adaptive immune system.  第56回日本実験動物学会総
会 2009.5 大宮

Yasuda K,  Sasaki Y,  Kondo Y,  Matsumoto M,  Yoshimoto 
T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence of 
adaptive immune system.  第74回日本インターフェロン・
サイトカイン学会学術集会 2009.6 京都

今村美智子,  筒井ひろ子,  安田好文,  内山良介,  弓倉静英,  
審良静男,  中西憲司.  Contribution of TRIF to LPS-
induced liver injury in mice. （ワークショップ）第74回日
本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2009.6 京
都

Yoshimoto T,  Kosaka H,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  IFN-
γ is a therapeutic target molecule for prevention of 
postoperative adhesion formation.  第74回日本インター
フェロン・サイトカイン学会学術集会 2009.6 京都

善本知広.  IL-18によるTh1型気管支喘息の発症機序と治療
的戦略. （特別講演）第19回国際喘息学会日本北アジア部
会 2009.7 東京

Yasuda K,  Sasaki Y,  Kondo Y,  Matsumoto M,  Yoshimoto 
T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence of 
adaptive immune system.  第65回日本寄生虫学会西日
本支部大会 2009.11 大阪

［科学研究費等班会議］
中西憲司.  寄生虫感染と宿主応答.  厚生労働科学研究費補

助金特定領域研究「感染現象のマトリックス」研究項目C 
（寄生虫）縦糸研究会 2009.5 東京

中西憲司.  蠕虫の腸管感染排除機構の解明.厚生労働科学
研究費補助金新興・再興感染症研究事業「顧みられない
病気に関する研究」班会議 2009.12 東京

［研究会・講演会等］
善本知広.  IL-18とアレルギー性炎症−IL-18による自然型ア

レルギーと獲得型アレルギー. （招待講演）第17回大分アレ
ルギー講習会 2009.3 大分

Nakanishi K.  Basoplils in innate and acquired allergic 
in f lammation. （Guest Speech）Tianjin Medica l 
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University Immunlogy Seminar 2009.5 Tianjin
■特許■
善本知広,  中西憲司.  Th2細胞誘導用組成物およびTh2

型疾患の治療組成物,  ならびにこれらの利用.  出願
日:2009.10.26 国際出願番号:PCT/JP2009/005625

中西憲司,  水谷仁,  筒井ひろ子.  ケラチノサイトによるイン
ターロイキン18の産生の誘導現象を利用した阻害剤のスク
リーニング方法およびその利用.  出願日:2004.4.21  登録
日:2009.7.3  登録番号:4335211

 

公衆衛生学
Public Health

■著書■
谷村晋.  医療・保健・健康とGIS.  村山祐司,  柴崎亮介 編.  

生活・文化のためのGIS.  東京:朝倉書店, 2009:117-36.  
■学術論文■

［総説］
島正之 .   微小粒子状物質の健康影響.  日本医事新報 

2009;4442:60-4.
島正之.  微小粒子・超微小粒子の健康への影響.  公害環境

測定研究・年報2009 2009;14:1-5.
［原著］
Shima M,  Yoda Y.  An ecological study of lung cancer 

mortality and severe air pollution in the 1960s 
in an industrial city in Japan.  Asian Journal of 
Atmospheric Environment 2009;3:9-18.

Yamazaki S,  Shima M,  Ando M,  Nitta H.  Modifying 
effect of age on the association between ambient 
ozone and nighttime primary care visits due to 
asthma attack.  J Epidemiol 2009;19:143-51.

Yamamot o R ,  Shima M .  Est imat ion of human 
maximum tolerable intake for methylmercury based 
on two recent studies in monkeys.  Arch Toxicol 
2009;83:1043-8.

Nhu DD,  Kido T,  Naganuma R,  Sawano N,  Tawara K,  
Nishijo M,  Nakagawa H,  Hung NN,  Thom LT.  A 
GIS study of dioxin contamination in a Vietnamese 
region sprayed with herbicide.  Environ Health Prev 
Med  2009;14:353-60.

［研究報告］
島正之.  平成20年度学童コホート調査の阪神地区における

同意確保調査報告書.  平成20年度環境省請負業務報告   
2009.

島正之.  大気環境中の粒子状物質及びオゾンと気管支喘息
発作との関連性に関する疫学研究進捗状況報告書.  平成
20年度環境技術開発等推進費 2009.

■学会発表■
［全国規模の学会］
島正之,  黒坂文武,  寺田忠之,  田中明,  中谷裕司,  山田一

仁,  西川実徳,  岡勝巳,  高橋宏暢,  最上朗,  山田琢,  中
野稔雄.  大気汚染濃度と気管支喘息発作との関連性:姫
路における調査.  第19回日本疫学会学術総会 2009.1 金
沢

島正之,  俵健二,  余田佳子,  田村憲治,  宋曉明,  鄧芙蓉,  
郭新彪.  中国北京における大気汚染の健康影響：住民の
肺機能に与える急性影響.  第79回日本衛生学会学術総会 
2009.3 東京

島正之,  余田佳子,  黒坂文武,  寺田忠之,  田中明,  中谷裕
司,  山田一仁,  西川実徳,  岡勝巳,  高橋宏暢,  最上朗,  
山田琢,  中野稔雄.  黄砂現象と気管支喘息発作との関連
性：姫路市における調査.   第79回日本衛生学会学術総会 
2009.3 東京

俵健二,  島正之.  幹線道路付近の大気浮遊粒子の粒径別
プロファイリング.  第79回日本衛生学会学術総会 2009.3 
東京

田村憲治,  長谷川就一,  島正之,  余田佳子,  宋暁明,  鄧芙
蓉,  郭新彪.  中国北京における大気汚染の健康影響：家
屋内外のPM濃度と炭素成分.  第79回日本衛生学会学術
総会 2009.3 東京

有馬孝恭,  下条直樹,  冨板美奈子,  鈴木修一,  井上祐三朗,  
池澤善郎,  蒲原毅,  田中良知,  笠置文善,  島正之,  河野
陽一.  小児アレルギーの病態と治療 乳幼児健診受診者コ
ホートにおけるアトピー性皮膚炎の経過に関連する因子の
解析. （ミニシンポジウム）第21回日本アレルギー学会春季
臨床大会 2009.6 岐阜

島正之.  大気汚染の健康影響の新たな課題：微小粒子とオ
ゾン. （サテライトシンポジウム）第68回日本公衆衛生学会
総会 2009.10 奈良

島正之,  余田佳子,  田村憲治.  北京における大気汚染が住
民の肺機能に与える短期的影響. （最優秀演題賞受賞）第
68回日本公衆衛生学会総会 2009.10 奈良

谷村晋,  島正之.  完全な空間的ランダム配置を利用した小
児受療機会の地理的格差の評価.  第68回日本公衆衛生
学会総会 2009.10 奈良

［その他の学会］
谷村晋,  Thiem VD,  後藤健介,  Tho LH,  Kilgore P,  有

吉紅也,  Dang DA,  島正之,  野内英樹.  近接性に基づく
一次医療圏の最適化および現状との対比.  第24日本国際
保健医療学会学術大会 2009.8 仙台

谷村晋.  保健医療政策における代案比較の基本的枠組み.  
第24日本国際保健医療学会学術大会 2009.8 仙台

島正之,  余田佳子,  俵健二.  姫路市における気管支喘息発
作と大気中微小粒子状物質との関連.  第50回大気環境学
会年会 2009.9 横浜

余田佳子,  田村憲治,  櫻井四郎,  島正之.  大気汚染物質が
女子大学生の肺機能に与える短期的影響.  第50回大気環
境学会年会 2009.9 横浜

有馬孝恭,  中野泰至,  森田慶紀,  冨板美奈子,  下条直樹,  
島正之,  河野陽一.  千葉市大規模乳児コホート集団にお
けるアトピー性皮膚炎の発症・経過関連因子. （ミニシンポ
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ジウム）第46回日本小児アレルギー学会 2009.12 福岡
［科学研究費等班会議］
谷村晋.  国際保健とGIS.  文部科学省科学研究費補助金事

業「最新の空間情報科学技術を用いた土地利用分析法の
確立」平成21年度研究集会 2009.3 熱海

［研究会・講演会等］
島正之.  PM2.5の呼吸器系への影響に関する疫学研究. 日本

エアロゾル学会都市大気エアロゾルと健康影響に関する
研究会 2009.3 大阪

島正之.  医師の偏在と医療従事者の健康管理.  平成21年
度第1回産業医研修会 2009.7 神戸

Shima M.  Traffic-related air pollution and asthma in 
children living along trunk roads in Japan.  Joint 
Seminar on Air Pollution and Its Health Effects in 
China and Japan 2009.8 Hyogo

Yamamoto R,  Shima M.  Determination of gaseous 
organic compounds in Hyogo Prefecture,  Japan.  Joint 
Seminar on Air Pollution and Its Health Effects in 
China and Japan 2009.8 Hyogo

Tawara K,  Shima M.  Characterization of PM10-2.5 and 
PM2.5 collected in the roadside atmosphere.  Joint 
Seminar on Air Pollution and Its Health Effects in 
China and Japan 2009.8 Hyogo

Yoda Y,  Shima M. An ecological study of lung cancer 
mortality and severe air pollution in the 1960s in 
an industrial city in Japan. Joint Seminar on Air 
Pollution and Its Health Effects in China and Japan 
2009.8 Hyogo

谷村晋.  大気汚染物質曝露量推定のための空間補間に関す
る検討.  第68回日本公衆衛生学会総会自由集会 2009.10 
奈良

谷村晋.  Rによる環境疫学−大気汚染の健康影響−.  2009
年度統計数理研究所研究集会 2009.12 立川

■ その他■
島正之.  新型インフルエンザの最近の状況.  兵庫産業保健

推進センター新型インフルエンザ対策研修会 2009.1 神戸
谷村晋.  国際保健とGIS.  関西国際保健勉強会 2009.2 大

阪
田村憲治,  長谷川就一,  島正之,  余田佳子,  宋暁明,  鄧芙

蓉,  郭新彪.  北京の大気汚染と肺機能への影響.  国立環
境研究所公開シンポジウム 2009.6 京都

島正之.  日本における大気汚染の健康影響に関する疫学研
究.  二国間交流事業公開セミナー 2009.8 東京

島正之.  大気汚染に関する疫学研究の課題.  大気環境学
会誌 2009;44:386.

Goto K,  Thiem VD,  Tsuzuki A,  Higa Y,  Tanimura S,  
Suzuki M,  Takagi M,  Mizota T,  Anh DD,  Yanai 
H. Remote sensing analysis of urbanization in Nha 
Trang,  Vietnam,  for creating disease prevention 
data. Kokusai Hoken Iryo（Jounal of International 
Health） 2009;24:167.

Tanimura S,  Thiem VD,  Goto K,  Suzuki M,  Tho 
LH,  Kilgore PE,  Ariyoshi K,  Anh DD,  Yanai H. 
Exploring the aggregate effect on demographic data 
with administrative boundaries for health policy and 
planning. Kokusai Hoken Iryo（Jounal of International 
Health） 2009;24:167-8.

Tanimura S,  Shin N. The diffusion rate of the West Nile 
virus infection in the United States,  from 1999-2007. 
Kokusai Hoken Iryo（Jounal of International Health） 
2009;24:186-7.

Shin N,  Tanimura S. The role of distance and population 
size on the WNV epidemic in the US during 1999-
2007. Kokusai Hoken Iryo（Jounal of International 
Health） 2009;24:187.

Thiem VD,  Suzuki M,  Goto K,  Tanimura S,  Tho 
LH,  Kilgore P,  Mizota T,  Ariyoshi K,  Anh DD,  
Yanai H. GIS analysis of household animals and the 
risk of childhood diarrhea in Khanh Hoa,  Vietnam. 
Kokusai Hoken Iryo（Jounal of International Health） 
2009;24:231.

環境予防医学
Environmental and Preventive Medicine

■著書■
丸茂幹雄,  若林一郎.  運動と高血圧と免疫.  大野秀樹,  木

崎節子 編.  運動と免疫.  東京:ナップ, 2009:289-92.
若林一郎.  運動と脳血管疾患と免疫.  大野秀樹,  木崎節子 

編.  運動と免疫.  東京:ナップ, 2009:307-11.
■学術論文■

［原著］
Wakabayashi I .  Impact of body weight on the 

relat ionship between a lcohol intake and blood 
pressure.  Alcohol Alcohol 2009;44:204-10.

Marumo M,  Wakabayashi I.  Sensitivity of thrombin-
induced platelet aggregation to inhibition by ethanol. 
Clin Chim Acta 2009;402:156-9.

Wakabayashi I,  Groschner K.  Modification of the 
association between alcohol drinking and non-HDL 
cholesterol by gender.  Clin Chim Acta 2009;404:154-9.

Wakabayashi I,  Araki Y.  Associations of alcohol 
consumption with blood pressure and serum lipids in 
Japanese female smokers and nonsmokers.  Gend Med 
2009;6:290-9.

Nakano T,  Hozumi Y,  Goto K,  Wakabayashi I.  
Localization of diacylglycerol kinase ε on stress 
fibers in vascular smooth muscle cells.  Cell Tissue 
Res 2009;337:167-75.

Nakano T,  Iseki K,  Hozumi Y,  Kawamae K,  Wakabayashi 
I,  Goto K.  Brain trauma induces expression of 
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diacylglycerol kinase ζ in microglia.  Neurosci Lett 
2009;461:110-5.

Wakabayashi I.  Inf luence of body weight on the 
relationships of alcohol drinking with blood pressure 
and serum lipids in women.  Prev Med 2009;49:374-9.

Wakabayashi I,  Masuda H. Association of D-dimer with 
microalbuminuria in patients with type 2 diabetes 
mellitus.  J Thromb Thrombolysis 2009;27:29-35.

Okamoto K,  Kihira T,  Kondo T,  Kobashi G,  Washio 
M,  Sasaki S,  Yokoyama T,  Miyake Y,  Sakamoto 
N,  Inaba Y,  Nagai M.  Lifestyle factors and risk of 
amyotrophic lateral sclerosis: a case-control study in 
Japan.  Ann Epidemiol 2009;19:359-64.

Okamoto K,  K ih ira T,  Kobashi G,  Washio M,  
Sasaki S,  Yokoyama T,  Miyake Y,  Sakamoto N,  
Inaba Y,  Nagai M.  Fruit and vegetable intake 
and risk of amyotrophic lateral sclerosis in Japan.  
Neuroepidemiology 2009;32:251-6.

Nishise S,  Takeda Y,  Nishise Y,  Fujishima S,  Orii 
T,  Otake S,  Sato T,  Sasaki Y,  Takeda H,  Kawata 
S.  Biological effect of anaphylatoxin C5a on the 
generat ion of ant i-inf lammatory substances in 
leukocyte adsorption.  Ther Apher Dial 2009;13:509-14.

丸茂幹雄,  丸茂久美子,  若林一郎.  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作用.  アルコールと医学
生物学 2009;28:47-50.

■学会発表■
［国際学会］
Nakano T,  Goto K,  Wakabayashi I.  IL-1β-induced 

expression of diacylglycerol kinase γ in Golgi 
complex in rat aortic endothelial cells.  49th Annual 
Meeting of the American Society for Cell Biology 
2009.12 San Diego

［全国規模の学会］
中野知之,  若林一郎,  後藤薫.  血管内皮細胞におけるジア

シルグリセロールキナーゼの発現解析.  第114回日本解剖
学会総会・全国学術集会 2009.3 岡山

末廣謙,  内田景博,  中西守,  沢村達也,  若林一郎.  LOX-1
が認識する酸化LDLに及ぼす喫煙の影響.  第32回日本血
栓止血学会学術集会 2009.6 北九州

Takeda Y.  The peptides derived from C4b suppress 
CXCL10 production.  第39回日本免疫学会総会・学術集
会 2009.12 大阪

［その他の学会］
中野知之,  後藤薫,  若林一郎.  血管内皮細胞におけるジア

シルグリセロールキナーゼ発現の解析―iNOS発現制御の
可能性―.  第38回日本心脈管作動物質学会 2009.2 岡山

高橋裕二,  中野知之 ,  若林一郎.  2型糖尿病ラット大動
脈でのiNOS発現の変化. 第9回日本NO学会学術集会 
2009.5 静岡

［研究会・講演会等］

若林一郎.  飲酒習慣と動脈硬化リスク要因との関連性にお
ける性差. （シンポジウム）順天堂大学環境医学研究所第
3回公開シンポジウム 2009.6 東京

若林一郎.  飲酒と動脈硬化のリスク要因との関連性への喫
煙の影響.  第29回アルコール医学生物学研究会学術集会 
2009.11 千葉

■その他■
Wakabayashi I .  Relat ionsh ips between a lcohol 

consumption and total mortality in hypertensive 
women. （Reviewer Commentary）Am J Hypertens 
2009;22:1136.

法医学
Legal Medicine

■学術論文■
［原著］
Takahashi M,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Ouchi H,  

Minami T,  Matsui K,  Yamamura T,  Motomura H,  
Ohtsu N,  Yoshida S,  Adachi N,  Hishida S.  Application 
of energy dispersive X-ray fluorescent spectrometry 

（EDXRF）for the quant i f icat ion of bromide in 
water.  Current Study of Environmental and Medical 
Sciences 2008;1:11-3.

Adachi N,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Takahashi 
M,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  Yamamura T,  
Motomura H,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Ameno K,  Hishida 
S.  Analysis of the tracheal contents using headspace 
gas chromatography-mass spectrometry to screen for 
accelerant use.  Soud Lek 2009;54:2-3.

Nishio H,  Kuwahara M,  Tsubone H,  Koda Y,  Sato T,  
Fukunishi S,  Tamura A,  Suzuki K.  Identification 
of a n ethn ic-spec i f ic va r ia nt（V207M）of t he 
KCNQ1 cardiac potassium channel gene in sudden 
unexplained death and implications from a knock-in 
mouse model.  Int J Legal Med 2009;123:253-7.

Nishio H,  Sato T,  Fukunishi S,  Tamura A,  Iwata 
M,  Tsuboi K,  Suzuki K.  Identification of malignant 
hyperthermia-susceptible ryanodine receptor type 1 
gene（RYR1）mutations in a child who died in a car 
after exposure to a high environmental temperature. 
Leg Med（Tokyo） 2009;11:142-3.

Nishio H,  Suzuki K.  Postmortem molecular analysis for 
fatal arrhythmogenic disease in sudden unexplained 
death.  Leg Med（Tokyo）2009;11（Suppl 1）:S119-20.

Tamura A,  Iwata M,  Fukunishi S,  Nishio H,  Suzuki 
K.  Identification of newly polymorphic intron 40 
markers of the von Willebrand factor gene in a 
Japanese population.  Leg Med（Tokyo） 2009;11:129-
31.
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桑原正貴,  八木健生,  伊藤公一,  西尾元,  鈴木廣一,  局
博一.  KCNQ1変異マウスにおける単相性活動電位と
心電図記録を用いた心室再分極過程の評価.  心電図 
2009;29:200-5．

Miyata M,  Rikitake Y,  Takahashi M,  Nagamatsu 
Y,  Yamauchi Y,  Ogita H,  Hirata K,  Takai Y.  
Regulation by afadin of cyclical activation and 
inactivation of Rap1, Rac1, and RhoA small G proteins 
at leading edges of moving NIH3T3 cells.  J Biol 
Chem 2009;284:24595-609.

Matsui K,  Ueno T,  Takahashi M,  Nagai T,  Suzuki 
K,  Kinoshita H.  A study of asbestos bodies using 
scanning electron microscopy with energy dispersive 
X-ray Microanalysis（SEM-EDX）. Current Study of 
Environmental and Medical Sciences 2009;2:3-5.

Fukunishi S,  Nishio H,  Fukuda A,  Takeshita A,  
Hanafusa T,  Higuchi K,  Suzuki K.  Development of 
fibrosis in nonalcoholic steatosis through combination 
of a synthetic diet rich in disaccharide and low-dose 
lipopolysaccharides in tha livers of zucker（fa/fa）rats.  
J Clin Biochem Nutr 2009;45:322-8.

Kinoshita H,  Takahashi M,  Matsui K,  Nishiguchi M,  
Ouchi H,  Minami T,  Hishida S,  Jamal M,  Ameno 
K.  Corticosterone concentration following ethanol 
administration in high alcohol preferring（HAP）and 
low alcohol preferring（LAP）rats.  Current Study of 
Environmental and Medical Sciences 2009;2:13-5.

［症例報告］
Kinoshita H,  Motomura H,  Kasuda S,  Nishiguchi 

M,  Matsui K,  Takahashi M,  Ouchi H,  Minami T,  
Yamamura T,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Adachi N,  Ohta 
T,  Hishida S.  Positive identification facilitated by 
implanted metallic plate and screws.  Soud Lek 
2009;54:16.

Kinoshita H,  Fuke C,  Nishiguchi M,  Takahashi M,  
Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  Ameno K,  Jamal M,  
Miyazaki T,  Hishida S.  A case of digoxin poisoning.  
Current Study of Environmenta l and Medica l 
Sciences 2009;2:17-8.

■学会発表■
［国際学会］
Takahashi M,  Kinoshita H,  Nishio H.  Application of 

energy dispersive X-ray fluorescent spectrometry 
in screening for drug-related case.  21st Congress of 
the International Academy of Legal Medicine 2009.5 
Lisbon

Adachi N,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Takahashi 
M,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  Yamamura T,  
Motomura H,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Hishida S.  Analysis 
of acephate and its metabolite in serum by GC-MS.  
21st Congress of the International Academy of Legal 

Medicine 2009.5 Lisbon
Kinoshita H,  Matsui K,  Takahashi M,  Nishiguchi 

M,  Ouchi H,  Minami T,  Yamamura T,  Motomura 
H,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Adachi N,  Hishida S,  Jamal 
M,  Ameno H.  Studies for the asbestos exposure 
in Japanese urban population.  21st Congress of the 
International Academy of Legal Medicine 2009.5 
Lisbon

［全国規模の学会］
西尾元,  岩田美佐,  佐藤貴子,  福西新弥,  坪井健人,  宮

崎時子,  鈴木廣一.  原因不明の突然死症例に発見された
QT延長症候群原因遺伝子KCNQ1変異と変異間数を用い
た機能解析.  第93次日本法医学会学術全国集会 2009.5
大阪

高橋玄倫,  西口美紀,  大内晴美,  南貴子,  松井清司,  本村
浩之,  大津奈央,  吉田史絵,  足立伸行,  菱田繁.  蛍光Ｘ
線分析を用いた溺水中臭素濃度による溺死場所の推定.  
第93次日本法医学会学術全国集会 2009.5 大阪

吉田史絵,  粕田承吾,  高橋玄倫,  西口美紀,  大津奈央,  足
立伸行,  大内晴美,  南貴子,  太城力良,  木下博之.  血管
内皮細胞のサイトカイン分泌における麻酔薬の影響.  第
93次日本法医学会学術全国集会 2009.5 大阪

吉田史絵,  粕田承吾,  高橋玄倫,  多田羅恒雄,  木下博之,  
太城力良.  プロポフォールが炎症性サイトカインに及ぼす
影響.  日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸

［その他の学会］
高橋玄倫,  木下博之,  西尾元.  心筋梗塞と心膜炎を併発し,

心筋梗塞後症候群が疑われた一剖検例.  第107回日本循
環器学会近畿地方会 2009.6 大阪

菱田繁.  兵庫県医師会死体検案認定医制度について.  第15
回日本警察医会総会・学術講演会 2009.9 名古屋

高橋玄倫,  西口美紀,  大内晴美,  南貴子,  松井清司,  森田
将史,  西尾元.  ジフェンヒドラミンによる急性薬物中毒の
1例.  第56回日本法医学会近畿地方会 2009.11 高槻

西口美紀,  高橋玄倫,  大内晴美,  南貴子,  松井清司,  森田
将史,  西尾元.  解熱鎮痛剤の過剰摂取により中毒死した
１剖検例.  第56回日本法医学会近畿地方会 2009.11 高槻

［研究会・講演会等］
西尾元.  アナフィラキシーショック剖検診断における血清ト

リプターゼ測定の有用性.  法医病理研究会第16回夏期セ
ミナー 2009.7 箱根

■その他■
Takahashi M,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Kasuda 

S,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  Yamamura T,  
Motomura H,  Ohta T,  Komeda M,  Aoki Y,  Ohtsu 
N,  Yoshida S,  Adachi N,  Ameno K,  Hishida S.  
Application of energy dispersive X-ray fluorescent 
spectrometry（EDXRF）in drug-related cases.  Leg 
Med（Tokyo） 2009;11（Suppl 1）:S411-2.
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遺伝学
Genetics

■著書■
玉置（橋本）知子.  遺伝カウンセリング.  井村裕夫 監.  実践

ゲノムの最前線.  東京:六燃社,2009:311-27．
■学術論文■

［総説］
髙橋千晶,  齊藤優子,  皆川京子,  服部益治,  谷澤隆邦,  玉

置知子.  遺伝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.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2009;34:145-52.

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.  早期悪性胸膜
中皮腫 病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

［原著］
Sasahara Y,  Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Nakano Y,  

Kanazawa N,  Kotani J,  Kawamata S,  Murakami Y,  
Takeuchi K,  Inoue C,  Kitano Y,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Human keratinocytes derived from the bulge 
region of hair follicles are refractory to differentiation.  
Int J Oncol  2009;34:1191-9.

Takeuchi K,  Nakano Y,  Kato U,  Kaneda M,  Aizu 
M,  Awano W,  Yonemura S,  Kiyonaka S,  Mori Y,  
Yamamoto D,  Umeda M.  Changes in temperature 
preferences and energy homeostasis in dystroglycan 
mutants.  Science 2009;323:1740-3.

Takahashi C,  Kanazawa N,  Yoshikawa Y,  Yoshikawa R,  
Saitoh Y,  Chiyo H,  Tanizawa T,  Hashimoto-Tamaoki T,  
Nakano Y.  Germline PTCH1 mutations in Japanese 
basal cell nevus syndrome patients.  J Hum Genet 
2009;54:403-8.

井野口卓,  森脇優司,  高橋澄夫,  堤善多,  華常祥,  玉
置（橋本）知子,  山本徹也.  HPRT部分欠損症の妊娠
女性例に対する遺伝カウンセリング.  痛風と核酸代謝 
2009;33:171-5.

■学会発表■
［国際学会］
Fujiwara Y,  Yoshikawa R,  Tao L,  Tsujimura T,  Sasako 

M.  Association of stem cell marker Bmi-1 expression 
with early recurrence and poor prognosis in 
esophagea l cancer pat ients a fter neoadjuvant 
chemoradiotherapy.  2009 Gastrointestinal Cancers 
Symposium 2009.1 San Francisco

［全国規模の学会］
玉置（橋本）知子,  井野口卓,  齊藤優子,  久保秀司,  三村

博子,  管原由恵,  山本徹也.  高尿酸血症女性への遺伝カ
ウンセリング.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

小森慎二,  中村有里,  鍔本浩志,  田中宏幸,  近藤宣幸,  玉
置知子.  セミノーマを発症した完全型アンドロゲン不応症
の1症例.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

澤井英明,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  磯野員倫,  皆川
京子,  三村博子,  管原由恵,  玉置知子,  沼部博直,  西村
玄,  小森慎二.  妊娠中期に胎児骨格異常を認め, 出生前
胎児３D−CTでKniest dysplasiaと診断, 出生後に2型コ
ラーゲン遺伝子変異を検出した1症例.  日本人類遺伝学
会第54回大会 2009.9 東京

玉置（橋本）知子,  山本義弘,  中野芳朗,  森永伴法,  振津
かつみ,  齊藤優子,  権藤延久,  古山順一.  人類遺伝学に
おける医学部での少人数講義の試み.  日本人類遺伝学会
第54回大会 2009.9 東京

［その他の学会］
髙橋千晶,  金澤希,  中野芳朗,  管原由恵,  三村博子,  千代

豪昭,  高田ちひろ,  玉置知子.  基底細胞母斑症候群の遺
伝子診断と長期フォローアップ.  第33回日本遺伝カウンセ
リング学会 2009.7 西宮

玉置知子.  生殖医療にかかわる遺伝カウンセリング. （教育
講演）第27回日本受精着床学会総会・学術講演会 2009.8 
京都

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  森寺邦康,  中野芳朗,  玉
置知子,  浦出雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者の
PTCH1変異の解析.  第21回日本口腔科学会近畿地方部
会 2009.11 奈良

中野芳朗,  従二直人,  大和田幸嗣,  梅田真郷.  ショウジョ
ウバエ幹細胞の新しいマーカー.  第32回日本分子生物学
会年会 2009.12 横浜

柳澤比呂子,  豊田雅士,  中野芳朗,  川野仁,  三五一憲,  山
元大輔.  MSpin1/Spns（Spinster homolog）1の体節形
成時期における発現.  第32回日本分子生物学会年会 
2009.12 横浜

吉川良恵,  笹原祐介,  喜多野征夫,  金澤希,  島博基,  玉
置（橋本）知子.  Gene expression profiles of cultured 
human bulge-derived keratinocytes after exposure to 
skin contact sensitizers and irritants.  第32回日本分子
生物学会年会 2009.12 横浜

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  中野芳朗,  玉置知子,  浦出
雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者由来の角化嚢胞性
歯原性腫瘍細胞に対する不死化の試み.  第46回日本口腔
組織培養学会学術大会 2009.12 東京

［研究会・講演会等］
齊藤優子,  玉置（橋本）知子,  堀内功,  小森慎二,  三村博

子,  管原由恵,  原田直樹,  霜川修,  細貝昇.  3p末端微細
欠失例の出生前診断.  第12回胎児遺伝子診断研究会・第
9回関西出生前診療研究会・第32回臨床細胞分子遺伝研
究会 2009.2 西宮

岡本陽子,  玉置知子,  齊藤優子,  三村博子,  管原由恵,  松
田正之,  鈴木綾子,  矢崎正英,  吉波哲大.  遺伝子検査で
診断が確定された家族性地中海熱の一症例.  第33回臨
床細胞分子遺伝研究会 2009.6 西宮

玉置知子.  医学部における遺伝医学教育の現状と遺伝関連
学会での取り組み. （報告）第7回全国遺伝子医療部門連
絡会議 2009.11 西宮
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■その他■
玉置知子.  女性医師をとりまく身近な環境. （パネル討論） 

文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデ
ル育成」事業 これから羽ばたく女性医師・研究者のため
に 2009.2 東京
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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■
寺田信行.  細胞・組織の障害と反応.  青笹克之 編.  解明病

理学.  東京:医歯薬出版, 2009:1-30.
寺田信行. 甲状腺 副甲状腺（上皮小体）. 青笹克之 編.  解

明病理学.  東京:医歯薬出版, 2009:644-63.
■学術論文■

［総説］
大山秀樹,  小越菜保子.  エンド難症例 メカニズムと臨床応

用, 歯内疾患と全身の健康.  歯界展望（別冊） 2009:168-
73.

［原著］
Yamanegi K,  Yamane J,  Hata M,  Ohyama H,  Yamada 

N,  Kato-Kogoe N,  Futani H,  Nakasho K,  Okamura H,  
Terada N.  Sodium valproate, a histone deacetylase 
inhibitor, decreases the secretion of soluble Fas 
by human osteosarcoma cells and increases their 
sensitivity to Fas-mediated cell death.  J Cancer Res 
Clin Oncol 2009;135:879-89. 

Morimoto K,  Kim SJ,  Tanei T,  Shimazu K,  Tanji Y,  
Taguchi T,  Tamaki Y,  Terada N,  Noguchi S.  Stem 
cell marker aldehyde dehydrogenase 1-positive breast 
cancers are characterized by negative estrogen 
receptor, positive human epidermal growth factor 
receptor type 2, and high Ki67 expression.  Cancer 
Sci 2009;100:1062-8.

Ohyama H,  Kato-Kogoe N,  Kuhara A,  Nishimura F,  
Nakasho K,  Yamanegi K,  Yamada N,  Hata M,  Yamane 
J,  Terada N.  The involvement of IL-23 and the Th17 
pathway in periodontitis.  J Dent Res 2009;88:633-8.

Yamada N,  Hata M,  Ohyama H,  Yamanegi K,  Kogoe 
N,  Nakasho K,  Futani H,  Okamura H,  Terada N.  
Immunotherapy with interleukin-18 in combination 
with preoperative chemotherapy with ifosfamide 
effectively inhibits postoperative progression of 
pulmonary metastases in a mouse osteosarcoma 
model.  Tumour Biol 2009;30:176-84.

Ohyama H,  Nakasho K,  Yamanegi K,  Noiri Y,  Kuhara 
A,  Kato-Kogoe N,  Yamada N,  Hata M,  Nishimura 
F,  Ebisu S,  Terada N.  An unusual autopsy case of 
pyogenic liver abscess caused by periodontal bacteria.  
Jpn J Infect Dis 2009;62:381-3.

Okimura A,  Hirano H,  Ohkubo E,  Nishigami T,  Terada 
N,  Nakasho K.  E-cadherin expression and Ki67 

labeling index in pleomorphic carcinomas of the 
lung. Hyogo Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta Med 
Hyogo）2009;34:127-32.

Okimura A,  Hirano H,  Nishigami T,  Ueyama S,  
Tachibana S,  Fukuda Y,  Yamanegi K,  Ohyama H,  
Terada N,  Nakasho K.  Immunohistochemical analyses 
of E-cadherin, beta-catenin, CD44s, and CD44v6 
expressions, and Ki-67 labeling index in intraductal 
papillary mucinous neoplasms of the pancreas and 
associated invasive carcinomas.  Med Mol Morphol 
2009;42:222-9.

Okada Y,  Meguro M,  Ohyama H ,  Yosh izawa 
S,  Takeuchi-Hatanaka K,  Kato N,  Matsushita 
S,  Takashiba S,  Nishimura F.  Human leukocyte 
histocompatibility antigen class Ⅱ-induced cytokines 
from human gingival fibroblasts promote proliferation 
of human umbilical vein endothelial cells: potential 
association with enhanced angiogenesis in chronic 
periodontal inflammation.  J Periodontal Res 2009; 
44:103-9.

Kobayashi T,  Nagata T,  Murakami S,  Takashiba 
S,  Kurihara H,  Izumi Y,  Numabe Y,  Watanabe 
H,  Kataoka M,  Nagai A,  Hayashi J,  Ohyama H,  
Okamatsu Y,  Inagaki Y,  Tai H,  Yoshie H.  Genetic 
risk factors for periodontitis in a Japanese population.  
J Dent Res 2009;88:1137-41.

菊池勝一,  近藤寿郎,  生田真一,  飯田洋也,  相原司,  安
井智明,  柳秀憲,  光信正夫,  覚野綾子,  中正恵二,  山
中若樹.  肝細胞癌を合併した非アルコール性脂肪肝炎

（NASH）の臨床病理学的検討.  肝臓 2009;50:626-33.
［症例報告］
西岡亜紀,  松井聖,  黒岩孝則,  北野将康,  橋本尚明,  佐

野統,  森正,  深澤啓二郎,  阪上雅史,  大山秀樹,  中正恵
二,  寺田信行.  難治性中耳炎で発症した肥厚性脳硬膜炎
を合併したMPO-ANCA陽性のWegener肉芽腫症の1例.  
臨床リウマチ 2009;21:174-9.

平野博嗣,  西上隆之,  中正恵二.  潰瘍性大腸炎に合併し
た多発性直腸カルチノイドの1例.  診断病理 2009;26:245-
8．

三木守,  萩原勝美,  平野博嗣,  沖村明,  中正恵二.  細胞転
写法により免疫細胞化学的に診断し得た子宮内膜間質肉
腫の1例.  日本臨床細胞学会雑誌 2009;48:395-9．

■学会発表■
［国際学会］
Nishio S,  Yamada N,  Fukunaga S,  Fukunishi S,  Futani 

H,  Okamura H,  Terada N,  Yoshiya S.  Enhanced 
suppression of pulmonary metastasis of malignant 
melanoma cel ls by combined administration of 
a-galactosylceramide and interleukin-18.  55th Annual 
Meeting of the Orthopaedic Research Society 2009.2 
Las Vegas
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Yamada N,  Nish io S,  Ohyama H ,  Yamaneg i K ,  
Nakasho K,  Okamura H,  Terada N.  Cooperative 
antitumor effects by combined administration α
-galactosylceramide and interleukin-18 on pulmonary 
metastasis of malignant melanoma cells.  The 11th 
Mutagenesis and Experimental Pathology Society of 
Australia（MEPSA2009）2009.12 Sydney

［全国規模の学会］
橋谷進,  羽原明里,  大山秀樹,  浦出雅裕.  上顎骨に生じ

た黄色肉芽腫の1例.  第63回日本口腔科学会学術集会 
2009.4 浜松

藤井碧,  野口一馬,  森寺邦康,  大山秀樹,  浦出雅裕.  下顎
骨中心性筋上皮癌の1例.  第63回日本口腔科学会学術集
会 2009.4 浜松

大山秀樹,  小越菜保子,  西岡稔浩,  中正恵二,  山根木康
嗣,  山田直子,  秦正樹,  山根順子,  寺田信行.  IL12RB2
転写制御領域の多型はT細胞とNK細胞との間で異なっ
た影響を及ぼす． 第98回日本病理学会総会 2009.5 京都

山根木康嗣,  山根順子,  大山秀樹,  小越菜保子,  秦正樹,  
山田直子,  中正恵二,  寺田信行.  ヒストン脱アセチル化阻
害剤によるヒト骨肉腫細胞の免疫療法抵抗性の減弱.  第
98回日本病理学会総会 2009.5 京都

山根順子,  山根木康嗣,  大山秀樹,  小越菜保子,  秦正樹,  
山田直子,  中正恵二,  寺田信行.  DNAメチル化阻害剤と
ヒストン脱アセチル化阻害剤の併用によるヒト骨肉腫細胞
の抗腫瘍免疫細胞抵抗性の減弱.  第98回日本病理学会
総会 2009.5 京都

中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  西岡稔浩,  平野博嗣,  
沖村明,  山田直子,  秦正樹,  山根順子,  小越菜保子,  寺
田信行.  血球貪食症候群が原因と考えられる高度肝壊死
の2剖検例． 第98回日本病理学会総会 2009.5 京都

中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  西岡稔浩,  平野博嗣,  
沖村明,  山田直子,  秦正樹,  山根順子,  小越菜保子,  寺
田信行.  膵原発の癌肉腫の1切除例.  第98回日本病理学
会総会 2009.5 京都

猪塚倫代,  中山岬,  深井美絵,  日比野麻子,  山田直子,  寺
田信行,  蓬田健太郎.  妊娠・授乳期のカルシウム制限に
よるCa調節機構に及ぼす影響.  第63回日本栄養・食糧学
会大会 2009.5 長崎

大山秀樹,  小越菜保子,  西村英紀,  山根木康嗣,  橋谷進,  
木﨑久美子.  歯周病病態形成におけるIL-23/IL-17産生
系の関与.  第52回春季日本歯周病学会学術大会 2009.5 
岡山

橋谷進,  木﨑久美子,  大山秀樹.  当院妊婦母親教室参加
者における歯周病に対する意識調査.  第52回春季日本歯
周病学会学術大会 2009.5 岡山

大山秀樹,  野杁由一郎,  小越菜保子,  西村英紀,  恵比須繁
之.  歯周病細菌感染に起因したと考えられる化膿性肝膿
瘍の１剖検例.  第130回日本歯科保存学会2009年度春季
学術大会 2009.6 札幌

大山秀樹,  山根木康嗣.  歯周病細菌感染に起因したと考え

られる化膿性肝膿瘍の１剖検例.  第20回日本臨床口腔病
理学会総会・学術大会 2009.7 札幌

岸本裕充,  藤井碧,  瀬川英美,  大山秀樹,  野口一馬,  浦出
雅裕.  特異な舌の腫瘤性病変を生じた免疫不全患者の3
例.  第54回日本口腔外科学会総会・学術大会 2009.10 札
幌

坂本理恵,  野口一馬,  森寺邦康,  本田公亮,  大山秀樹,  浦
出雅裕.  耳下腺に生じた腺房細胞癌の1例.  第54回日本
口腔外科学会総会・学術大会 2009.10 札幌

頭司雄介,  野口一馬,  廣本孝史,  田中徳昭,  瀬川英美,  
大山秀樹,  浦出雅裕.  不死化ヒト正常舌ケラチノサイト

（HTK）を用いた口腔扁平上皮がんの多段階発がんの
機構解析．第54回日本口腔外科学会総会・学術大会 
2009.10 札幌

木﨑久美子,  橋谷進,  大山秀樹.  外来受診が困難な入院
患者における歯周基本治療の必要性.  第52回秋季日本歯
周病学会学術大会 2009.10 宮崎

［その他の学会］
瀬川英美,  橋谷進,  廣本孝史,  大山秀樹,  浦出雅裕.  下顎

埋伏中切歯に発生した歯原性線維腫の1例.  第40回日本
口腔外科学会近畿地方会 2009.6 伊丹

廣本孝史,  野口一馬,  瀬川英美,  大山秀樹,  浦出雅裕.  
13trisomy女児の上下顎に多発した歯肉嚢胞の1例.  第40
回日本口腔外科学会近畿地方会 2009.6 伊丹

山田直子,  大山秀樹,  山根木康嗣,  小越菜保子,  秦正樹,  
中正恵二,  岡村春樹,  寺田信行.  骨肉腫に対するIL-18と
イホマイドの併用療法の可能性.  第32回日本分子生物学
会年会 2009.12 横浜

蓬田健太郎,  藤本寿 ,々  田所優子,  山田直子,  遠藤倫代,  
伊藤沙央里,  道盛法子.  雄性生殖幹細胞増殖における
GDNFによるOct-3/4の発現制御機構.  第32回日本分子
生物学会年会 2009.12 横浜

Kubo S,  Kawasaki Y,  Xu Y,  Yamaoka N,  Yamamoto 
H,  Tagawa M,  Kasahara N,  Terada N,  Okamura H.  
Complete and sustained tumor regression of human 
malignant mesothelioma xenografts in athymic mice 
following a single local injection of midkine promoter-
driven oncolytic adenovirus.  第32回日本分子生物学会
年会 2009.12 横浜

平野博嗣,  中正恵二,  大山秀樹,  山根木康嗣,  寺田信行,  
西上隆之.  腹腔内多嚢胞性腫瘤の１例.  第47回日本病理
学会近畿支部学術集会 2009.12 西宮

■その他■
千葉啓和,  幡野晶子,  永家聖,  山根木康嗣,  Kiseleva 

L,  谷口丈晃,  Horton P,  藤渕航.  CELLPEDIA/
CellMontage 細胞統合解析データベース.  文部科学省総
合データベースプロジェクトシンポジウム 2009.6 東京
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分子病理部門
Divisoin of Molecular Pathology

■学術論文■
［総説］
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.  早期悪性胸膜
中皮腫 病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

田中文啓,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展
行,  奥村好邦,  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,  坪田紀明,  上
紺屋憲彦,  冨士原将之 ,  辻村亨,  長谷川誠紀 ,  中野
孝司.  胸膜中皮腫に対する集学的治療に向けて.  肺癌
2009;49:392-6.

田中文啓,  長谷川誠紀,  岡田守人,  山中竹春,  福岡和也,  
副島俊典,  上紺屋憲彦,  井内康輝,  辻村亨,  中野孝司.  
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.  肺癌 2009;49:403-8.

西上隆之,  山村武平,  鳥井郁子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  消化
管症候群 下，腸腺腫:総論−腺管腺腫, 腺管絨毛腺腫, 絨
毛腺腫, 鋸歯状腺腫, 無茎性鋸歯状腺腫, 腺腫症−.  新
領域別症候群シリーズ12, 日本臨牀（別冊）2009:95-8.

山村武平,  西上隆之,  鳥井郁子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  消化
管症候群 下，腸狭窄症.  新領域別症候群シリーズ12, 日
本臨牀（別冊）2009:398-400.

辻村亨,  佐藤鮎子.  早期中皮腫診断への挑戦.  病理と臨床 
2009;27:899-901.

［原著］
Matsushita K,  Takeuchi O,  Standley DM,  Kumagai 

Y,  Kawagoe T,  Miyake T,  Satoh T,  Kato H,  
Tsujimura T,  Nakamura H,  Akira S.  Zc3h12a is an 
RNase essential for controlling immune responses by 
regulating mRNA decay. Nature 2009; 458:1185-90.

Sakai E,  Kitajima K,  Sato A,  Nakano T.  Increase 
of hematopoietic progenitor and suppression of 
endothelial gene expression by Runx1 expression 
during in vitro ES differentiation.  Exp Hematol 
2009;37:334-45.

Okabe M,  Tsukahara Y,  Tanaka M,  Suzuki K,  Saito 
S,  Kamiya Y,  Tsujimura T,  Nakamura K,  Miyajima 
A.  Potential hepatic stem cells reside in EpCAM+ 
cells of normal and injured mouse liver.  Development 
2009;136:1951-60.

Nishigami T,  Onodera M,  Torii I,  Sato A,  Tao LH,  
Kushima R,  Kakuno A,  Kishimoto M,  Katsuyama 
E,  Fujimori T,  Hirano H,  Satake M,  Kuroda N,  
Nishiguchi S,  Fujimoto J,  Tsujimura T.  Comparison 
between mucinous cystic neoplasm and intraductal 
papillary mucinous neoplasm of the branch duct type 
of the pancreas with respect to expression of CD10 
and cytokeratin 20.  Pancreas 2009;38:558-64.

Kawagoe T,  Takeuchi O,  Takabatake Y,  Kato H,  
Isaka Y,  Tsujimura T,  Akira S.  TANK is a negative 
regulator of Toll-like receptor signaling and is critical 
for the prevention of autoimmune nephritis.  Nat 
Immunol 2009;10:965-72. 

Onodera M,  Nishigami T,  Torii I,  Sato A,  Tao L,  
Kataoka TR,  Yoshikawa R,  Tsujimura T.  Comparison 
between colorectal low- and high-grade mucinous 
adenocarcinoma with MUC1 and MUC5AC.  World J 
Gastrointest Oncol 2009;1:69-73.

田中晃司,  菰池佳史,  柄川千代美,  元村和由,  小山博紀,  
南雲サチ子,  片岡竜貴,  稲治英生.  乳腺Mucocele-like 
tumorの臨床病理学的検討.  成人病 2009;49:34-5.

片岡竜貴,  西澤恭子.  転写因子Stat4による結合組織型マス
ト細胞の増殖抑制.  成人病 2009;49:8-9.

Kubagawa H,  Oka S,  Kubagawa Y,  Torii I,  Takayama 
E,  Kang DW,  Gartland GL,  Bertoli LF,  Mori 
H,  Takatsu H,  Kitamura T,  Ohno H,  Wang JY.  
Identity of the elusive IgM Fc receptor（FcmuR）in 
humans.  J Exp Med 2009;206:2779-93.

Tanaka F,  Yoneda K,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Rahman S,  Tsubota N,  
Tsujimura T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Hasegawa S.  Circulating tumor cell as a diagnostic 
marker in primary lung cancer.  Clin Cancer Res 
2009;15:6980-6. 

Okimura A,  Hirano H,  Nishigami T,  Ueyama S,  
Tachibana S,  Fukuda Y,  Yamanegi K,  Ohyama H,  
Terada N,  Nakasho K.  Immunohistochemical analyses 
of E-cadherin, beta-catenin, CD44s, and CD44v6 
expressions, and Ki-67 labeling index in intraductal 
papillary mucinous neoplasms of the pancreas and 
associated invasive carcinomas.  Med Mol Morphol 
2009;42:222-9. 

［症例報告］
鈴村和大,  飯室勇二,  黒田暢一,  岡田敏弘,  麻野泰包,  山

中潤一,  平野公通,  王孔志,  西上隆之,  藤元治朗.  腹
腔鏡下胆嚢摘出術後15年目に胆道狭窄を来した手術ク
リップ胆管壁内迷入を伴う断端神経腫の1例.  日本消化
器外科学会雑誌 2009;42:192-7.

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  坂井良行,  吉
川昌平,  山本晃久,  榎本平之,  岩田恵典,  康典利,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  藤元治
朗,  西口修平.  Sonazoid造影超音波による新しい肝癌悪
性度分類法の試み.  肝臓 2009;50:397-9.

平野博嗣,  西上隆之,  中正恵二.  潰瘍性大腸炎に合併した
多発性直腸カルチノイドの1例.  診断病理 2009;26:245-8.

■学会発表■
［国際学会］
Fujiwara Y,  Yoshikawa R,  Tao L,  Tsujimura T,  Sasako 

M.  Association of stem cell marker Bmi-1 expression 
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with early recurrence and poor prognosis in 
esophagea l cancer pat ients a fter neoadjuvant 
chemoradiotherapy.  2009 Gastrointestinal Cancers 
Symposium 2009.1 San Francisco

Kaibe N,  Fujiwara Y,  Yoshikawa R,  Tao L,  Koishi 
K,  Matsumoto T,  Toorabally F,  Tsujimura T,  Sasako 
M.  Use of stem cell marker ALDH1 as a predictor 
of clinical outcome in esophageal cancer patients 
undergoing neoadjuvant chemoradiotherapy. 2009 
Gastrointestinal Cancers Symposium 2009.1 San 
Francisco

Fujiwara Y,  Yoshikawa R,  Tao L,  Tsujimura T,  Sasako 
M.  Stemness signature of BMI1 and clinical outcome 
in esophageal cancer patients undergoing neoadjuvant 
chemoradiotherapy. American Society of Clinical 
Oncology 45th Annual Meeting（ASCO 2009） 2009.5 
Orlando

Yoneda K,  Tanaka F,  Hashimoto M,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Tsujimura 
T,  Fukuoka K,  Nakano T.  Circulating tumor cells 

（CTCs）and endothelial cells（CECs） in the diagnosis 
of malignant pleural mesothelioma （MPM）: a single 
institutional prospective study.  American Society of 
Clinical Oncology 45th Annual Meeting （ASCO 2009） 
2009.5 Orlando

［全国規模の学会］
堀内俊克,  伊禮功,  蛇沢晶,  河原邦光,  伊藤以知郎,  亀谷

徹,  辻村亨,  中西邦昭,  河合俊明.  線維形成性中皮腫 
（DMM）と器質性胸膜炎（FP）との免疫組織化学的鑑
別.  第98回日本病理学会総会 2009.5 東京

長谷川誠紀,  田中文啓,  岡田守人,  副島俊典,  辻村亨,  上
紺屋憲彦,  福岡和也,  中野孝司,  山中竹春.  悪性胸膜中
皮腫集学的治療に関する安全性確認試験. （特別講演）
第26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 北九州

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井利行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  斉 
藤慎一,  山中潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之.  細
胆管癌の2症例.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 
札幌

榎本平之,  辻村亨,  今西宏安,  齋藤正紀,  康典利,  田中弘
教,  岩田恵典,  山田大輔,  石井昭生,  坂井良行,  吉川昌
平,  會澤信弘,  山本晃久,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋
子,  西口修平.  インターフェロンによる肝癌増殖抑制機序
の検討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修
平.  造影超音波検査を用いた輝度解析による慢性肝炎進
展度の推定の試み.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神
戸

村上亜紀,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  吉川良
恵,  玉置知子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  悪性中皮腫における
染色体構造異常の検討.  第49回日本呼吸器学会学術講
演会 2009.6 東京

辻村亨,  鳥井郁子,  佐藤鮎子,  片岡竜貴,  西上隆之,  山本
格士,  福岡和也,  田中文啓,  長谷川誠紀,  中野孝司.  中
皮腫細胞の形態を科学する 中皮腫細胞診断の現状と問
題点 胸水細胞診から科学する早期中皮腫の病態と細胞
像. （シンポジウム）第48回日本臨床細胞学会秋期大会 
2009.10 福岡

山本格士,  鳥居良貴,  糸山雅子,  岡村義弘,  針山良二,  塚
本吉胤,  廣田誠一,  鳥井郁子,  辻村亨.  反応性中皮細
胞・悪性中皮腫細胞・腺癌細胞との鑑別に有用な免疫染
色.  第48回日本臨床細胞学会秋期大会 2009.10 福岡

金友英,  西森武雄,  西上隆之.  卵巣嚢腫に穿通したS状結
腸憩室炎の1例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 
2009.11 福岡

Kataoka TR.  CD72 suppresses the KIT-mediated 
responses of human mast cells.  第39回日本免疫学会総
会・学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
津田能康,  西上隆之 .  8年間で巨大化した胃粘膜下腫瘍 
（SMT）の1例.  第61回兵庫県医師会設立記念医学会 
2008.11 神戸

田村邦宣,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  
集学的治療が奏効した早期悪性胸膜中皮腫の1例 胸腔鏡
所見を中心に.  第84回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部
会 2008.12 大阪

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,  寺田貴普,  平山倫子,  
中野孝司,  坪田紀明,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好
邦,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  佐藤
鮎子,  辻村亨.  限局型悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日
本肺癌学会関西支部会 2009.2 大阪

村上亜紀,  寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  佐藤鮎
子,  鳥井郁子,  辻村亨.  のう胞形成性脳転移をきたした
悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 
2009.2 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてTlaと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
32 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東京

藤原和子,  片岡竜貴,  三宅麻子,  上浦祥司,  西澤恭子.  子
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宮頸部小細胞癌におけるp21Cip1/Waf1, p27Kip1発現.  
第46回日本婦人科腫瘍学会学術集会 2009.7 新潟

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
脊髄横断症状を呈した悪性胸膜中皮腫の2例.  第90回日
本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

鳥井郁子,  佐藤鮎子,  西上隆之,  辻村亨,  寺田貴普,  福岡
和也,  中野孝司,  橋本昌樹,  長谷川誠紀.  胸壁浸潤を示
した高分化乳頭型悪性胸膜中皮腫の1例.  第90回日本肺
癌学会関西支部会 2009.7 大阪

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中
野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁
子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  肺原発のMucinous（"colloid"）
adenocarcinomaの1切除例.  第90回日本肺癌学会関西支
部会 2009.7 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  
齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるAcoustic Radiation Force Impulse

（ARFI）の有用性. （シンポジウム）日本超音波医学会第
36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

［研究会・講演会等］
辻村亨.  中皮腫の克服をめざして−中皮腫の病理−.  第7回

病理・細胞診セミナー 2009.2 大阪
辻村亨.  悪性中皮腫の早期診断を目指して−病態と組織像

から考える細胞像−. （特別講演）第15回大阪病理研究会 
2009.6 大阪

辻村亨,  鳥井郁子,  佐藤鮎子,  片岡竜貴,  長谷川誠紀,  中
野孝司.  初回の胸水検査が診断に有用と考えられる早期
中皮腫の一型. （ワークショップ）第16回石綿・中皮腫研究
会 2009.10 岐阜

平山倫子,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中野孝
司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔
鏡検査にてT1aと診断した早期悪性胸膜中皮腫の検討. 

（ワークショップ）第16回石綿・中皮腫研究会 2009.10 岐
阜

■その他■
Tozawa K,  Ohda Y,  Matsumoto T,  Hori K, Nishigami 

T.  Clinical challenges and images in GI.  Colonic 
mucosubmucosal elongated polyp.  Gastroenterology 
2009;136:49,366.

西上隆之.  外科剥離面や肝切離面, 腹膜播種については外
科医が別提出した検体のみ記載します. それ以外いらない
のではないでしょうか?.  大腸癌Frontier 2009;2:134.

病院病理部門
Division of Surgical Pathology
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〔基礎医学系学科目〕
Basic Medicine Subject

医学教育学
Medicine Education

■ 学会発表 ■
［全国規模の学会］
成瀬均,  鈴木敬一郎.  再試験における過去問の改変と識別

係数.  第41回日本医学教育学会大会 2009.7 大阪
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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■
増山理,  川端正明.  僧帽弁狭窄症.  高久史麿,  尾形悦郎,  

黒川清,  矢崎義雄　監.  新臨床内科学.  第9版.  東京:医
学書院, 2009:201-5. 

増山理,  川端正明.  僧帽弁閉鎖不全症.  高久史麿,  尾形悦
郎,  黒川清,  矢崎義雄　監.  新臨床内科学.  第9版.  東
京:医学書院, 2009:205-10.

増山理,  川端正明.  僧帽弁逸脱症候群.  高久史麿,  尾形悦
郎,  黒川清,  矢崎義雄　監.  新臨床内科学.  第9版.  東
京:医学書院, 2009:210-2.

峰隆直,  増山理.  CRTとβ遮断薬.  荻原俊男,  築山久一郎,  
松﨑益徳,  島田和幸　編. β遮断薬のすべて. 第3版. 東
京:先端医学社, 2009:357-61.

江角章,  増山理 .  狭心症の診断における問診のポイント.  
小川久雄　編.  最新狭心症診療の実際.  大阪:永井書店, 
2009:72-82. 

弓場雅夫,  増山理.  US.  木村文子,  西村重敬　編. 見
て診て学ぶ虚血性心疾患の画像診断.  大阪:永井書店, 
2009:365-72.

辻野健.  循環器疾患と薬物治療学.  平井みどり,  三木知博  
編. 薬物治療学.  京都:化学同人, 2009:55-110.　

増山理　編. ガイドラインに学ぶ循環器診療エッセンス. 東
京:文光堂, 2009.

川端正明.  慢性心不全.  増山理　編.  ガイドラインに学ぶ
循環器診療エッセンス.  東京:文光堂, 2009:58-69.

岩破俊博,  増山理.  拡張障害型心不全に対してARBは有
効か？.  小室一成,  横井宏佳,  山下武志,  楽木宏実　編.  
EBM循環器疾患の治療2010-2011.  東京:中外医学社, 
2009:241-5.

■学術論文■
［総説］
辻野健,  増山理.  利尿薬.  Medicina 2009;46:30-3. 
合田亜希子,  増山理.  心臓超音波（心エコー）検査.  Heart 

Nursing 2009;22:127-33.
合田亜希子,  増山理.  心エコー・ドプラ法による拡張期心

不全の診断法.  心エコー 2009;10:270-9.
辻野健,  増山理.  利尿薬.  綜合臨牀 2009;58:659-64.
辻野健 ,  増山理 .  症例から学ぶ循環器の薬剤治療ピット

ホール.  Circulation up-to-date 2009;4:365-73.
合田亜希子,  増山理.  拡張性心不全の確定診断と心エコー

法の役割.  Cardiac Practice 2009;20:289-94.
江口明世,  増山理.  心不全の診断 心エコー所見とその有用

性.  Medical Practice 2009;26:1815-21.

辻野健.  循環器の薬剤 昇圧薬.  Heart Nursing 2009;（秋
季増刊）:220-1.

辻野健.  循環器の薬剤 利尿薬.  Heart Nursing 2009;（秋
季増刊）;222-3.

川端正明.  循環器の薬剤 抗狭心症薬.  Heart Nursing 
2009;（秋季増刊）:216-7.

川端正明 .  循環器の薬剤 心不全治療薬（急性, 慢性）.  
Heart Nursing 2009;（秋季増刊）:218-9.

［原著］
Takeda Y,  Sakata Y,  Higashimori M,  Mano T,  Nishio 

M,  Ohtani T,  Hori M,  Masuyama T,  Kaneko M,  
Yamamoto K.  Noninvasive assessment of wall 
distensibility with the evaluation of diastolic epicardial 
movement.  J Card Fail 2009;15:68-77.

Naito Y,  Tsujino T,  Matsumoto M,  Sakoda T,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Adaptive response of the heart to 
long-term anemia induced by iron deficiency.  Am J 
Physiol Heart Circ Physiol 2009;296:H585-93.

Ohtani T,  Mano T,  Hikoso S,  Sakata Y,  Nishio 
M,  Takeda Y,  Otsu K,  Miwa T,  Masuyama T,  
Hori M,  Yamamoto K.  Cardiac steroidogenesis 
and glucocorticoid in the development of cardiac 
hypertrophy during the progression to heart failure.  
J Hypertens 2009;27:1074-83.

Matsumoto M,  Tsujino T,  Naito Y,  Sakoda T,  Ohyanagi 
M,  Nonaka H,  Masuyama T.  High salt intake elevated 
blood pressure but not changed circadian blood 
pressure rhythm in Otsuka Long-Evans Tokushima 
Fatty（OLETF）rat.  Clin Exp Hypertens 2009;31:271-
80.

■学会発表■
［国際学会］
Akagami T,  Sakoda T,  Doi T,  Naka T,  Tsujino T,  

Masuyama T,  Ohyanagi M.  Interleukin-18（IL-18）,   
endotheline-1 and aldosterone induce smooth muscle 
senescence via Rho/Rho-kinase- and PPAR-dependent 
pathways.  American College of Cardiology 58th 
Annual Scientific Session 2009.3 Orlando

Tsujino T,  Ezumi A,  Wakabayashi K,  Naito Y,  Kawabata 
M ,  Nakao S,  Goda A ,  Otsuka M ,  Yoshida C,  
Matsumoto M,  Akahori H,  Sakata Y,  Yamamoto K,  
Daimon T,  Masuyama T.  Strict blood pressure control 
is useful for preventing the progression of mild aortic 
stenosis in hypertensive patients.  17th Asian Pacific 
Congress of Cardiology 2009.5 Kyoto

Nakaboh A,  Goda A,  Otsuka M,  Yoshida C,  Matsumoto 
M,  Mine T,  Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama T.  
Parasympathetic activation is closely involved in the 
age-related change in mitral E/A ratio.  American 
Society of Echocardiography Scientific Session 2009 
2009.6 Washington DC
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Doi T,  Sakoda T,  Akagami T,  Naka T,  Tsujino 
T,  Masuyama T,  Ohyanagi M.  Lept in induces 
interleukin-18 via endothel in-1-Rho/Rho-kinase-
PPAR/NF-kB pathway in cardiomyocytes.  European 
Society of Cardiology Congress 2009 2009.8 Barcelona

Mine T,  Hamaoka M,  Kanemori T,  Ohyanag i M ,  
Masuyama T.  Repolarization time variety measured 
from body surface mapping as a predictor of cardiac 
death in patients with previous myocardial infarction 
without heart failure.  American Heart Association 
Scientific Sessions 2009 2009.11 Orlando

Fukunaga M,  Fujii K,  Masutani M,  Kawasaki D,  Oka 
K,  Akahori H,  Fujiwara S,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Coronary plaque characteristics of thin-
cap fibroatheroma :an intravascular ultrasound and 
optical coherence tomography study.  American Heart 
Association Scientific Sessions 2009 2009.11 Orlando

Fujii K,  Masutani M,  Kawasaki D,  Oka K,  Akahori 
H,  Fujiwara S,  Fukunaga M,  Sakoda T,  Masuyama T,  
Ohyanagi M.  Effect of atorvastatin on the stability 
of thin-cap fibroatheroma :a three-vessel optical 
coherence tomography and intravascular ultrasound 
study.  American Heart Associat ion Scient i f ic 
Sessions 2009 2009.11 Orlando

［全国規模の学会］
Oka K,  Tsujino T,  Fujii K,  Nakao S,  Masutani M,  

Ezumi A,  Kawbata M,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Non-
invasive assessment of coronary lesions correlation 
between magnet ic resonance stress perfusion 
measurements and the pressure-derived myocardial 
fractional flow reserve. （Featured Research Session）
第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Fujii K,  Okumura T,  Ando T,  Tsujino T,  Sakoda T,  
Masuyama T,  Ohyanagi M.  Challenging approaches to 
heart failure treatment the impact of atrial natriuretic 
peptide on renal function in patients with acute heart 
failure syndrome and pre-existing renal dysfunction. 

（Featured Research Session）第73回日本循環器学会総
会・学術集会 2009.3 大阪

Masuyama T,  Goda A,  Yoshida C,  Nakaboh A,  Otsuka 
M,  Kawabata M,  Tsujino T.  New echocardiographic 
technologies.  How can we upgrade clinical skill with 
recent echocardiographic new technologies?. （Keynote 
Lecture）第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Hamaoka M,  Mine T,  Oka K,  Nakamura H,  Kanemori 
T,  Nakao S,  Ezumi A,  Kawabata M,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Morphological reverse remodeling of 
catheter ablation for atrial fibrillation on left atrium.  
第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Matsumoto M,  Tsujino T,  Kawabata M,  Naito Y,  Ezumi 

A,  Nakao S,  Goda A,  Yoshida C,  Akahori H,  Sakoda 
T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Inhibition of renin-
angiotensin system may not be effective in patients 
with chronic heart failure and preserved ejection 
fraction.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Matsumoto M,  Tsujino T,  Kawabata M,  Naito Y,  Ezumi A,  
Nakao S,  Goda A,  Yoshida C,  Akahori H,  Sakoda T,  
Ohyanagi M,  Tomosugi N,  Masuyama T.  Hepcidin: a 
novel marker in the management of anemia in chronic 
heart failure.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 
2009.3 大阪

Fujii K,  Masutani M,  Kawasaki D,  Sakoda T,  Masuyama 
T,  Ohyanagi M.  Effect of pravastatin pretreatment 
to elective percutaneous coronary intervention on 
periprocedural microcirculatory injury.  第73回日本循
環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Fujii K,  Masutani M,  Okumura T,  Kawasaki D,  Sakoda 
T,  Masuyama T,  Ohyanagi M.  The spatia l and 
transversal distribution of thin-cap fibroatheroma 
in the left anterior descending coronary artery: an 
optical coherence tomography study.  第73回日本循環
器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Wakabayashi K,  
Matsumoto M,  Akagami T,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  
Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota S,  Masuyama 
T.  Cel lular senescence of macrophages and T 
lymphocytes in degenerative aortic sclerosis.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Akahori H,  Tsujino T,  Ezumi A,  Wakabayashi K,  Naito Y,  
Kawabata M,  Nakao S,  Goda A,  Otsuka M,  Yoshida C,  
Matsumoto M,  Sakata Y,  Yamamoto K,  Masuyama T.  
Strict blood pressure control is useful for preventing 
the progression of mild aortic stenosis in hypertensive 
patients.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Yoshida C,  Goda A,  Nakao S,  Otsuka M,  Naito Y,  
Nakaboh A,  Matsumoto M,  Kawabata M,  Tsujino T,  
Masuyama T.  Sensitive and reproducible detection of 
diastolic dysfunction with strain imaging in patients 
with early-stage untreated hypertension.  第73回日本
循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Oka K,  Mine T,  Nakamura H,  Kanemori T,  Nakao 
S,  Kawabata M,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama 
T.  Endoscopic image of the left atrium detected by 
multi-detector CT.  第73回日本循環器学会総会・学術
集会 2009.3 大阪

Nakamura H,  Mine T,  Kanemori T,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Is septa l site important in r ight 
ventricular pacing for all patients?.  第73回日本循環器
学会総会・学術集会 2009.3 大阪
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Ando T,  Fujii K,  Masutani M,  Kawabata M,  Sakoda 
T,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Contrast-
induced nephropathy in patients undergoing emergent 
percutaneous coronary intervention for ST-segment 
elevation myocardial infarction.  第73回日本循環器学
会総会・学術集会 2009.3 大阪

Yoshida C,  Kawabata M,  Tsujino T,  Sakoda T,  Nakao S,  
Goda A,  Otsuka M,  Naito Y,  Matsumoto M,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Addition of statin is particularly 
beneficial in early induction stage of beta-blocker 
therapy in patients with chronic heart failure.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Naito Y,  Tsujino T,  Matsumoto M,  Akahori H,  Masuyama 
T.  Adaptive response of the heart to long term 
anemia.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Nakaboh A,  Goda A,  Nakao S,  Tsujino T,  Yuba 
M,  Otsuka M,  Matsumoto M,  Yoshida C,  Naito 
Y,  Kawabata M,  Masuyama T.  Affecting factors 
on changes in LV geometry from sphere to ellipse 
following antihypertensive treatment.  第73回日本循環
器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Nakaboh A,  Goda A,  Nakao S,  Otsuka M,  Yoshida 
C,  Matsumoto M,  Ezumi A,  Kawabata M,  Tsujino T,  
Masuyama T.  Parasympathetic deactivation accounts 
for the age-related change in mitral E/A ratio.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Doi Y,  Okada K,  Kaibe S,  Hayashi T,  Tsurunaga 
T,  Masuyama T.  Plasma BNP levels are elevated in 
subjects with abnormal intramyocardial small artery 
flow; its relation to CKD.  第73回日本循環器学会総会・
学術集会 2009.3 大阪

辻野健,  江角章,  若林可奈,  川端正明,  合田亜希子,  中
尾伸二,  山本一博,  坂田泰史,  大柳光正,  増山理.  良好
な血圧コントロールは大動脈弁狭窄症の進行を抑制する.  
第106回日本内科学会総会・講演会 2009.4 東京

内藤由朗,  辻野健,  増山理.  大動脈弁狭窄症における炎症
の役割.  （オーガナイズドセッション）第48回日本生体医
工学会大会 2009.4 東京

橋本眞里子,  田中弘教,  田中益水,  合田亜希子,  飯島尋子.  
兵庫医大超音波センターにおける検査報告書システムの
変遷と現状. （パネルディスカッション）日本超音波医学会
第82回学術集会 2009.5 東京

土井泰治,  岡田健一郎,  海邉正治,  東口将佳,  林亨,  有馬
健,  高松祐介,  鶴永知万,  増山理.  慢性腎臓病における
心筋内小動脈血流異常について:経胸壁心エコードプラ法
による検討.  日本超音波医学会第82回学術集会 2009.5 
東京

赤堀宏州,  辻野健,  江角章,  若林可奈,  合田亜希子,  中
尾伸二,  内藤由朗,  大塚美里,  松本実佳,  吉田千佳
子,  川端正明,  坂田泰史,  山本一博,  大柳光正,  増山理.  

JSH2009血圧値分類と大動脈弁狭窄症進行度の関係.  
第32回日本高血圧学会総会 2009.10 滋賀

江口明世,  合田亜希子,  中坊亜由美,  中尾伸二,  辻野健,  
大塚美里,  松本実佳,  吉田千佳子,  川端正明,  増山理.  
高血圧心における左室内腔形態と左室肥大・拡張能との
関連,  また降圧治療に伴う左室内その変化と血漿BNP・
アルドステロン値の関係.  第32回日本高血圧学会総会 
2009.10 滋賀

松本実佳,  辻野健,  川端正明,  内藤由朗,  赤堀宏州,  佐古
田剛,  大柳光正,  増山理.  左室駆出率が保持された心不
全では,  レニン-アンジオテンシン系の抑制は予後を改善し
ない.  第32回日本高血圧学会総会 2009.10 滋賀

［その他の学会］
中坊亜由美,  合田亜希子,  中尾伸二,  大塚美里,  吉田千佳

子,  松本実佳,  川端正明,  辻野健,  増山理.  左室流入血
流速波形の加齢に伴う変化には,  副交感神経活性が関与
する.  第20回日本心エコー図学会学術集会 2009.4 高松

増山理.  慢性心不全の最近のトピックス. （教育講演）第148
回日本循環器学会東北地方会 2009.6 岩手

赤堀宏州,  川﨑大三,  川端正明,  辻野健,  増山理,  舛谷元
丸,  大柳光正.  原発性血栓症により急性下肢虚血を生じ
た2症例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大阪

澤田悠,  金森徹三,  佐古田剛,  大柳光正,  濱岡守,  峰隆
直,  川端正明,  辻野健,  増山理.  冠攣縮性狭心症に
伴う心室細動の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 
2009.6 大阪

田丸裕人,  川端正明,  内藤由朗,  吉田千佳子,  中村浩彰,  
合田亜希子,  江角章,  辻野健,  増山理.  虚血性僧帽弁逆
流が過小評価された治療抵抗性心不全の1例.  第107回日
本循環器学会近畿地方会 2009.6 大阪

澤田悠,  濱岡守,  峰隆直,  川端正明,  辻野健,  増山理,  金
森徹三,  大柳光正.  体位変換時のＲ波減高に伴うT派誤
認識より植え込み型除細動器が不適切作動した肥大型心
筋症の1例.  第107回日本循環器学会近畿地方会 2009.6 
大阪

江口明世,  峰隆直,  濱岡守,  川端正明,  辻野健,  増山理,  
金森徹三,  大柳光正.  頻発性単源性心室期外収縮に対
しカテーテルアブレーションを施行した1例.  第107回日本
循環器学会近畿地方会 2009.6 大阪

Fujii K,  Ando T,  Fukunaga M,  Oda S,  Masutani M,  
Takada M,  Oka K,  Nakao S,  Hasuike T,  Masuyama 
T,  Ohyanagi M.  Contrast-induced nephropathy in 
patients undergoing emergent percutaneous coronary 
intervention for ST-segment elevation myocardial 
infarction.  第18回日本心血管インターベンション治療学
会学術集会 2009.6 札幌

Oka K,  Masutani M,  Fujii K,  Nakao S,  Tsujino 
T,  Masuyama T.  Correlation between magnetic 
resonance stress perfusion measurements and the 
pressure-derived myocardial fractional flow reserve.  
第18回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 
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2009.6 札幌
Fujii K,  Masutani M,  Kawasaki D,  Sakoda T,  Masuyama 

T,  Ohyanag i M .  The impact of pravast at i n 
pretreatment on periprocedural microcirculatory 
damage after percutaneous coronary intervention.  第
18回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 
2009.6 札幌

Fukunaga M,  Hasuike T,  Takeuchi N,  Takeda M,  
Maruyama T.  Coronary artery aneurysms in a 
young adult detected by multi-detector row computed 
tomography:a case of late squea l of Kawasaki 
disease?.  第18回日本心血管インターベンション治療学会
学術集会 2009.6 札幌

Kawasaki D,  Masutani M,  Fujii K,  Tsujino T,  Masuyama 
T.  Usefulness of IVUS navigated endovascular 
therapy for occlusive lliac, femoral and popliteal 
arteries.  第18回日本心血管インターベンション治療学会
学術集会 2009.6 札幌

濱岡守,  峰隆直,  中村浩彰,  岡克己,  川端正明,  増山理,  
金森徹三,  中尾伸二.  MDCTにてleft atrial roof veinを
認めた症例.  第26回日本心電学会学術集会 2009.7 京都

金森徹三,  大柳光正,  峰隆直,  中村浩彰,  増山理.  心房粗
動患者における分界稜の伝導特性の検討.  第26回日本心
電学会学術集会 2009.7 京都

中聡夫,  吉田千佳子,  高橋敬子,  佐古田剛,  辻野健,  増
山理,  大柳光正.  慢性心不全におけるβ遮断薬の耐糖能
に及ぼす影響に対する検討（カルベジロールVSビソプロ
ロール）.  第15回日本心臓リハビリテーション学会学術集
会 2009.7 東京

合田亜希子,  中尾伸二,  吉田千佳子,  中坊亜由美,  増山理.  
心筋症・心不全においてStrain・Strain Rate法を用いた
局所心筋機能評価の意義. （シンポジウミム）第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

岡克己,  辻野健,  藤井健一,  中尾伸二,  舛谷元丸,  川端正
明,  増山理.  冠疾患における薬剤負荷心臓MRIの有用
性:冠内測定心筋血流予備比との比較検討.  第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

江口明世,  吉田千佳子,  合田亜希子,  大塚美里,  内藤由
朗,  松本実佳,  中尾伸二,  川端正明,  辻野健,  増山理.  
心筋Strain法を用いた未治療高血圧症におけるごく早期
の左室局所拡張能評価.  第57回日本心臓病学会学術集
会 2009.9 札幌

大塚美里,  合田亜希子,  中坊亜由美,  吉田千佳子,  松本実
佳,  江口明世,  中尾伸二,  川端正明,  辻野健,  増山理.  
未治療高血圧症例において降圧薬投与前後の左室後壁
の動きから評価した左室スティフネスの変化.  第57回日
本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

岡克己,  峰隆直,  濱岡守,  金森徹三,  中尾伸二,  川端正明,  
増山理.  心房細動に対するカテーテルアブレーションにお
ける左房の逆リモデリングの形態的検討:64列MDCTを用
いて.  第57回日本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中聡夫,  吉田千佳子,  赤神隆文,  土居隆,  高橋敬子,  舛谷
元丸,  佐古田剛,  辻野健,  増山理,  大柳光正.  慢性心不
全治療において投与するβ遮断薬の種類により差はある
か？ （耐糖能及び運動耐容能に対する検討）.  第57回日
本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

江口明世,  吉田千佳子,  合田亜希子,  松本実佳,  内藤由朗,  
川端正明,  辻野健,  増山理.  高血圧患者におけるカルシ
ウム拮抗薬とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の長期連
用に伴う拡張能障害と心筋線維化について.  第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

内藤由朗,  辻野健,  赤堀宏州,  松本実佳,  大柳光正,  光
野正孝,  宮本裕治,  羽尾裕之,  廣田誠一,  増山理.  非リ
ウマチ性大動脈弁狭窄症弁組織におけるPentraxin-3発
現.  第57回日本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中坊亜由美,  合田亜希子,  中尾伸二,  大塚美里,  吉田千佳
子,  江口明世,  松本実佳,  川端正明,  辻野健,  増山理.  
未治療高血圧患者の不適切左室肥大（inappropriateness 
of LVmass）とBNP,  左室拡張能との関連.  第57回日本心
臓病学会学術集会 2009.9 札幌

濱岡守,  岡克己,  峰隆直,  大柳光正,  増山理.  MDCTにて
Left Atial Roof Veinを認めた2例.  第57回日本心臓病学
会学術集会 2009.9 札幌

中村浩彰,  峰隆直,  川﨑大三,  増山理.  深部静脈血栓症に
おける,  カテーテル血栓溶解療法の有用性.  第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  吉田千佳子,  江口明
世,  松本実佳,  峰隆直,  川端正明,  辻野健,  増山理.  左
室流入血流速波形の加齢に伴う変化には，副交感神経活
性が関与する．第57回日本心臓病学会学術集会 2009.9 
札幌

土井泰治,  岡田健一郎,  海邉正治,  林亨,  伊藤賀敏,  澤野
宏隆,  鶴永知万,  増山理.  心筋内小動脈血流に及ぼす血
中ヘモグロビン濃度の影響に関する検討.  第57回日本心
臓病学会学術集会 2009.9 札幌

辻野健,  松本実佳,  川端正明,  内藤由朗,  増山理,  友杉直
久.  心不全患者におけるヘプシジンの動態.  第33回日本
鉄バイオサイエンス学会学術集会 2009.9 倉敷

濱岡守,  峰隆直,  増山理,  金森徹三,  大柳光正.  左房内の
大きな瘢痕領域内にチャネルを認めた心房頻拍の1例.  カ
テーテル・アブレーション関連秋季大会2009 2009.10 埼
玉

藤原昌平,  峰隆直,  濱岡守,  川端正明,  辻野健,  増山理,  
金森徹三,  大柳光正.  心房細動による徐脈頻脈症候群
に対しカテーテルアブレーションを施行した1例.  第108回
日本循環器学会近畿地方会 2009.12 和歌山

住吉晃典,  福永匡史,  藤原昌平,  赤堀宏州,  岡克己,  藤井
健一,  川﨑大三,  川端正明,  辻野健,  増山理.  発症早期
の深部静脈血栓症に対して積極的血管内治療が著効した
1症例.  第108回日本循環器学会近畿地方会 2009.12 和
歌山

■その他■
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増山理.  第26回 21世紀の医療連携 私たちが目指す西宮市
の循環器診療新システム:夢をどう実現化しようか？.  クリ
ニシアン 2009;56:1292-8.

増山理.  RA系抑制薬による治療～大規模臨床試験の知見
から～. （座談会）血圧 2009;16:133-9.

増山理.  Late-Breaking Clinical Trials Ⅳ.  篠山重威 編.  
AHA Highlight 2008.  東京:協和企画, 2009:78-82.

増山理.  （文献紹介）Osaka Heart Club 2009;32:9-10.
増山理.  心不全,  腎不全そして貧血:循環器内科医の立場か

ら.  兵庫県透析医会会誌 2009;21:23. 
増山理.  左室収縮能の正常な心不全（拡張不全）が歩んで

きた苦難の道.  呼吸と循環 2009;57:547.
増山理.  小腸コレステロールトランスポーター阻害剤エゼチ

ミブの臨床的有用性.  日経メディカル 2009;499:143-5.
内藤由朗,  川端正明,  辻野健,  増山理.  心筋生検による早

期発見後,  ボルテゾミブ・デキサメタゾンによる化学療法
にて寛解導入が得られた肺癌・多発性骨髄腫合併心アミ
ロイドーシスの一例.  Osaka Heart Club 2009;33:6-11.

冠疾患科
Coronary Heart Disease

■著書■
舛谷元丸.  橈骨動脈穿刺のコツを教えてください.  濱嵜裕

司  編.  今さら聞けない心臓カテーテル.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:82-4.

舛谷元丸.  橈骨動脈穿刺がしやすい腕のポジションを教え
てください.  濱嵜裕司  編.  今さら聞けない心臓カテーテ
ル.  東京:メジカルビュー社，2009:85-7.

舛谷元丸.  血管の蛇行がある場合のカテーテル挿入のコツ
を教えてください  橈骨・上腕動脈アプローチの場合.  濱
嵜裕司  編.  今さら聞けない心臓カテーテル.  東京:メジカ
ルビュー社, 2009:91-3. 

舛谷元丸.  ガイドカテーテルはどのように選択すればよいか
を教えてください  橈骨・上腕動脈アプローチの場合.  濱
嵜裕司  編.  今さら聞けない心臓カテーテル.  東京:メジカ
ルビュー社,  2009:155-7.

舛谷元丸.  止血デバイス「TRバンド」について教えてくださ
い.  濱嵜裕司  編.  今さら聞けない心臓カテーテル.  東京:
メジカルビュー社, 2009:295.

舛谷元丸.  橈骨動脈アプローチ.  濱嵜裕司  編.  今さら聞け
ない心臓カテーテル.  東京:メジカルビュー社, 2009:306-8.

大柳光正  著.  コンパクトX線αシリーズ 胸部単純X線 循環
器疾患アトラス.  東京:ベクトル・コア, 2009.

大柳光正.  心臓ペーシング・両室ペーシング・ICD.  田中啓治  
編.  ガイドラインに基づくCCU実践マニュアル.  東京:羊土
社, 2009:300-4.

舛谷元丸.  心臓カテーテル検査室のチーム構築.  中川義久  
編.  確実に身につく心臓カテーテル検査の基本とコツ.  東
京:羊土社，2009：73-7.

■学術論文■
［総説］
舛谷元丸.  Slender PCIのガイドワイヤー:eel Slenderと

Slender01.  循環器科 2009;65:36-40.
舛谷元丸．Slender PCIのテクニック:5 Frガイドによる慢性

完全閉塞治療.  循環器科 2009;65:72-8.
大柳光正 .   学校検診の心音.  西宮市医師会医学雑誌 

2009;14:84-8.
Satomi-Kobayashi S,  Ueyama T,  Mueller S,  Toh 

R,  Masano T,  Sakoda T,  Rikitake Y,  Miyoshi 
J,  Matsubara H,  Oh H,  Kawashima S,  Hirata 
K,  Takai Y.  Deficiency of nectin-2 leads to cardiac 
fibrosis and dysfunction under chronic pressure 
overload.  Hypertension 2009;54:825-31.

佐古田剛,  土居隆,  中聡夫,  赤神隆文,  大柳光正.  IL‐
18の心血管系に及ぼす影響.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2009;34:81-4.

［原著］
Matsukage T,  Yoshimachi F,  Masutani M,  Katsuki 

T,  Saito S,  Takahashi A,  Iida K,  Katahira Y,  
Michishita I,  Tanabe K,  Kan Y,  Ikari Y; IKATEN 
Registry Investigators.  A new 0.010-inch guidewire 
and compatible balloon catheter system: the IKATEN 
registry.  Catheter Cardiovasc Interv 2009; 73:605-10. 

Naito Y,  Tsujino T,  Matsumoto M,  Sakoda T,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Adaptive response of the heart to 
long-term anemia induced by iron deficiency.  Am J 
Physiol Heart Circ Physiol 2009;296:H585-93.

Okura H,  Kobayashi Y,  Sumitsuji S,  Terashima 
M,  Kataoka T,  Masutani M,  Ohyanagi M,  Shimada 
K,  Taguchi H,  Yasuga Y,  Takeda Y,  Ohashi Y,  
Awano K,  Fujii K,  Mintz GS.  Effect of culprit-lesion 
remodeling versus plaque rupture on three-year 
outcome in patients with acute coronary syndrome.  
Am J Cardiol 2009;103:791-5.

Matsumoto M,  Tsujino T,  Naito Y,  Sakoda T,  Ohyanagi 
M,  Nonaka H,  Masuyama T.  High salt intake elevated 
blood pressure but not changed circadian blood 
pressure rhythm in Otsuka Long-Evans Tokushima 
Fatty（OLETF）rat.  Clin Exp Hypertens 2009;31:271-
80.

■学会発表■
［国際学会］
Akagami T,  Sakoda T,  Doi T,  Naka T,  Tsujino T,  

Masuyama T,  Ohyanagi M.  Interleukin-18（IL-18）,  
endotheline-1 and aldosterone induce smooth muscle 
senescence via Rho/Rho-kinase- and PPAR-dependent 
pathways.  American College of Cardiology 58th 
Annual Scientific Session 2009.3 Orlando

Tsujino T,  Ezumi A,  Wakabayashi K,  Naito Y,  Kawabata 
M ,  Nakao S,  Goda A ,  Otsuka M ,  Yoshida C,  
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Matsumoto M,  Akahori H,  Sakata Y,  Yamamoto K,  
Daimon T,  Masuyama T.  Strict blood pressure control 
is useful for preventing the progression of mild aortic 
stenosis in hypertensive patients.  17th Asian Pacific 
Congress of Cardiology 2009.5 Kyoto

Doi T, Sakoda T, Akagami T, Naka T, Tsujino T, Masuyama 
T, Ohyanagi M.  Leptin induces interleukin-18 via 
endothelin-1-Rho/Rho-kinase-PPAR/NF-kB pathway 
in cardiomyocytes.  European Society of Cardiology 
Congress 2009 2009.8 Barcelona

［全国規模の学会］
Oka K,  Tsujino T,  Fujii K,  Nakao S,  Masutani M,  

Ezumi A,  Kawabata M,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Non-
invasive assessment of coronary lesions correlation 
between magnet ic resonance stress perfusion 
measurements and the pressure-derived myocardial 
fractional flow reserve. （Featured Research Session）
第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Fujii K,  Okumura T,  Ando T,  Tsujino T,  Sakoda T,  
Masuyama T,  Ohyanagi M.  Challenging approaches to 
heart failure treatment the impact of atrial natriuretic 
peptide on renal function in patients with acute heart 
failure syndrome and pre-existing renal dysfunction. 

（Featured Research Session）第73回日本循環器学会総
会・学術集会 2009.3 大阪

Hamaoka M,  Mine T,  Oka K,  Nakamura H,  Kanemori 
T,  Nakao S,  Ezumi A,  Kawabata M,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Morphological reverse remodeling of 
catheter ablation for atrial fibrillation on left atrium.  
第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Matsumoto M,  Tsujino T,  Kawabata M,  Naito Y,  Ezumi 
A,  Nakao S,  Goda A,  Yoshida C,  Akahori H,  Sakoda 
T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Inhibition of renin-
angiotensin system may not be effective in patients 
with chronic heart failure and preserved ejection 
fraction.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Matsumoto M,  Tsujino T,  Kawabata M,  Naito Y,  Ezumi A,  
Nakao S,  Goda A,  Yoshida C,  Akahori H,  Sakoda T,  
Ohyanagi M,  Tomosugi N,  Masuyama T.  Hepcidin: a 
novel marker in the management of anemia in chronic 
heart failure.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 
2009.3 大阪

Fujii K,  Masutani M,  Kawasaki D,  Sakoda T,  Masuyama 
T,  Ohyanagi M.  Effect of pravastatin pretreatment 
to elective percutaneous coronary intervention on 
periprocedural microcirculatory injury.  第73回日本循
環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Fujii K,  Masutani M,  Okumura T,  Kawasaki D,  Sakoda 
T,  Masuyama T,  Ohyanagi M.  The spatia l and 
transversal distribution of thin-cap fibroatheroma 

in the left anterior descending coronary artery: an 
optical coherence tomography study.  第73回日本循環
器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Wakabayashi K,  
Matsumoto M,  Akagami T,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  
Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota S,  Masuyama 
T.  Cel lular senescence of macrophages and T 
lymphocytes in degenerative aortic sclerosis.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Oka K,  Mine T,  Nakamura H,  Kanemori T,  Nakao 
S,  Kawabata M,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama 
T.  Endoscopic image of the left atrium detected by 
multi-detector CT.  第73回日本循環器学会総会・学術
集会 2009.3 大阪

Nakamura H,  Mine T,  Kanemori T,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Is septa l site important in r ight 
ventricular pacing for all patients?.  第73回日本循環器
学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Ando T,  Fujii K,  Masutani M,  Kawabata M,  Sakoda 
T,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Contrast-
induced nephropathy in patients undergoing emergent 
percutaneous coronary intervention for ST-segment 
elevation myocardial infarction.  第73回日本循環器学
会総会・学術集会 2009.3 大阪

Yoshida C,  Kawabata M,  Tsujino T,  Sakoda T,  Nakao S,  
Goda A,  Otsuka M,  Naito Y,  Matsumoto M,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Addition of statin is particularly 
beneficial in early induction stage of beta-blocker 
therapy in patients with chronic heart failure.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

白神妙子.  冠動脈インターベンション術前患者におけるステ
ントへの評価と選択肢関与への意義.  第73回日本循環器
学会総会・学術集会 2009.3 大阪

辻野健,  江角章,  若林可奈,  川端正明,  合田亜希子,  中
尾伸二,  山本一博,  坂田泰史,  大柳光正,  増山理.  良好
な血圧コントロールは大動脈弁狭窄症の進行を抑制する.  
第106回日本内科学会総会・講演会 2009.4 東京

［その他の学会］
赤堀宏州,  川﨑大三,  川端正明,  辻野健,  増山理,  舛谷元

丸,  大柳光正.  原発性血栓症により急性下肢虚血を生じ
た2症例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大阪

澤田悠,  金森徹三,  佐古田剛,  大柳光正,  濱岡守,  峰隆
直,  川端正明,  辻野健,  増山理.  冠攣縮性狭心症に
伴う心室細動の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 
2009.6 大阪

澤田悠,  濱岡守,  峰隆直,  川端正明,  辻野健,  増山理,  金
森徹三,  大柳光正.  体位変換時のＲ波減高に伴うT派誤
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大阪
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循環器学会近畿地方会 2009.6 大阪

Masutani M.  Slender PCI. （特別企画）第18回日本心血管
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Masutani M.  Prospective muiticenter registry of 
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Kawasaki D,  Masutani M,  Fujii K,  Tsujino T,  Masuyama 
T.  Usefulness of IVUS navigated endovascular 
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山理,  大柳光正.  慢性心不全におけるβ遮断薬の耐糖能
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ロール）.  第15回日本心臓リハビリテーション学会学術集
会 2009.7 東京
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田恭直,  金森徹三,  小柴賢洋.  P波加算平均心電図を
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性:冠内測定心筋血流予備比との比較検討.  第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

岡克己,  峰隆直,  濱岡守,  金森徹三,  中尾伸二,  川端正明,  
増山理.  心房細動に対するカテーテルアブレーションにお
ける左房の逆リモデリングの形態的検討:64列MDCTを用
いて.  第57回日本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中聡夫,  吉田千佳子,  赤神隆文,  土居隆,  高橋敬子,  舛谷
元丸,  佐古田剛,  辻野健,  増山理,  大柳光正.  慢性心不
全治療において投与するβ遮断薬の種類により差はある
か？ （耐糖能及び運動耐容能に対する検討）.  第57回日
本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

内藤由朗,  辻野健,  赤堀宏州,  松本実佳,  大柳光正,  光
野正孝,  宮本裕治,  羽尾裕之,  廣田誠一,  増山理.  非リ
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現.  第57回日本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

濱岡守,  岡克己,  峰隆直,  大柳光正,  増山理.  MDCTにて
Left Atial Roof Veinを認めた2例.  第57回日本心臓病学
会学術集会 2009.9 札幌

中聡夫.  慢性心不全におけるβ遮断薬の耐糖能及び運動
耐容能に与える影響.  第13回日本心不全学会学術集会 
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血液内科
Hematology

■著書■
池亀和博.  ドナー・幹細胞源セレクション.  豊嶋崇徳  編.  

造血幹細胞移植.  大阪:医薬ジャーナル社, 2009:15-27．
■学術論文■

［原著］
Fujimura Y,  Matsumoto M,  Kokame K,  Isonishi 

A,  Soejima K,  Akiyama N,  Tomiyama J,  Natori 
K,  Kuranishi Y,  Imamura Y,  Inoue N,  Higasa S,  
Seike M,  Kozuka T,  Hara M,  Wada H,  Murata M,  
Ikeda Y,  Miyata T,  George JN.  Pregnancy-induced 
thrombocytopenia and TTP, and the risk of fetal 
death, in Upshaw-Schulman syndrome: a series of 15 
pregnancies in 9 genotyped patients.  Br J Haematol 
2009;144:742-54．

Tamaki H,  Yoshihara S,  Fujioka T,  Kawakami M,  Oka 
Y,  Ogawa H.  Molecular detection of AML1-MTG8-



33兵庫医大業績録（2009）

positive cells in peripheral blood from a patient with 
isolated extramedullary relapse of t（8;21）acute 
myeloid leukemia.  Leukemia 2009;23:424-6．

Kuwatsuka Y,  Miyamura K,  Suzuki R,  Kasai M,  
Maruta A,  Ogawa H,  Tanosaki R,  Takahashi 
S,  Koda K,  Yago K,  Atsuta Y,  Yosh ida T,  
Sakamaki H,  Kodera Y.  Hematopoietic stem cell 
transplantation for core binding factor acute myeloid 
leukemia: t（8;21）and inv（16）represent different 
clinical outcomes.  Blood 2009;113:2096-103．

Yazaki M,  Atsuta Y,  Kato K,  Kato S,  Taniguchi 
S,  Takahashi S,  Ogawa H,  Kouzai Y,  Kobayashi T,  
Inoue M,  Kobayashi R,  Nagamura-Inoue T,  Azuma 
H,  Takanashi M,  Kai S,  Nakabayashi M,  Saito H; 
Japan Cord Blood Bank Network. Incidence and risk 
factors of early bacterial infections after unrelated 
cord blood transplantation.  Biol Blood Marrow 
Transplant 2009;15:439-46． 

Wada N,  Ikeda J,  Kohara M,  Ogawa H,  H ino 
M,  Fukuhara S,  Kanamaru A,  Sugiyama H,  
Kanakura Y,  Morii E,  Aozasa K.  Diffuse large 
B-cell lymphoma with a high number of epithelioid 
histiocytes（lymphoepithelioid B-cell lymphoma）: a 
study of Osaka Lymphoma Study Group.  Virchows 
Arch 2009;455:285-93．

Tojo A,  Usuki K,  Urabe A,  Maeda Y,  Kobayashi Y,  
Jinnai I,  Ohyashiki K,  Nishimura M,  Kawaguchi 
T,  Tanaka H,  Miyamura K,  Miyazaki Y,  Hughes 
T,  Branford S,  Okamoto S,  Ishikawa J,  Okada M,  
Usui N,  Tanii H,  Amagasaki T,  Natori H,  Naoe T.  
A Phase I/II study of nilotinib in Japanese patients 
with imatinib-resistant or -intolerant Ph+ CML 
or relapsed/refractory Ph+ ALL.  Int J Hematol 
2009;89:679-88.

Sakamaki H,  Ishizawa K,  Taniwaki M,  Fujisawa 
S,  Morishima Y,  Tobinai K,  Okada M,  Ando K,  
Usui N,  Miyawaki S,  Utsunomiya A,  Uoshima N,  
Nagai T,  Naoe T,  Motoji T,  Jinnai I,  Tanimoto M,  
Miyazaki Y,  Ohnishi K,  Iida S,  Okamoto S,  Seriu 
T,  Ohno R.  Phase 1/2 clinical study of dasatinib in 
Japanese patients with chronic myeloid leukemia or 
Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic 
leukemia.  Int J Hematol 2009;89:332-41.

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-
Doi A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  
Nishizaki T,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Isolation and characterization of neural stem/
progenitor cells from post-stroke cerebral cortex in 
mice.  Eur J Neurosci 2009;29:1842-52.

森下慎一郎,  島田眞一,  眞渕敏,  田中隆史,  梶原和久,  若
杉樹史,  児玉典彦,  海田勝仁,  小川啓恭,  道免和久.  造

血幹細胞移植患者に対する無菌室内での運動療法の安
全性について.  臨床理学療法研究 2009;26:35-8.

［症例報告］
松本友寛,  笹子三津留,  藤原由規,  小石健二,  日笠聡,  澤

田暁宏,  徳川多津子,  海邉展明,  岩井孝史,  小川啓恭,  
冨田尚裕.  胃全摘出術を行った先天性第XI因子欠乏症の
1例.  癌の臨床 2009;55:211-4.

丸山琢雄,  橋本貴彦,  鈴木透,  上田康生,  樋口喜英,  邱
君,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  廣田誠一,  
岡田昌也.  9年後対側に再発した異時性両側精巣悪性リ
ンパ腫の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:639-43．

■学会発表■
［国際学会］
Kato R,  Tamaki H,  Ikegame K,  Yoshihara S,  Fujioka T,  

Taniguchi Y,  Kaida K,  Inoue T,  Ogawa H.  Frequent 
monitoring of wlims’tumor gene（WT1）expression 
levels in peripheral blood for early diagnosis of 
acute leukemia relapse after allogeneic stem cell 
transplantation.  14th Congress of the European 
Hematology Association 2009.6 Berlin

［全国規模の学会］
福武勝幸,  白幡聡,  高松純樹,  竹谷英之,  花房秀次,  日笠

聡,  藤井輝久,  松下正,  松本剛史,  三間屋純一,  大西赤
人;血友病在宅治療支援プログラム委員会.  患者・家族を
対象とした血友病在宅治療状況調査の成績.  第32回日本
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竹谷英之,  藤井輝久,  三浦明,  天野景裕,  松本剛史,  日笠
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研究「年齢と可動域からみたX線関節評価」.  第32回日
本血栓止血学会学術集会 2009.6 北九州
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療法ガイドライン案.  第32回日本血栓止血学会学術集会 
2009.6 北九州
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天野景裕,  瀧正志,  家子正裕,  山崎雅英,  岡敏明,  酒井道
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71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

石澤賢一,  坂巻壽,  谷脇雅史,  藤澤信,  森島泰雄,  飛内賢
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田昌也,  宮脇修一,  魚嶋伸彦,  直江知樹,  泉二登志子,  
藤澤信,  安藤潔,  薄井紀子,  宇都宮與,  永井正,  谷本光
音,  宮崎泰司,  岡本真一郎,  芹生卓,  坂巻壽,  大野竜三.  
ダサチニブ投与患者におけるリンパ球数増加とその臨床
的特徴.  第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

加藤るり,  中田潤,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹敦志,  谷口
享子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  池亀和博,  岡田昌
也,  玉置広哉,  小川啓恭.  造血幹細胞移植の経過中に,  
Trichosporon asahiiによる播種性トリコスポロン症を合併
した症例.  第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

金義浩,  藤重夫,  西本哲郎,  村上雅樹,  中田潤.  当院にお
ける後天性血友病７例の臨床的検討.  第71回日本血液学
会学術集会 2009.10 京都

Ikegame K,  Kaida K,  Yoshihara S,  Kato R,  Nakata J,  
Taniguchi K,  Inoue T,  Satake A,  Fujioka T,  Taniguchi 
Y,  Okada M,  Tamaki H,  Takatsuka H,  Okikawa 
Y,  Nakajima T,  Ogawa H.  Our experience of 
multiple（three times and more）allogeneic stem cell 
transplantation.  第71回日本血液学会学術集会 2009.10 
京都

Uchiyama H,  Inaba T,  Shimazaki C,  Nakayama R,  
Shimura Y,  Mizutani S,  Ohshiro M,  Yamamoto M,  
Tsutsumi Y,  Kobayashi T,  Taniguchi K,  Matsumoto 
Y,  Kuroda J,  Horiike S,  Taniwaki M.  Multiple 
myeloma presenting with high serum KL-6 level.  第
71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

Kawakami M,  Sugiura Y,  Ueda K,  Yamagami T,  
Soma T.  Six Cases of pure red cell aplasia:a single 
institution experience.  第71回日本血液学会学術集会 
2009.10 京都

［その他の学会］
岡田昌也.  Ph+白血病に対する新規TKI薬剤（ダサチニブ）

の治療戦略.  （ランチョンセミナー）第31回日本造血細胞
移植学会総会 2009.2 札幌

吉原哲,  矢野綾,  海田勝仁,  加藤るり,  中田潤,  谷口裕
紀,  藤岡龍哉，池亀和博,  玉置広哉,  岡田昌也,  小川啓
恭.  HLA不適合血縁者間ミニ移植におけるキメリズム解
析.  （ワークショップ）第31回日本造血細胞移植学会総会 
2009.2 札幌

黒澤彩子,  山口拓洋,  金森平和,  山下卓也,  臼杵憲祐,  薬
師寺和昭,  竹内仁,  南谷泰仁,  柴山浩彦,  日野雅之,  森
内幸美,  脇房子,  魚嶋伸彦,  藤田浩之,  高松泰,  崔日承,  
尾崎敬治,  松石英城,  玉井佳子,  橋野聡,  高野弥奈,  松
橋佳子,  日高道弘,  永嶋貴博,  富山順治,  池亀和博,  宮
脇修一,  内田直之,  神田善伸,  福田隆浩.  第一寛解期 

（CR1）急性骨髄性白血病（AML）に対する同種移植を
含めた治療に関する臨床決断分析（中間解析）. （ワーク
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ショップ）第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札
幌

岡田昌也,  中田潤,  加藤るり,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹
敦志,  吉原哲,  谷口裕紀,  藤岡龍哉,  玉置広哉,  池亀和
博,  藤盛好啓,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  成人骨髄内臍帯血
ミニ移植を施行した3例の検討. （ワークショップ）第31回
日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

池亀和博,  吉原哲,  海田勝仁,  加藤るり,  井上貴之,  中田
潤,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  沖川佳子,  中島利幸,  高塚広
行,  川上学,  佐竹敦志,  藤盛好啓,  岡田昌也,  玉置広
哉,  小川啓恭.  当科におけるHLA半合致移植の治療成
績（update）.  第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 
札幌

谷口裕紀,  池亀和博,  吉原哲,  井上貴之,  佐竹敦志,  加藤
るり,  海田勝仁,  藤岡龍哉,  岡田昌也,  玉置広哉,  小川
啓恭.  重症GVHDに対する同種造血幹細胞移植の有効
性の検討.  第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札
幌

海田勝仁,  池亀和博,  井上貴之,  加藤るり,  中田潤,  谷口
裕紀,  藤岡龍哉,  吉原哲,  岡田昌也,  佐竹敦志,  玉置広
哉,  辻村亨,  廣田誠一,  小川啓恭.  HLA不適合造血幹
細胞移植後の肝障害．第31回日本造血細胞移植学会総会 
2009.2 札幌

加藤るり,  中田潤,  海田勝仁,  井上貴之,  長谷井仁美,  佐
竹敦志,  吉原哲,  谷口裕紀,  藤岡龍哉,  川上学,  金義浩,  
池亀和博,  玉置広哉,  岡田昌也,  小川啓恭.  GVH予防
を強化したGVH方向HLA1抗原不適合移植の治療成績.  
第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

吉原哲,  海田勝仁,  丸屋悦子,  加藤るり,  中田潤,  池亀
和博,  玉置広哉,  岡田昌也,  佐治博夫,  小川啓恭.  抗
HLA抗体と交差する不適合抗原を持つドナーから移植を
行った3例における抗HLA抗体価の推移.  第31回日本造
血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

朝倉舞子,  池亀和博,  吉原哲,  谷口修一,  森毅彦,  衛藤徹
也,  高見昭良,  吉田喬,  福田隆浩,  畑中一生,  金森平和,  
湯尻俊昭,  坂巻壽,  鈴木律朗,  小川啓恭.  造血細胞移植
におけるfoscarnetの使用実態全国調査. （ワークショッ
プ）第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

河田尚子,  岸本裕充,  吉原哲,  海田勝仁,  中田潤,  小川啓
恭,  浦出雅裕.  短期集中的な専門的口腔管理により歯肉
炎が改善した再生不良性貧血患者の1症例.  第31回日本
造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

辰己純代,  高橋佳子,  志方敏幸,  日笠真一,  門林宗男,  吉
原哲,  海田勝仁,  小川啓恭.  造血幹細胞移植後の消化
管移植片対宿主病に対するジプロピオン酸ベクロメタゾン
腸溶性カプセルの臨床使用.  第31回日本造血細胞移植学
会総会 2009.2 札幌

福永智栄,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  池田和世,  神
原政仁,  海田勝仁,  吉原哲,  加藤るり,  中田潤,  小川啓
恭,  村川和重.  造血細胞移植に伴う疼痛治療の現状.  第
31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

池亀和博.  血縁HLA半合致移植（ハプロ移植）の展望と野
望. （ランチョンセミナー）第107回日本血液学会東北地方
会 2009.2 仙台

池亀和博.  血縁HLA半合致移植（ハプロ移植）の展望と野
望. （ランチョンセミナー）第48回日本血液学会中国四国
地方会 2009.3 愛媛

若杉樹史,  森下慎一郎,  眞渕敏,  澤田暁宏,  児玉典彦,  道
免和久.  凝固因子製剤の予備的補充療法を行った,  成
人血友病性股関節症における全人工股関節置換術後の
一症例.  第27回日本私立医科大学理学療法学会 2009.10 
名古屋

白阪琢磨,  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.  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23回日本エイズ学会学術集会・総会 2009.11 名
古屋

白阪琢磨,  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.  血液製剤によるHIV感染者の
調査成績（第2報）CD4値の変化の検討.  第23回日本エイ
ズ学会学術集会・総会 2009.11 名古屋

桑原健,  小島賢一,  日笠聡,  白阪琢磨.  拠点病院における
抗HIV療法と薬剤関連アンケート調査結果（第6報）.  第
23回日本エイズ学会学術集会・総会 2009.11 名古屋

日笠聡,  桑原健,  小島賢一,  白阪琢磨.  抗HIV療法と服薬
援助のための基礎的調査―治療開始時の抗HIV薬処方
動向調査（2009年）―.  第23回日本エイズ学会学術集
会・総会 2009.11 名古屋

小島賢一,  桑原健,  日笠聡,  白阪琢磨.  抗HIV療法と服薬
援助のための基礎的調査―抗HIV薬の薬剤変更状況調
査（2009年）―.  第23回日本エイズ学会学術集会・総会 
2009.11 名古屋

日笠真一,  門林宗男,  徳川多津子,  澤田暁宏,  日笠聡.  
HCVによる肝硬変合併HIV感染症例におけるFPVの血
中濃度の検討.  第23回日本エイズ学会学術集会・総会 
2009.11 名古屋

日笠聡.  HAART推奨薬の変遷. （共催シンポジウム）第23
回日本エイズ学会学術集会・総会 2009.11 名古屋

今村顕史,  上田幹夫,  武内世生,  鶴見寿,  外島正樹,  日笠
聡,  宮城島択人,  宮下義啓,  山田治,  横幕能行.  中核拠
点病院は何を目指すのか. （共催シンポジウム）第23回日
本エイズ学会学術集会・総会 2009.11 名古屋

［科学研究費等班会議］
岡田昌也,  吉原哲,  池亀和博,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  骨髄

内臍帯血ミニ移植.  厚生労働科学研究費補助金免疫アレ
ルギー疾患等予防・治療研究事業「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21年度第1回班会議 2009.8 東京

［研究会・講演会等］
吉原哲.  フルダラビン＋TBIを前処置とした同種造血幹細胞

移植:他施設共同プロトコル.  造血細胞移植7班合同班会
議 2009.1 東京
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岡田昌也.  Dasatinibのデータ紹介と副作用マネージメント
について.  Dasatinib症例報告会 2009.2 神戸

小川啓恭.  T細胞非除去HLA2-3抗原不適合移植.  第11回
神奈川幹細胞移植研究会 2009.2 神奈川

日笠聡. 「ウイルス感染症をめぐる諸問題について」HIV感
染症早期発見のポイント.  日医生涯教育協力講座セミ
ナー 2009.2 兵庫

小川啓恭.  かかりつけ医に必要な血液疾患の診断と治療及
び最近のトピックス.  生野区医師会学術講演会 2009.3 
大阪

日笠聡.  血友病とHIV感染症の治療.  第1回兵庫医科大学
病院病薬連携セミナー 2009.4 西宮

澤田暁宏.  兵庫医科大学における取り組み.  近畿ブロック
における中核拠点病院打ち合わせ会議 2009.5 大阪

徳川多津子,  澤田暁宏,  日笠聡,  小川啓恭.  生検後の消化
管出血により入院となった血友病Aの1例.  第5回阪神ヘモ
フィリア研究会 2009.6 大阪

日笠聡.  血友病基礎講座.  第8回ヘモフィリア・ケアナースセ
ミナー 2009.6 京都

日笠聡.  日本で一番受けたい授業（性感染症）.  指導者の
ための避妊と性感染症予防セミナー 2009.6 東京

滿保直美,  加藤るり,  中田潤,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹
敦志,  谷口享子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  池亀和博,  玉置広
哉,  岡田昌也,  小川啓恭.  複数臍帯血移植後の再発に対
してHLA半合致移植を施行し寛解を得た症例.  第91回近
畿血液学地方会 2009.6 奈良

岡田昌也.  慢性期CMLにおける今後の治療戦略.  Osaka 
CML Seminar 2009.7 大阪

澤田暁宏.  HIV感染症 最近の話題. （特別講演）第20回兵
庫県中部血液研究会 2009.7 三田

小川啓恭.  T細胞非除去HLA不適合移植.  Global and 
New Insight into HSCT 2009.7 東京

日笠聡.  あなたもできる抗HIV療法と服薬支援.  平成21年
度兵庫県エイズ拠点病院医療従事者研修会 2009.8 西宮

日笠聡.  HIV・AIDS診療の現状.  平成21年度兵庫県エイ
ズ拠点病院医療従事者研修会 2009.8 西宮

日笠聡.  日本で一番受けたい授業（性感染症）.  指導医の
ための避妊と性感染症予防セミナー 2009.8 仙台

澤田暁宏.  HIV抗体検査（術前検査・説明と同意から告知
まで）.  平成21年度兵庫県エイズ拠点病院医療従事者研
修会 2009.8 西宮

大谷成人.  HIV感染防止対策.  平成21年度兵庫県エイズ拠
点病院医療従事者研修会 2009.8 西宮

池亀和博.  HLA半合致移植の位置づけ（兵庫医大）.  第3
回HLA不適合移植研究会 2009.9 大阪

日笠聡.  HIV検査―説明と同意から初期対応まで―.  関西
HIV臨床カンファレンス2009秋の特別公演会 2009.9 大阪

岡田昌也.  当科における骨髄内臍帯血移植.  第9回血液細
胞療法フォーラム 2009.10 大阪

小川啓恭.  かかりつけ医に必要な血液疾患の診断と治療
及び最近のトピックス.  兵庫県内科医会内科学セミナー 

2009.10 神戸
藤岡龍哉.  高用量Imatinibへの抵抗性を示した症例に対し,  

Nilotinibに切り替え管理できている一症例.  第2回兵庫造
血腫瘍セミナー 2009.11 神戸

岡田昌也,  徳川多津子,  中田潤,  谷口享子,  海田勝仁,  吉
原哲,  藤岡龍哉,  池亀和博,  玉置広哉,  相馬俊裕,  小
川啓恭,  丸山薫,  河田修治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹.  
90Y−イブリツモマブ・チウキセタン（ゼヴァリン®）が著
効した再発濾胞性リンパ腫.  第10回大阪リンパ腫研究会

（OLSG）総会 2009.11 大阪
岡田昌也.  PNHが顕性化することにより血球減少が軽減し

たPNH/MDSの2例.  第９回兵庫県造血器疾患学術講演
会 2009.11 芦屋

岡田昌也,  中田潤,  井上貴之,  加藤るり,  海田勝仁,  佐竹
敦志,  谷口亨子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  池亀和
博,  玉置広哉,  相馬俊裕,  小川啓恭.  造血幹細胞移植
患者における鉄過剰症―当科での経験―.  第63回兵庫
県白血病懇話会 2009.12 神戸

吉原哲.  HLA半合致血縁者間移植～300例の臨床経験か
ら～. （シンポジウム）弟92回近畿血液学地方会 2009.12 
京都

石川貴己,  吉原哲,  中田潤,  海田勝仁,  谷口享子,  池亀和
博,  岡田昌也,  小川啓恭.  t（16;21）（p11;q22）を有する急
性骨髄性白血病に対しHLA半合致骨髄移植を施行した
一例.  第92回近畿血液学地方会 2009.12 京都

■その他■
日笠聡.  播種性血管内凝固症候群（DIC）.  旭化成社内勉

強会 2009.2 神戸
日笠聡.  HIV感染症・AIDS.  ノボ・ノルディスクファーマ株

式会社臨床講座 2009.6 東京
日笠聡.  性感染症を予防しよう.  龍谷高校第2学年福祉選

択授業 2009.6 神戸
日笠聡.  血友病合併症の臨床と治療.  バクスター株式会社

社内講演会 2009.7 神戸
吉原哲.  造血幹細胞移植の管理～栄養管理も含めて～.  ㈱

大塚製薬工場社内講演会 2009.9 神戸
日笠聡.  HIV,  AIDSの診断と治療の概要.  社団法人日本

看護協会神戸研修セミナー認定看護師教育課程「感染管
理」 2009.12 神戸

岡田昌也 .  Ph＋白血病に対する新規チロシンキナーゼ阻
害薬ダサチニブの治療戦略.  Trends in Hematological 
Malignancies 2009;1:48-51． 

日笠聡 .   血友病在宅自己注射療法の注意点.  ECHO 
2009;28（2）:7-8．

リウマチ・膠原病科
Rheumatology

■著書■
松井聖,  佐野統.  第10章免疫学的肺疾患.  Fraser RS,  
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Colman NC,  Müller NL  著,  清水英治,  藤田次郎  監
訳.  フレイザー呼吸器病学エッセンス.  東京:西村書店, 
2009:529-78.

■学術論文■
［総説］
佐野統.  NSAID潰瘍.  リウマチ科 2009;41:378-86.
佐野統.  NSAIDs,  ステロイド.  臨牀と研究 2009;86:711-6.
佐野統.  アメリカリウマチ学会（ACR）によるCOX-2選択的

および非選択的非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の適
正使用.  リウマチ科 2009;42:108-18.

橋本尚明.  本当の膠原病の話  シェーグレン症候群の日常
的なケアと薬物療法  乾燥症状を主に.  難病と在宅ケア 
2009;15:51-4.

松井聖,  佐野統,  中西憲司.  IL-18.  炎症と免疫 2009;17:75-
82.

佐野統.  コキシブ系薬剤.  炎症と免疫 2009;17:555-67.
東直人,  佐野統.  合併症を見逃さないために  骨粗鬆症.  

日本内科学会雑誌 2009;98:2460-7.
［原著］
Matsuyama M,  Funao K,  Hayama T,  Tanaka 

T,  Kawahito Y,  Sano H,  Takemoto Y,  Nakatani 
T,  Yoshimura R.  Relationship between cysteinyl-
leukotriene-1 receptor and human transitional cell 
carcinoma in bladder.  Urology 2009;73:916-21.

松井聖 ,  黒岩孝則 ,  佐野統 .  現場におけるリウマチ性
疾患の治療体系の動向と他科との連携.  臨床リウマチ 
2009;21:99-105.

Takeuchi T,  Miyasaka N,  Inoue K,  Abe T,  Koike T,  
Sano H ;RISING study.  Impact of trough serum level 
on radiographic and clinical response to infliximab 
plus methotrexate in patients with rheumatoid 
arthrit is:results from the RISING study.  Mod 
Rheumatol 2009;19:478-87.

Terabe F,  Kitano M,  Kawai M,  Kuwahara Y,  Hirano 
T,  Arimitsu J,  Hagihara K,  Shima Y,  Narazaki M,  
Tanaka I,  Kawase I,  Sano H,  Ogata A.  Imatinib 
mesylate inh ibited rat adjuvant arthr it is and 
PDGF-dependent growth of synovial fibroblast via 
interference with the Akt signaling pathway.  Mod 
Rheumatol 2009;19:522-9.

［症例報告］
西岡亜紀,  松井聖,  黒岩孝則,  北野将康,  橋本尚明,  佐

野統,  森正,  深澤啓二郎,  阪上雅史,  大山秀樹,  中正恵
二,  寺田信行.  難治性中耳炎で発症した肥厚性脳硬膜炎
を合併したMPO-ANCA陽性のWegener肉芽腫症の1例.  
臨床リウマチ 2009;21:174-9.

東直人,  髙田恵広,  西岡亜紀,  神田ちえり,  関口昌弘,  北
野将康,  黒岩孝則,  橋本尚明,  松井聖,  岩崎剛,  佐野
統.  気道病変をCTで定量的に評価できた再発性多発性
軟骨炎の一例.  日本臨床免疫学会会誌 2009;32:279-84.

Azuma N,  Hashimoto N,  Yasumitsu A,  Fukuoka K,  

Yokoyama K,  Sawada H,  Nishioka A,  Sekiguchi 
M,  Kitano M,  Kuroiwa T,  Matsui K,  Sano H.  CMV 
infect ion present ing as a cavitary lung lesion 
in a patient with systemic lupus erythematosus 
receiving immunosuppressive therapy.  Intern Med 
2009;48:2145-9.

Imashuku S,  Azuma N,  Kanegane H,  Kasahara Y.  
M-protein-positive chronic active Epstein-Barr virus 
infection: features mimicking HIV-1 infection.  Int J 
Hematol 2009;90:235-8.

木村徹,  岡本紀夫,  橋本尚明,  大野新一郎,  上田美子,  堀
尾俊治,  佐野統,  三村治.  高度の黄斑虚血を伴う片眼性
虚血型網膜中心静脈閉塞症を生じた全身性エリテマトー
デスの1例.  眼科 2009;51:1043-8.

■学会発表■
［国際学会］
Hashimoto N, Uchiyama S, Azuma N, Sekiguchi M, Kitano 

M, Kuroiwa T, Matsui K, Iwasaki T, Hashimoto 
T, Sano H. Long-term follow-up of patients with 
Sjogren’s syndrome using a submandibular gland 
ultrasonagraphy. The Annual European Congress of 
Rheumatology（EULAR2009） 2009.6 Copenhagen

Azuma N,  Hashimoto N,  Nishioka A,  Sekiguchi M,  
Kitano M,  Kuroiwa T,  Matsui K,  Hashimoto T,  Sano 
H.  Clinical significance of airway involvement in 
patients with Sjogren’s syndrome; High incidence of 
dominant small airway obstruction and relationship 
with salivary secretion.  The Annual European 
Congress of Rheumatology（EULAR2009） 2009.6  
Copenhagen

Iwasaki T,  Tsunemi S,  Kitano S,  Kanda C,  Sano 
H .  Mu lt iple e f fect s of FTY on the immune 
system,in f lammat ion, and bone remodel ing in 
rheumatoid arthritis.  The 73rd Annual Scientific 
Meeting of the American College of Rheumatology

（ACR/ARHP） 2009.10 Philadelphia
Kitano M,  Takeshita H,  Tsunemi S,  Kanda C,  Sekiguchi 

M,  Azuma N,  Iwasaki T.  The role of sphingosine 
1-phosphate /S1P1 signaling in the osteoclastogenesis 
of rheumatoid arthritis.  The 73rd Annual Scientific 
Meeting of the American College of Rheumatology

（ACR/ARHP） 2009.10 Philadelphia
Imado T,  Iwasaki T,  Kitano S,  Satake A,  Sano H.  Role 

of toll-like receptor-4 for the pathogenesis of lupus-
like autoimmune disease.  The 73rd Annual Scientific 
Meeting of the American College of Rheumatology

（ACR/ARHP）  2009.10 Philadelphia
Tsunemi S,  Iwasaki T,  Kitano S,  Matsumoto K,  Sano 

H .  HGF antagonist , NK4, inhibits Th1 immune 
response, RANKL expression on synovial fibroblasts 
and enhances osteoblast generation.  The 73rd 
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Annual Scientific Meeting of the American College of 
Rheumatology（ACR/ARHP） 2009.10 Philadelphia

Kanda C,  Iwasaki T,  Tsunemi S,  Kitano S,  Takeshita 
H,  Sano H.  Effect of FTY720 on bone remodeling 
in rheumatoid arthritis.  The 73rd Annual Scientific 
Meeting of the American College of Rheumatology

（ACR/ARHP）  2009.10 Philadelphia
［全国規模の学会］
関口昌弘,  岩崎剛,  神田ちえり,  西岡亜紀,  常見幸,  東直

人,  北野将康,  黒岩孝則,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  
シェーグレン症候群（SS）におけるTh17細胞と制御性T
細胞の役割 −S1P1/FTY720シグナルの関与について.  

（ワークショップ）第53回日本リウマチ学会総会・学術集会
（JCR2009） 2009.4 東京

佐野統,  北野将康,  常見幸,  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.  
関節リウマチ発症におけるスフィンゴシン1リン酸（S1P）/
S1P受容体シグナルの役割. （ワークショップ）第53回日
本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

東直人,  橋本尚明,  西岡亜紀,  関口昌弘,  北野将康,  黒岩
孝則,  松井聖,  橋本武則,  佐野統.  シェーグレン症候群
における呼吸機能と気道病変の検討.  第53回日本リウマ
チ学会総会・学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

橋本尚明,  内山正三,  西岡亜紀,  関口昌弘,  東直人,  北野
将康,  黒岩孝則,  松井聖,  岩崎剛,  佐野統,  橋本武則.  
シェーグレン症候群におけるステロイドの効果と顎下腺超
音波検査の長期観察.  第53回日本リウマチ学会総会・学
術集会（JCR2009） 2009.4 東京

常見幸,  岩崎剛,  今戸健人,  神田ちえり,  北野幸恵,  佐野
統.  HGFアンタゴニストNK4投与によるSKGマウスにお
ける関節炎抑制機構の解析.  第53回日本リウマチ学会総
会・学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

上原美佐子,  信原由実子,  江口恵梨子,  波内俊三,  松井聖,  
佐野統.  多発性関節炎で発症しIL-18の測定が成人スチ
ル病の早期診断に有用であった1例.  第53回日本リウマチ
学会総会・学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

西岡亜紀,  東直人,  関口昌弘,  北野将康,  黒岩孝則,  橋
本尚明,  松井聖,  岡崎有佳,  桑名正隆,  佐野統.  再発
性多発軟骨炎に特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を
合併した一例.  第53回日本リウマチ学会総会・学術集会 

（JCR2009）  2009.4 東京
神田ちえり,  今戸健人,  北野幸恵,  北野将康,  岩崎剛,  佐

野統.  関節リウマチの骨破壊機序におけるスフィンゴシン
1リン酸（S1P）の役割.  第53回日本リウマチ学会総会・学
術集会（JCR2009） 2009.4 東京

北野将康,  竹下治範,  神田ちえり, 常見幸,  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.  関節リウマチ滑膜細胞でのRANKL発現におけ
るスフィンゴシン1リン酸（S1P）/S1P受容体シグナルの役
割.  第53回日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2009） 
2009.4 東京

石野秀岳,  鍵谷真希,  小谷卓矢,  武内徹,  槇野茂樹,  北野
将康,  東直人,  橋本尚明,  松井聖,  信原由実子,  林宏樹,  
中澤隆,  辻剛,  河野正孝,  坪内康則,  川人豊.  難治性関
節リウマチ患者への白血球除去療法の効果についての検
討−多施設共同研究−.  第53回日本リウマチ学会総会・
学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

松井聖,  北野将康,  黒岩孝則,  橋本尚明,  関口昌弘,  西岡
亜紀,  佐野統.  当科における関節リウマチ患者に対する
白血球除去療法の導入理由と効果の検討.  第53回日本リ
ウマチ学会総会・学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

藤本朋子,  西村明子,  夏秋優,  山本雅章,  山西清文,  東
直人,  関口昌弘,  佐野統.  ミオナールによるアナフィラキ
シーの一例.  第108回日本皮膚科学会総会 2009.4 福岡

松井聖,  西岡亜紀,  北野将康,  東直人,  佐野統.  眼窩筋炎
から肥厚性硬膜炎を起こした1症例. （ミニシンポジウム） 
第21回日本アレルギー学会春季臨床大会 2009.6 岐阜

東直人,  橋本尚明,  岸本裕充,  夏秋優,  西岡亜紀,  関口昌
弘,  北野将康,  黒岩孝則,  松井聖,  岩崎剛,  山西清文,  
佐野統.  病型移行を呈した天疱瘡と全身性強皮症が合併
した一例. （ミニシンポジウム） 第21回日本アレルギー学
会春季臨床大会 2009.6 岐阜

今戸健人,  岩崎剛,  北野幸恵,  佐野統.  ドナーTLR-4が急
性および慢性GVHDの病態に及ぼす影響.  第71回日本血
液学会学術集会 2009.10 京都

佐竹敦志,  今戸健人,  堀内真理佳,  井上貴之 ,  谷口裕
紀,  藤岡龍哉,  小川啓恭.  マウスMHCハプロミスマッチ
GVHDモデルはGVHDを抑制しGVL効果を発揮する.  第
71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

東直人,  伊藤善啓,  黒岩孝則,  森本麻衣,  西岡亜紀,  関口
昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  化学物質
過敏症患者での周術期管理の経験. （ミニシンポジウム） 
第59回日本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

松井聖,  西岡亜紀,  北野将康,  東直人,  関口昌弘,  佐野
統.  抗TNF製剤に反応せず,  トシリズマブに著効し,  ヘ
ルペス脳炎を合併した関節リウマチの1症例. （ミニシンポ
ジウム）第59回日本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 
秋田

Tsunemi S,  Iwasaki T,  Kitano S,  Sano H.  HGF 
Antagonist,  NK4,  inhibits Th1 immune response,  
RANKL expression on synovial fibroblasts.  第39回日
本免疫学会総会・学術集会 2009.12 大阪

Kitano M,  Takeshita H,  Tsunemi S,  Kanda C,  Sekiguchi 
M,  Azuma N,  Iwasaki T,  Sano H.  The role of 
sphingosine 1-phosphate/S1P1 signa l ing in the 
osteoclastogenesis of rheumatoid arthritis.  第39回日本
免疫学会総会・学術集会 2009.12 大阪

Kanda C,  Iwasaki T,  Tsunemi S,  Kitano S,  Takeshita H,  
Sano H.  関節リウマチの骨再生におけるFTY720の効果.  
第39回日本免疫学会総会・学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
賀来佳子,  東直人,  橋本尚明,  西岡亜紀,  関口昌弘,  北野
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将康,  黒岩孝則,  松井聖,  橋本武則,  佐野統.  心筋障害
を呈したChurg-Strauss症候群（CSS）の1例.  第188回日
本内科学会近畿地方会例会 2009.6 大阪

前田理沙,  安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝
司,  東直人,  橋本尚明,  横山和典,  澤田悠,  佐野統.  空
洞性肺病変を呈したサイトメガロウイルス感染症が疑われ
たSLEの1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 
奈良

川野充弘,  水島伊知郎,  高田邦夫,  鈴木王洋,  西山進,  大
村浩一郎,  下山久美子,  小川法良,  関口昌弘,  橋本尚明,  
室慶直,  抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群研究
会.  抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群44例の検
討.  第18回日本シェーグレン症候群学会 2009.9 福岡

室慶直,  田中伯予,  川野充弘,  水島伊知郎,  高田邦夫,  鈴
木王洋,  西山進,  大村浩一郎,  下山久美子,  小川法良,  
関口昌弘,  橋本尚明,  抗セントロメア抗体陽性シェーグレ
ン症候群研究会.  抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症
候群における抗クロモ抗体の検討.  第18回日本シェーグレ
ン症候群学会 2009.9 福岡

橋本尚明,  内山正三,  関口昌弘,  東直人,  北野将康,  佐野
統,  橋本武則.  シェーグレン症候群の顎下腺超音波検査
における長期観察とステロイドの効果.  第18回日本シェー
グレン症候群学会 2009.9 福岡

Sekiguchi M,  Iwasaki T,  Kitano M,  Kuno H,  Hashimoto 
N,  Kawahito Y,  Azuma M,  Hla T,  Sano H.  Role 
of sphingosine 1-phosphate in the pathogenesis of 
Sjogren’s Syndrome. （日本シェーグレン症候群学会
学術奨励賞受賞） 第18回日本シェーグレン症候群学会 
2009.9 福岡

北野将康,  常見幸,  竹下治範,  神田ちえり,  関口昌弘,  岩
崎剛,  佐野統.  スフィンゴシン1燐酸（S1P）/S1P受容体シ
グナルの関節リウマチ病態における役割. （シンポジウム） 
第19回日本リウマチ学会近畿支部学術集会 2009.9 大阪

井野口卓,  森脇優司,  奥田千尋,  華常祥,  堤善多,  高橋澄
夫,  山本徹也,  東直人,  佐野統.  MMIによる無顆粒球
症を呈したMCTD合併バセドウ病の1例.  第10回日本内
分泌学会近畿支部学術集会 2009.10 和歌山

常見幸,  岩崎剛,  北野幸恵,  神田ちえり,  関口昌弘,  北野
将康,  佐野統.  FTY720の関節炎抑制効果機序に関する
検討. （ワークショップ） 第37回日本臨床免疫学会総会 
2009.11 東京

佐野統.  NSAIDs,COX-2阻害薬の最新の話題−消化管障
害と心血管障害を中心に−. （ランチタイムセミナー） 第37
回日本関節病学会 2009.11 横浜

［研究会・講演会等］
北野将康 .   関節リウマチ病態におけるSph i ng o s i n e 

1-phosphate（S1P）/S1P受容体シグナルの役割.  第4
回Young Researchers in Advanced Rheumatology 

（YRAR） 2009.1 大阪

常見幸.  関節リウマチモデルマウスにおけるHGFアンタゴ
ニストNK4による関節炎抑制効果.  日本臨床免疫学会
Midwinter Seminar 2009 2009.2 沖縄

佐野統.  膠原病の病態,  診断と最新治療戦略−関節リウマ
チ,  シェーグレン症候群を中心に−.  西宮市薬剤師会学
術研修会 2009.2 西宮

神田ちえり,  東直人,  澤田悠,  西岡亜紀,  関口昌弘,  北野
将康,  黒岩孝則,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  難治性
中耳炎を呈したANCA関連血管炎の1例.  第30回神戸免
疫・膠原病懇話会 2009.2 神戸

松井聖.  関節リウマチの肺合併症−間質性肺炎,  感染症も
含めて−.  第4回阪神リウマチ性疾患症例検討会 2009.2 
西宮

佐野統 .  NSAIDsおよびCOX-2阻害薬の最新の話題−
心血管障害と消化管障害を中心に−. （特別講演） 第
2回Kanagawa Vascular Complication Conference 

（KVCC） 2009.3 横浜
常見幸,  岩崎剛,  今戸健人,  北野幸恵,  松本邦夫,  佐野

統.  関節リウマチモデルマウスにおけるHGFアンタゴニ
ストNK4による関節炎抑制効果.  第12回京都免疫ワーク
ショップ学術集会 2009.3 京都

佐野統.  NSAID及び選択的COX2阻害薬の最新の話題～
NSAID潰瘍を中心に～. （特別講演） 第1回NAGASAKI
骨関節炎症Seminar 2009.3 長崎

佐野統.  リウマチ・膠原病の病態, 診断と治療戦略−生物学
的製剤の治療成績と今後の展望−. （特別講演） 西宮市
内科医会学術講演会 2009.5 西宮

佐野統.  膠原病の病態・診断と最新治療戦略～関節リウマ
チとシェーグレン症候群～. （特別講演） 奈良シェーグレ
ン症候群研究会 2009.6 奈良

佐野統.  関節リウマチの病態,診断と治療戦略～生物学的
製剤の成績と今後の展望～. （招待講演） 第2回北区リウ
マチ懇話会 2009.6 神戸

東直人.  え！リウマチじゃなかったの?−リウマチ疾患の鑑別
診断−.  第5回阪神リウマチ性疾患症例検討会 2009.7 西
宮

関口昌弘,  橋本尚明,  西岡亜紀,  森本麻衣,  東直人,  北野
将康,  佐野統.  副鼻腔気管支症候群に続発したHenoch-
S chon le i n紫斑病の一例.  第8回膠原病症例検討会 
2009.8 大阪

東直人,  夏秋優,  山西清文,  岩崎剛,  森本麻衣,  西岡亜
紀,  関口昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  
結節性紅斑様皮疹部に壊死性血管炎を伴ったベーチェッ
ト病の一例.  第20回近畿リウマチ病研究会 2009.9 大阪

佐野統.  NSAID, COX-2阻害薬の最新の話題−関節リウマ
チにおける心血管障害と消化管障害を中心に−. （特別講
演） 第23回神戸臨床リウマチ懇話会 2009.10 神戸

東直人, 松井聖, 佐野統. 当科におけるオマリズマブ（ゾレ
ア）の使用経験. 阪神重症喘息治療会研究会  2009.11 尼
崎

関口昌弘 .  Role of sphingosine 1-phosphate in the 
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pathogenesis of Sjogren’s Syndrome. （平成20年度兵庫
医科大学教員学術賞受賞） 平成21年度第3回兵庫医科大
学医学会学術講演会 2009.11 西宮

■その他■
常見幸.  リウマチ・膠原病の新たな治療を目指して.  News 

Letterリウマチ 2009;23:11.
橋本尚明.  全身性強皮症について.  アクテリオン社内講演

会 2009.2 大阪
佐野統.  アレルギー・リウマチ性疾患の基礎と臨床.  平成

21年度学校保健研修会・学校歯科保健研修会 2009.8 南
丹

北野将康.  関節リウマチについて.  兵庫医科大学市民健康
講座 2009.11 西宮

橋本尚明.  関節リウマチ. （ラジオ） ABCラジオ 健やかライ
フ 2009.11 大阪

糖尿病科
Diabetes and Metabolism

■著書■
美内雅之,  宮川潤一郎,  難波光義.  糖尿病治療薬.  矢崎

義雄  監.  治療薬 UP-TO-DATE 2009.  大阪:メディカル
レビュー社, 2009:368-73. 

勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  アナログ製剤時代のイ
ンスリン療法.  春日雅人,  岡芳知  編.  糖尿病カレントラ
イブラリー 10 糖尿病治療の新しい展開.  東京:文光堂, 
2009:60-3.　　

勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  シックデイ時の対応.  小
林哲郎,  難波光義  編.  インスリンポンプ療法マニュアル.  
東京:南江堂, 2009:89-96.　 

浜口朋也,  難波光義.  インスリンポンプ療法の今後.  小林
哲郎,  難波光義  編.  インスリンポンプ療法マニュアル.  
東京:南江堂, 2009:161-5. 

難波光義.  インスリン治療の目標.  日本糖尿病学会　編.  
糖尿病専門医研修ガイドブック.  改訂第4版.  東京:診断と
治療社, 2009:126.  

難波光義 .  インスリン治療のおける血糖自己測定の意義.  
日本糖尿病学会  編.  糖尿病専門医研修ガイドブック.  改
訂第4版.  東京:診断と治療社, 2009:127.       

難波光義.  インスリン処方の実際.  日本糖尿病学会  編.  糖
尿病専門医研修ガイドブック.  改訂第4版.  東京:診断と治
療社, 2009:127-9.    

難波光義.  インスリン治療の問題点.  日本糖尿病学会  編. 
糖尿病専門医研修ガイドブック.  改訂第4版.  東京:診断と
治療社, 2009:129-31.    

浜口朋也,  勝野朋幸,  難波光義.  経口血糖降下薬と併用す
るインスリン治療法の選択と課題.  矢崎義雄  監.  分子
糖尿病学の進歩2009―基礎から臨床まで―.  東京:金原
出版, 2009:164-9.  

浜口朋也,  難波光義.  PAI-1活性に対する抑制効果.  河盛

隆造  編.  見直されたビグアナイド.  改訂版.  大阪:フジメ
ディカル出版, 2009:66-73. 

難波光義.  低血糖症.  小川聡  総編.  内科学書 5  内分
泌疾患 代謝・栄養疾患.  改訂第7版.  東京:中山書店,  
2009:297-9.

難波光義,  宮川潤一郎.  インクレチン治療の展開−GLP-1
誘導体,  エキセンジン-4のポジショニング.  稲垣暢也,  難
波光義,  山田祐一郎  編.  インクレチン治療.  大阪:フジメ
ディカル出版, 2009:62-70.  

宮川潤一郎,  美内雅之,  難波光義.  GLP-1.  稲垣暢也,  難
波光義,  山田祐一郎  編.  インクレチン治療.  大阪:フジメ
ディカル出版, 2009:26-40.   

宮川潤一郎.  1型糖尿病.  河盛隆造,  岩本安彦  編.  糖尿病
最新の治療2010～2012.  東京:南江堂, 2009:47-51.　　

■学術論文■
［総説］
宮川潤一郎.  5分でわかるキーワード  インクレチン.  臨床研

修プラクティス 2009;6:102-4.　
浜口朋也,  難波光義.  蛍光眼底検査時にはメトホルミンは

中止？.  糖尿病診療マスター 2009;7:48-9.  
宮川潤一郎.  2型糖尿病患者におけるGLP-1（glucagon-

like peptide-1）アナログ,  リラグルチドとグリメピリド単
独治療による治療効果の比較検討 （LEAD-3 Mono） ―
第Ⅲ相二重盲検試験（52週）より―.  Diabetes Frontier 
2009;20:136-7.  

浜口朋也. インスリン療法を知ろう！.  糖尿病ケア  2009; 
（春季増刊）:86-106.

勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  糖尿病診療におけるイン
スリン治療の位置づけ.  診断と治療 2009;97:233-9．

勝野朋幸,  中村裕子,  難波光義.  糖尿病療養指導における
アイテムの役割.  糖尿病ケア 2009;6:214-9.  

浜口朋也,  難波光義.  インスリンによる治療.  からだの科学 
2009;261:152-6.

浜口朋也,  難波光義.  インスリンポンプ療法とは？インス
リンポンプ療法について教えてください.  肥満と糖尿病 
2009;8:228-9.

難波光義,  勝野朋幸,  浜口朋也.  インスリン療法の進歩.  
日本医師会雑誌 2009;138:40-4.  

宮川潤一郎,  美内雅之,  難波光義.  インクレチン関連治療.  
日本内科学会雑誌 2009;98:809-16.

勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  インスリン製剤の選択と
その使いかた  アナログ製剤を中心に.  Medical Practice  
2009;26:639-43．

宮川潤一郎,  美内雅之,  難波光義.  GLP-1受容体作動薬に
よる糖尿病治療.  糖尿病 2009;52:427-31.　

勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  初期糖尿病のインスリン
療法の適応と治療戦略.  Pharma Medica 2009;27:37-40. 

宮川潤一郎,  美内雅之,  難波光義.  GLP-1およびGLP-1受
容体作動薬の膵外作用と心血管合併症.  International 
Review of Diabetes 2009;1:54-60.　

勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  CSII−利点と注意点−.  
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月間糖尿病 2009;1:94-9.   
難波光義,  浜口朋也,  勝野朋幸,  北川玲子,  神野浩一,  斉

藤真.  日本人2型糖尿病患者におけるインスリン治療の
導入−全国医療機関へのアンケート調査結果の分析−.  
Diabetes Frontier 2009;20:491-7.  

柏木厚典,  門脇孝,  羽田勝計,  名和田新,  伊藤博史,  富永
真琴,  及川眞一,  野田光彦,  河村孝彦,  三家登喜夫,  難
波光義,  柱本満,  笹原善彦,  武井泉,  梅本雅夫,  桑克
彦,  村上正巳,  小栗孝志.  HbA1C 国際標準化に関する
わが国の対応−糖尿病関連検査の標準化に関する委員会
報告.  糖尿病 2009;52:811-8.   

宮川潤一郎,  難波光義.  インクレチンミメティックス:GLP-1
受容体作動薬.  医学のあゆみ 2009;231:767-72.　

難波光義,  松葉沙織,  小西康輔,  池田誠宏.  糖尿病網膜
症の病病・病診連携−専門施設における現状と課題.  日
本糖尿病眼学会誌 2009;14:29-31.

宮川潤一郎,  難波光義.  1型糖尿病治療への可能性.  月刊
糖尿病 2009;2（別冊）:118-24.   

［原著］
小西康輔,  勝野朋幸,  難波光義.  上腕足首脈波伝導速度 
（baPWV）,  および平均頸動脈内膜中膜複合厚（mean 
IMT）と糖尿病細小血管症の関係について.  Medica l 
Postgraduates 2009;47:120-5.  

Kadowaki T,  Namba M,  Yamamura A,  Sowa H,  
Wolka AM,  Brodows RG.  Exenatide exhibits dose-
dependent effects on glycemic control over 12 weeks 
in Japanese patients with suboptimally controlled 
type 2 diabetes.  Endocr J 2009;56:415-24.  

Okauchi Y,  Nammo T,  Iwahashi H,  Kizu T,  Hayashi 
I,  Okita K,  Yamagata K,  Uno S,  Katsube F,  
Matsuhisa M,  Kato K,  Aozasa K,  Kim T,  Osuga 
K,  Nakamori S,  Tamaki Y,  Funahashi T,  Miyagawa 
J,  Shimomura I.  Glucagonoma diagnosed by arterial 
stimulation and venous sampling（ASVS）.  Intern 
Med 2009;48:1025-30.  

Inokuchi C,  Ueda H,  Hamaguchi T,  Miyagawa J,  
Shinohara M,  Okamura H,  Namba M.  Role of 
macrophages in the development of pancreatic islet 
injury in spontaneously diabetic torii rats.  Exp Anim 
2009;58:383-94.  

難波光義,  浜口朋也,  勝野朋幸,  北川玲子,  神野浩一,  斉
藤真.  日本人2型糖尿病患者におけるインスリン治療の
導入 ―全国医療機関へのアンケート調査結果の分析―.  
Diabetes Frontier 2009;20:491-7． 

Konya H,  Miuchi M,  Konishi K,  Nagai E,  Ueyama 
T,  Kusunoki Y,  Kimura Y,  Nakamura Y,  Ishikawa 
T,  Inokuchi C,  Katsuno T,  Hamaguchi T,  Miyagawa J,  
Namba M.  Pleiotropic effects of mitiglinide in type 2 
diabetes mellitus.  J Int Med Res 2009;37:1904-12.  

［症例報告］
永井悦子,  勝野朋幸,  紺屋浩之,  小西康輔,  中村裕子,  美

内雅之,  片岡政子,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  
アリピプラゾール投与開始後に血糖値の上昇をきたした統
合失調症の1例.  糖尿病 2009;52:295-300. 

■学会発表■
［国際学会］
Miuchi M,  Miyagawa J,  Konishi K,  Nagai E,  Katsuno 

T,  Kataoka S,  Konya H,  Hamaguchi T,  Namba M.  
Morphologic changes of the endocrine pancreas in 
Japanese non-obese type 2 diabetes.  45th Annual 
Meeting of the European Association for the Study of 
Diabetes（EASD2009）  2009.9 Vienna

Miuchi M,  Konya H,  Kataoka S,  Konishi K,  Nagai E,  
Nakamura Y,  Katsuno T,  Hamaguchi T,  Miyagawa J,  
Namba M.  Is asymmetric dimetylarginine（ADMA）
a predictor of the diabetic cardiovascular diseases?.  
20th World Diabetes Congress（IDF2009）  2009.10 
Montreal

［全国規模の学会］
宮川潤一郎 .   Per spec t ive s on t y pe 2 d i abet e s 

pathophysiology: the enteroinsular axis and the 
role of incretin hormones in glucose homeostasis.  

（WorldWIDE Education Program） 第52回日本糖尿病
学会年次学術集会 2009.5 大阪

宮川潤一郎.  Building therapeutic regimens for the 
individual patient in Japan: case study discussion.  

（WorldWIDE Education Program） 第52回日本糖尿病
学会年次学術集会 2009.5 大阪

浜口朋也,  勝野朋幸,  難波光義.  インスリン分泌高度障害
例への対応−インスリン基礎補償法の再評価. （ワーク
ショップ） 第52回日本糖尿病学会年次学術集会 2009.5 
大阪

西川真司,  池田薫,  小西康輔,  美内雅之,  勝野朋幸,  紺屋
浩之,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  糖尿病患者の
末梢動脈疾患（PAD）に対する抗血小板薬の効果.  第52
回日本糖尿病学会年次学術集会 2009.5 大阪

美内雅之,  徳田八大,  久岡明香,  窪岡由佑子,  澤久美子,  
浦尚美,  峯瀬美千代,  松尾俊宏,  村井一樹,  藤井誠治,  
小柴賢洋,  難波光義.  健常人に対するインスリン低血糖
誘発時の血液検体を用いた簡易血糖測定器の比較.  第52
回日本糖尿病学会年次学術集会 2009.5 大阪

勝野朋幸,  渡辺伸明,  横山有子,  岡崎一美,  永井悦子,  難
波光義.  ミチグリニド治療で血糖コントロールが不十分な
2型糖尿病患者におけるボグリボース併用治療.  第52回日
本糖尿病学会年次学術集会 2009.5 大阪

浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  高齢者糖尿病患者に
おける慢性腎臓（CKD）―進行例の特徴と対策―.  第26
回日本老年学会総会・第51回日本老年医学会学術集会 
2009.6 横浜

［その他の学会］
井野口千枝,  上田晴康,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光

義,  岡村春樹.  SDTラットの膵島傷害における細胞浸潤
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マクロファージの役割.  第23回日本糖尿病・肥満動物学
会年次学術集会 2009.2 岡山

濱畑早百合,  徳田八大,  松尾俊宏,  井田鈴子,  美内雅之,  
勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  劇症1型
糖尿病と考えられる経過をたどり,  CGMSが至適なインス
リン処方の確立に有効であった1例.  第188回日本内科学
会近畿地方会 2009.6 大阪

勝野朋幸,  浜口朋也,  徳田八大,  難波光義. CGMSを用
いたインスリン治療の最適化 ─インスリン基礎補償法
の再評価 ―.  第9回日本糖尿病情報学会年次学術集会 
2009.8 東京  

宮川潤一郎.  インスリン・経口薬療法. （シンポジウム）第46
回日本糖尿病学会近畿地方会 2009.11 京都  

難波光義.  インクレチン治療への期待と課題. （イブニン
グセミナー）第9回日本内分泌学会北陸支部学術講演会 
2009.11 福井  

井川貴資,  楠宜樹,  神谷麻衣,  徳田八大,  村井一樹,  美
内雅之,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  
重症レジオネラ肺炎に黄紋筋融解症を併発したGHoma
術後糖尿病の1例.  第190回日本内科学会近畿地方会 
2009.12 神戸   

［研究会・講演会等］
矢野雄三,  徳田八大,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  
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2009.6 東京  

浜口朋也.  糖尿病の最新治療−期待される新しい薬剤−.  

月例学術講演会（学校医制度指定研修会）2009.10 池田
小川渉,  浜口朋也,  別當憲子,  足立宗男.  糖尿病のこと,  

あなたは何を知っていますか？.  世界糖尿病デーイン兵庫
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本眞里子,  堀和敏,  會澤信弘,  齋藤正紀,  田中弘教,  西
口修平,  飯島尋子.  体外式腹部超音波検査によるGIST5
症例の検討.  日本超音波医学会第82回学術集会 2009.5 
東京

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  
齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるARFIの有用性.  日本超音波医学会
第82回学術集会 2009.5 東京

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  吉本直喜,  
山平正浩,  吉田昌弘,  藤元治朗,  飯島尋子.  興味深い造
影超音波所見を呈した胆管細胞癌の１例.  日本超音波医
学会第82回学術集会 2009.5 東京

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平.  C型
肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療法の治療成
績. （ワークショップ）第45回日本肝臓学会総会 2009.6 
神戸

光法雄介,  田中真二,  有井滋樹,  飯島尋子,  森安史典,  野
口典男,  工藤篤,  黒川敏昭,  中村典明.  画像診断の進歩 
肝腫瘍に対する術中造影超音波の有用性. （ワークショッ
プ）第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  西口修平.  Sonazoid造影超
音波による肝癌分化度診断の試み.  第45回日本肝臓学会
総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  Aoki N,  今西宏安,  齋藤正紀,  康典
利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井良
行,  山田大輔,  吉川昌平,  下村壯治,  中村秀次,  西口修
平.  インターフェロン治療支援モデル作成の試み.  第45回
日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修
平.  造影超音波検査を用いた輝度解析による慢性肝炎進
展度の推定の試み.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神
戸

中野宏朗,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山
本晃久,  岩田恵典,  田中弘教,  榎本平之,  康典利,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口修平.  造影
超音波によるピタバスタチンのNASH改善効果に関する検
討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

榎本平之,  辻村亨,  今西宏安,  齋藤正紀,  康典利,  田中弘

教,  岩田恵典,  山田大輔,  石井昭生,  坂井良行,  吉川昌
平,  會澤信弘,  山本晃久,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋
子,  西口修平.  インターフェロンによる肝癌増殖抑制機序
の検討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

吉川麗月,  柳秀憲,  藤原由規,  飯島尋子.  5-FU infusion-
based chemotherapy随伴肝障害における造影超音波 

（CEUS）の臨床的意義.  第47回日本癌治療学会学術集
会 2009.10 横浜

西口修平.  わが国におけるIFN治療の特殊性・欧米のエビ
デンスをどう評価すべきか. （ランチョンセミナー）第51回
日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

榎本平之,  中村秀次,  西口修平.  未分化肝細胞の増殖因子
Hepatoma-derived growth factorは,  血管新生誘導を介
して腫瘍増殖に関与する.  第51回日本消化器病学会大会 

（JDDW2009） 2009.10 京都
西口修平,  樋口和秀,  工藤正俊.  PEG-INFα-2a/Ribavirin

併用療法のResponse-Guided Therapyを考慮した至適投
与法に関する検討 −多施設共同前向き無作為化臨床試
験−.  第13回日本肝臓学会大会（JDDW2009） 2009.10 
京都

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  非侵襲的肝病態評価法
の進歩  Virtual Touch Tissue Quantificationによる
肝疾患診断.  第13回日本肝臓学会大会（JDDW2009） 
2009.10 京都

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  早期肝細胞癌の診断スト
ラテジー  早期肝癌の診断における造影超音波検査の
位置づけ. （ワークショップ）第13回日本肝臓学会大会 

（JDDW2009） 2009.10 京都
山本晃久,  今西宏安,  西口修平.  兵庫県における肝疾患診

療連携における現状と問題点の検討.  第13回日本肝臓学
会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

榎本平之,  會澤信弘,  西口修平.  C型慢性肝炎組織におけ
るミトコンドリア遺伝子異常と発癌についての検討.  第13
回日本肝臓学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

下村壯治,  榎本平之,  西口修平,  山田大輔,  石井昭生,  坂
井良行,  吉川昌平,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  田
中弘教,  康典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  中村秀次,  飯島
尋子.  肝組織ミトコンドリア異常からみたC型関連肝癌に
対するインターフェロン治療の意義.  第13回日本肝臓学会
大会（JDDW2009） 2009.10 京都

［その他の学会］
會澤信弘 ,  岩田恵典 ,  西口修平.  Ｃ型肝硬変に対する

PEG-IFN/Ribavirin併用療法の治療成績. （シンポジウ
ム）第90回日本消化器病学会近畿支部例会 2009.2 大阪

坂井良行,  岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  吉川昌平,  會
澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平.  上
部消化管内視鏡検査が診断に有用であった十二指腸憩
室炎の一例.  第90回日本消化器病学会近畿支部例会 
2009.2 大阪

山田大輔,  康典利,  石井昭生,  坂井良行,  會澤信弘,  吉川
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昌平,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  庄司繁市,  西口
修平.  ステロイドパルス療法が有効であった著明な高ビリ
ルビン血症を伴った薬剤性肝障害の１例.  第90回日本消
化器病学会近畿支部例会 2009.2 大阪

飯島尋子.  腹部造影超音波検査の現状と未来.（教育講演）
第34回日本超音波検査学会 2009.6 鹿児島

西口修平.  インターフェロン治療に関する最近の話題. （ラ
ンチョンセミナー） 第74回日本インターフェロンサイトカイ
ン学会学術集会 2009.6 京都

Tanaka H,  Iijima H,  Higashiura A,  Saito M,  Aizawa N,  
Sakai Y,  Yoshikawa S,  Yamamoto T,  Enomoto H,  Iwata 
Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  Nakamura H,  Hirota 
S,  Tsujimura T,  Nishigami T,  Yamanaka J,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  New malignancy grading system 
for hepatocellular carcinoma using sonazoid contrast 
enhanced ultrasonography.  3rd International Kobe 
Liver Symposium on HCC with a JSH-ILCA Joint 
Scientific Session 2009.6 Kobe

團野大介,  石川貴巳,  松井聖博,  奥智子,  川端啓太,  立花
久大,  岩田恵典.  不明熱の原因検索中に右上腹部痛を訴
えてCaroli病と診断された１例.  第189回日本内科学会近
畿地方会 2009.9 大阪

飯島尋子.  肝疾患の造影超音波診断−現状と展望−. （ラン
チョンセミナー）日本超音波医学会第38回東北地方会学
術集会 2009.9 福島

飯島尋子.  肝臓超音波診断の進歩. （ランチョンセミナー）
日本超音波医学会第45回中国地方会学術集会・第8回中
国地方会講習会 2009.9 広島

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid®を用いた慢性肝疾患の肝実質と脾実質の輝度
比（LS比）の検討.  日本超音波医学会第36回関西地方会
学術集会 2009.10 大阪

東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  藤元治朗,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid Kupffer イメージを用いたlow MIとhigh MIに
よる肝細胞癌診断の試み.  日本超音波医学会第36回関
西地方会学術集会 2009.10 大阪

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  西村純子,  
松永桃子,  山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid造影超音波検査の臨床検査値に及ぼす影響.  
日本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 
大阪

吉本直喜,  山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  西口修平,  赤尾憲二,  田中弘教,  飯島尋子.  
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）に対するピタバスタチ
ンの改善作用−ラットモデルにおける検討−.  日本超音波
医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  

齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるAcoustic Radiation Force Impulse 

（ARFI）の有用性. （シンポジウム）日本超音波医学会
第36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  斎藤雅博,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋
子.  肝腫瘍性病変におけるAcoustic Radiation Force 
Impulse（ARFI）の検討.  日本超音波医学会第36回関西
地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  橋本眞里子,  柴田陽子,  西村純
子,  松永桃子,  吉本直喜,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋
子.  慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
ARFIの乖離例の検討.  日本超音波医学会第36回関西地
方会学術集会 2009.10 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  會澤信弘,  吉川昌平,  齋藤
正紀,  下村壯治,  西口修平,  飯島尋子.  造影超音波で評
価し得た退形成性膵管癌の一例.  日本超音波医学会第
36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

楊和典,  田中弘教,  岩田恵典,  下村壯治,  山本晃久,  齋藤
正紀,  會澤信弘,  吉川昌平,  西口修平,  飯島尋子.  術中
造影エコーが有用であった膵内分泌腫瘍の一切除例.  日
本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大
阪

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平,  飯島尋子.  造
影超音波検査の肝実質相を用いたNASH鑑別法の検討.  
日本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 
大阪

田中弘教,  飯島尋子.  肝腫瘍におけるFundamental B 
modeと造影超音波の比較.  日本超音波医学会第36回関
西地方会学術集会 2009.10 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  西口修平.  造影超音波のKupffer 
Phaseからみた非アルコール性脂肪性肝炎の診断と病態.   

（シンポジウム）第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米
子

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  Virtual Touch Tissue 
Quantification法を用いた肝線維化の非襲的評価法.  第
38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

今西宏安.  当科での特発性ヘモクロマトーシス患者２例の
検討.  第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

會澤信弘.  C型肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療
法の治療成績. （パネルディスカッション）第38回日本肝
臓学会西部会 2009.12 米子

助永憲比古,  田中弘教,  飯島尋子,  石井昭生,  高嶋智之,  
坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  中正恵二,  
廣田誠一,  中井紀博,  麻野泰包,  山中潤一,  藤元治朗.  
EOB-MRIの肝細胞造影相でhigh intensityを呈したHCC
の1例.  第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

［科学研究費等班会議］
西口修平.  メタボリック症候群合併肝硬変の現状と分岐鎖
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アミノ酸製剤による治療効果の検討.  厚生労働科学研究
費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発癌抑制を
視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作成を目
指した総合的研究」班平成20年度合同班会議 2009.1 東
京

西口修平.  肝発がんとミトコンドリア異常.  平成20年度厚
生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業 

「肝炎ウイルスにより惹起される炎症性誘発要因及びウ
イルス増殖に対する人為的制御による肝炎征圧」および 

「non-coding RNAを用いた新たな慢性Ｃ型肝炎制御に
よる治療法開発」合同班会議 2009.1 岡山

［研究会・講演会等］
會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西

宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  山中
潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  廣田誠一.  細胆
管癌の2症例.  第15回肝血流動態イメージ研究会 2009.1 
横浜

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略.  Ｃ型肝炎治療学術
講演会 2009.1 大阪

西口修平.  Ｃ型ウイルス慢性肝炎に対するインターフェロン
療法:最近の話題.  第14回広島薬物療法研究会 2009.1 広
島

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  斉藤
慎一,  山中潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  辻村
亨,  廣田誠一.  ＨＣＣと鑑別が困難であった細胆管癌の１
例.  第50回日本消化器画像診断研究会 2009.1 沖縄

下村壯治.  肝癌予防に関して.  平成20年度第3回兵庫肝疾
患診療連携フォーラム 2009.2 神戸

西口修平.  発癌抑制療法に関する最近の話題.  第8回本郷
Ｃ型慢性肝炎治療研究会 2009.2 東京

西口修平.  Ｂ型肝炎の最新の診療と治療について.  姫路内
科医会学術講演会 2009.2 姫路

中嶋一恵,  柴田陽子,  橋本眞里子,  東浦晶子,  伊藤敬,  村
瀬慶子,  三好康雄,  田中弘教,  飯島尋子.  術前化学療法
にて病理学的完全奏効（pCR）が得られた充実腺管癌の
エコー像.  第117回大阪超音波研究会 2009.3 大阪

山本晃久.  兵庫県下における天然型ＩＦＮαの長期投与によ
る肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまと
め.  第5回兵庫県肝がん撲滅研究会 2009.4 兵庫

西口修平.  肝発癌抑制に関する最近の話題.  第4回城北消
化器病研究会 2009.4 東京

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略と最新知見.  九州肝
疾患治療戦略研究会第6回学術集会 2009.4 福岡

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  吉田昌弘,  山平正浩,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  吉本直喜,  赤尾憲二,  會澤信弘,  
齋藤正紀,  下村壯治,  西口修平.  Sonazoid造営超音波に
よる肝癌悪性度分類の試み. （ワークショップ）第22回日
本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会 2009.4 旭川

岩田恵典.  肝膵領域における診断と治療.  尼崎市内科医会

学術講演会 2009.5 尼崎
西口修平.  肝硬変に対する抗ウイルス療法.  第41回京滋肝

炎研究会 2009.6 京都
西口修平.  IFNの肝発癌抑制効果の作用機序. （ランチョン

セミナー）第16回肝細胞研究会 2009.6 山形
下村壯治,  山本晃久,  池田直人,  石井昭生,  高嶋智之,  坂

井良行,  吉川昌平,  會澤信弘,  田中弘教,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  中村秀次,  飯島尋子,  西
口修平.  C型関連肝癌RFA後のインターフェロン治療の意
義−Propensity scoreによる検討−.  第45回日本肝癌研
究会 2009.７ 福岡

西口修平.  Ｃ型慢性肝疾患に対する肝発癌抑制療法−最近
の話題−.  第282回三田市医師会生涯教育研修会 2009.7 
三田

西口修平.  Ｃ型慢性肝疾患に対する肝発癌抑制療法−最近
の話題−.  ウルソ講演会 IN AKITA 2009.7 秋田

山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡田敏弘,  王
孔志,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  佐竹
真,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村美
智子,  飯島尋子,  廣田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細
胞癌初回切除後10年生存に関与する予後因子の検討.（シ
ンポジウム）第45回日本肝癌研究会 2009.7 福岡

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  吉
川昌平,  山本晃久,  坂井良行,  榎本平之,  岩田恵典,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西
上隆之,  藤元治朗,  西口修平.  肝細胞癌の造影超音波
診断. （パネルディスカッション）第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  廣
田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細胞癌切除における
術中造影超音波検査の有用性．第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎治療のコンセンサス−日米ガイド
ラインの相違について−.  第11回東北肝炎・肝癌研究会 
2009.9 盛岡

西口修平.  ガイドラインに基づいたＣ型慢性肝炎の治療−日
米ガイドラインの相違について. （特別講演）第57回備後
肝臓病懇話会 2009.11 福山

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療ガイドライン−日米の比較
−. （特別講演）平成21年度第2回兵庫肝疾患診療連携
フォーラム 2009.11 兵庫

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略 ～Response-Guided 
Therapy.  静岡県C型肝炎臨床治療講演会 2009.11 静岡

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略 ～Response-Guided 
therapy. （特別講演）Hepatitis Forum 2009 2009.11 三
重

山本晃久.  兵庫県下における天然型ＩＦＮαの長期投与によ
る肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまと
め.  第6回兵庫県肝がん撲滅研究会 2009.11 兵庫

坂井良行,  岩田恵典,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  會澤
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信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島直子,  西口修平.  ERC
にて肝内管狭窄像を呈したアミロイドーシスの一例.  第8
回神戸胆膵疾患研究会 2009.11 神戸

Nishiguchi S.  LOTUS Study and treatment guideline of 
virus hepatitis.  The Introduction of ‘LIVACT Korea/
Japan Advisory Board Meeting’ 2009.11 Tokyo

田中弘教,  飯島尋子,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  和氣健二郎.  造影超音
波kupffer phaseの肝実質染影の低下とSonazoid気泡の
細胞内変化の関係.  第23回肝類洞壁細胞研究会学術集
会 2009.12 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
山平正浩,  吉本直喜,  西口修平,  和氣健二郎.  NASH
における肝実質染影低下の要因 −NASHモデルラットの
Kupffer細胞の形態観察による検討.  第23回肝類洞壁細
胞研究会学術集会 2009.12 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
齋藤正紀,  山平正浩,  吉本直喜,  西上隆之,  辻村亨,  西
口修平,  和氣健二郎.  NASHモデルラットに対するスタチ
ンの効果−造影超音波と形態学的検討−.  第23回肝類洞
壁細胞研究会学術集会 2009.12 大阪

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  山
本晃久,  池田直人,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  松
久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対する,  in 
situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプローチ
の試み.  第17回浜名湖シンポジウム 2009.12 静岡

■その他■
田中弘教,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山

本晃久,  石井昭生,  吉川昌平,  岩田恵典,  榎本平之,  康
典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口
修平.  新たなイメージング技術Acoustic Radiation Force 
Impuls（ARFI）を用いた非侵襲的な線維化診断の有用
性.  第30回兵庫肝炎研究会 2009.1 神戸

飯島尋子.  肝腫瘍スクリーニングと造影超音波. （特別講
演）第25回武蔵野肝癌談話会 2009.1 東京

飯島尋子.  超音波デモンストレーションによる肝臓スクリー
ニング法と肝腫瘍の最新診断. （特別講演）南あわじ市医
師会臨床談話会 2009.1 淡路

西口修平.  Ｃ型慢性肝疾患に対する肝発癌抑制療法−最近
の話題−.  Ｃ型慢性肝疾患セミナー 2009.2 兵庫

西口修平.  Ｃ型肝硬変に対するインターフェロン療法−そ
の適応と有効性について−.  第29回下関肝疾患談話会 
2009.2 東京

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の最新治療と今後の展望.  ペガシ
ス発売5周年記念講演会 2009.2 千葉

飯島尋子.  ARFIによる肝線維化の評価. （学術講演）消化
器超音波研究会（近畿） 2009.2 大阪

飯島尋子.  肝腫瘍の造影超音波診断. （特別講演）第14回
筑後肝癌研究会 2009.2 福岡

飯島尋子.  肝腫瘍造影診断と肝腫瘍組織性状診断の試み.  

（特別講演）消化器エコー研究会 2009.2 東京
飯島尋子.  肝腫瘍造影診断と肝腫瘍組織性状診断の試み.   
（特別講演）消化器超音波研究会 2009.2 広島

飯島尋子.  ワンポイントレクチャー.  阪神エコーレベルアッ
プミーティング 2009.2 西宮

田中弘教.  肝疾患に対する画像診断.  第4回兵庫肝疾患診
療連携フォーラム 2009.3 西宮

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略.  Ｃ型肝炎治療カン
ファレンス 2009.4 守口

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略 −Response Guided 
Therapy−.  第22回川崎肝臓病フォーラム 2009.4 岡山

西口修平.  肝癌抑制を目指した総合的な治療戦略−栄養療
法からインターフェロン治療まで.  山梨肝臓栄養セミナー 
2009.5 山梨

岩田恵典.  肝膵領域疾患に対する内視鏡治療.  城下町消化
器病勉強会 2009.6 和歌山

西口修平.  肝発癌抑制における栄養療法の果たす役割−
ミトコンドリア障害とERストレス−.  第6回埼玉臨床栄養
フォーラム 2009.6 埼玉

飯島尋子.  肝疾患の造影超音波診断. （講演）第1回近畿消
化器女性医師の会 2009.6 大阪

飯島尋子.  肝疾患における画像診断の進歩. （特別講演）
第5回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 2009.6 西宮

飯島尋子.  超音波による慢性肝疾患の機能診断. （特別講
演）第10回三重肝疾患治療研究会 2009.7 三重

西口修平. Ｃ型慢性肝の治療戦略 −Response Guided 
Therapy−.  Hepatitis C Forum 2009 2009.9 栃木

西口修 平 .   ガイドラインによるＣ型慢性 肝炎の治療.  
Medical Tribune C型肝炎セミナー 2009.9 兵庫

西口修平.  肝炎ウイルス対策の最新情報.  平成21年市民健
康講座 2009.10 西宮

飯島尋子.  肝腫瘍造影診断と肝腫瘍組織性状診断の試み.  
（特別講演）消化器超音波研究会（中部） 2009.10 名古
屋

西口修平.  C型肝炎治療に対するPEG-IFNの今後の治療戦
略.  PEG-IFN Advisory Borad Meeting 2009.11 東京

飯島尋子.  肝臓造影超音波診断の現状と展望. （特別
講演）第25回道後腹部画像カンファレンス（AB-CD） 
2009.11 愛媛

飯島尋子.  造影超音波による肝疾患診療. （特別講演）長
崎超音波造影セミナー 2009.11 長崎

西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるINFβ＋リバビリン療
法の意義.  肝炎治療総括セミナー2009 2009.12 札幌

會澤信弘.  C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα2a/RBV多施
設共同研究.  Hepatitis Forum 2009 HYOGO 2009.12 
神戸

飯島尋子.  NASHの新しい診断方法及びスタチンの可能
性.  NASH合併高コレステロール血症患者の治療戦略 
2009.12 大阪

西口修平. 肝硬変における栄養療法を見直す −分岐鎖ア
ミノ酸（BCAA）補充療法の新展開.  Medical Tribune 
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2009.4.9:52-3.
名越澄子,  橋本悦子,  金本眞美,  西玉枝,  大西幸代,  進

藤道子,  井廻道夫,  岡博子,  長谷部千登美,  飯島尋
子,  落合香織,  斎藤明子,  三代俊治.  肝臓學と日本肝臓
學會の浮沈の鍵は女性が握っている？. （座談会）肝臓 
2009;50:6-20.

内分泌・代謝科
Endocrinology and Metabolism

■著書■
山本徹也.  低尿酸血症.  小川聡  総編.  内科学書 5 内

分泌疾患代謝・栄養疾患.  改訂第7版.  東京:中山書店, 
2009:393-5.

山本徹也.  高尿酸血症の食事療法.  細谷龍男,  下村伊一
郎  編.  メタボリックシンドロームにおける高尿酸血症の
意義とその管理.  大阪:フジメディカル出版，2009:96-103.

Yamamoto T,  Moriwaki Y.  Purines in Beer.  In:Preedy 
VR ed.  Beer in Health and Disease Prevention.  
Amsterdam;Boston:Elsevier/ Academic Press, 
2009:285-90.

Yamamoto T.  Relat ionship between exercise and 
beer ingestion in regard to metabolism. In:Preedy 
VD ed. Beer in Health and Disease Prevention. 
Amsterdam;Boston:Elsevier/ Academic Press, 
2009:513-22.

Moriwaki Y,  Yamamoto T.  Effect of beer ingestion on 
body purine bases.  In:Preedy VD ed.  Beer in Health 
and Disease Prevention.  Amsterdam;Boston:Elsevier/ 
Academic Press, 2009:541-7.

■学術論文■
［総説］
山本徹也.  ソフトドリンク, フルクトース摂取と痛風の発症.  

高尿酸血症と痛風 2009;17:90.
森脇優司 .  食物, 飲酒と尿酸排泄.  高尿酸血症と痛風 

2009;17:46-50.
山本徹也.  新しいガイドラインに基づいた脂質異常症の治

療.  神戸市医師会報 2009;584:55-67.
山本徹也.  アルコールと尿酸産生異常.  高尿酸血症と痛風 

2009;17:129-33.
筒井ひろ子,  山本徹也,  中西憲司.  痛風発作に関わる自然

免疫.  痛風と核酸代謝 2009;33:1-6.
［原著］
Koga M,  Saito H,  Mukai M,  Kasayama S,  Yamamoto 

T.  Factors contributing to increased serum urate 
in postmenopausal Japanese females.  Climacteric 
2009;12:146-52.

Inokuchi T,  Tsutsumi Z,  Takahashi S,  Ka T,  Yamamoto 
A,  Moriwaki Y,  Masuzaki H,  Yamamoto T.  Effects of 
benzbromarone and allopurinol on adiponectin in vivo 

and in vitro.  Horm Metab Res 2009;41:327-32.
Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  

Yumikura-Futatsugi S,  Mitani K,  Hayashi S,  Akira S,  
Taniguchi S,  Van Rooijen N,  Tschopp J,  Yamamoto T,  
Fujimoto J,  Nakanishi K.  Contribution of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  J Hepatol 
2009;51:333-41.

Koga M,  Murai J,  Saito H,  Mukai M,  Kasayama S,  
Moriwaki Y,  Yamamoto T.  Close relationship between 
serum concentrations of 1,5-anhydroglucitol and uric 
acid in non-diabetic male subjects implies common 
renal transport system.  Clin Chim Acta 2009;410:70-
3.

井野口卓,  森脇優司,  高橋澄夫,  堤善多,  華常祥,  玉
置（橋本）知子,  山本徹也.  HPRT部分欠損症の妊娠
女性例に対する遺伝カウンセリング.  痛風と核酸代謝 
2009;33:171-5.

［症例報告］
井野口卓,  高橋澄夫,  山本徹也.  関節リウマチと痛風の合

併例.  高尿酸血症と痛風 2009;17:78-80.
華常祥,  井野口卓,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優司,  山

本徹也 .  CEAの著明な一過性上昇を認めた甲状腺機
能低下症（橋本病）の1例.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2009;34:133-6.

Inokuchi T,  Moriwaki Y,  Ka T,  Tsutsumi Z,  Takahashi 
S,  Yamamoto T.  A case of Graves’ disease complicated 
with mixed connect ive t issue disease.  Hyogo 
Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta Med Hyogo） 
2009;34:137-9.

Takahashi S,  Inokuchi T,  Atsui K,  Ka T,  Tsutsumi 
Z,  Moriwaki Y,  Yamamoto T.  Coexistent chronic 
tophaceous gout and rheumatoid arthritis: case 
report.  Hyogo Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta Med 
Hyogo） 2009;34:141-4.

Tsutsumi Z,  Inokuchi T,  Tamada D,  Moriwaki Y,  Ka T,  
Takahashi S,  Yamamoto T.  Compound heterozygous 
mutation of aquaporin 2 gene in woman patient with 
congenital nephrogenic diabetes insipidus.  Intern 
Med 2009;48:437-40.

■学会発表■
［国際学会］
Yamamoto T,  Inokuchi T,  Yamamoto A,  Ka T,  Tsutsumi 

Z,  Takahashi S,  Moriwaki Y.  Effect of benzbromarone 
and allopurinol on adiponectin in vivo and in vitro.  13 
th International Congress of Endocrinology 2008.11 
Rio de Janeiro

Moriwaki Y,  Inokuchi T,  Yamamoto A,  Ka T,  Tsutsumi 
Z,  Takahashi S,  Yamamoto T.  TNF-alpha inhibition 
ameliorates urinary albumin excretion in diabetic 
rats.  13th International Congress of Endocrinology 
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2008.11 Rio de Janeiro
Yamamoto T,  Inokuchi T,  Ka T,  Yamamoto A,  Takahashi 

S,  Tsutsumi Z,  Tamada D,  Okuda C,  Moriwaki Y.  
Relationship between plasma uridine and insulin 
resistance in patients with non-insulin-dependent 
diabetes mellitus.  13th International Symposium on 
Purine and Pyrimidine Metabolism in Man 2009.6 
Stockholm

Tsutsumi Z,  Takahashi S,  Moriwaki Y,  Inokuchi 
T,  Ka T,  Yamamoto T.  Plasma and urine 8-OHdG 
concentrations in gout−relations to urate.  13th 
International Symposium on Purine and Pyrimidine 
Metabolism in Man 2009.6 Stockholm

［全国規模の学会］
森脇優司,  井野口卓,  華常祥,  堤善多,  高橋澄夫,  山本

徹也.  ショ糖摂取のプリン・ピリミジン代謝への影響とア
カルボースの作用.  第106回日本内科学会総会・講演会 
2009.4 東京

井野口卓,  華常祥,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優司,  山本徹
也.  副腎腫瘍を合併したインスリノーマの2例.  第82回日
本内分泌学会学術総会 2009.4 群馬

華常祥,  井野口卓,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優司,  山本徹
也.  甲状腺機能低下症に原発性胆汁性肝硬変症と尿細
管性アシドーシスを合併した１例.  第82回日本内分泌学会
学術総会 2009.4 群馬

堤善多,  高橋澄夫,  井野口卓,  華常祥,  森脇優司,  山本徹
也.  痛風治療前後の高感度CRP.  第82回日本内分泌学
会学術総会 2009.4 群馬

［その他の学会］
山本徹也.  フルクトースをめぐる諸問題. （シンポジウム） 

第12回日本病態栄養学会年次学術集会 2009.1 京都
山本徹也.  種々の病態に起因した低尿酸血症. （シンポジ

ウム）第42回日本痛風・核酸代謝学会総会 2009.2 東京
華常祥,  井野口卓,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優司,  山本徹

也.  アロプリノール投与下における牛乳飲用によるプリン
塩基の血漿濃度と尿中排泄への影響.  第42回日本痛風・
核酸代謝学会総会 2009.2 東京

井野口卓,  華常祥,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優司,  山本徹
也.  血漿ウリジン濃度と尿中尿素排泄量との関連につい
て.  第42回日本痛風・核酸代謝学会総会 2009.2 東京

堤善多,  高橋澄夫,  井野口卓,  華常祥,  森脇優司,  山本徹
也.  痛風治療前後のPEDFの検討.  第42回日本痛風・核
酸代謝学会総会 2009.2 東京

井野口卓,  奥田千尋,  華常祥,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優
司,  山本徹也.  心不全を契機に診断したPrader-Willi症
候群の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

奥田千尋,  華常祥,  井野口卓,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優
司,  山本徹也.  不妊を契機に発見された21水酸化酸素欠
損症の１例.  第189回日本内科学会近畿地方会 2009.9 大
阪

井野口卓,  森脇優司,  奥田千尋,  華常祥,  堤善多,  高橋澄
夫,  山本徹也,  東直人,  佐野統.  MMIによる無顆粒球
症を呈したMCTD合併バセドウ病の１例.  第10回日本内
分泌学会近畿支部学術集会 2009.10 和歌山

奥田千尋,  華常祥,  井野口卓,  堤善多,  高橋澄夫,  森脇優
司,  山本徹也.  経管栄養により低血糖発作を呈した１例.  
第190回日本内科学会近畿地方会 2009.12 神戸

［研究会・講演会等］
山本徹也.  Life style and uric acid. （シンポジウム）天津

医科大学兵庫医科大学共同医学研究会 2009.1 天津
森脇優司.  尿酸の増加要因−環境因子.  第20回痛風研修

会 2009.9 東京
森脇優司 .   メタボリックシンドロームと痛風・高尿酸血

症.  平成21年度第２回兵庫医科大学医学会学術講演会 
2009.9 西宮

■その他■
山本徹也.  医学部大学院の教育.  痛風研究會々報 2008;68:5.
森脇優司.  生活習慣と高尿酸血症（最近のトピックス）.  第

１回高砂市医師会生涯教育研修会学術講演会 2009.4 高
砂

華常祥.  リンパ球性下垂体炎の1例.  第24回兵庫下垂体疾
患症例検討会 2009.6 西宮

森脇優司.  メタボリックシンドロームと高尿酸血症.  第13回
大阪緑樹会 2009.7 大阪

森脇優司.  アルドステロン−変貌する概念−.  第4回武庫川
心・腎・糖・脂連合カンファレンス 2009.8 西宮

井野口卓.  低カリウム血症性ミオパチーを呈した偽性アル
ドステロン症の1例.  第4回武庫川心・腎・糖・脂連合カン
ファレンス 2009.8 西宮

華常祥.  内分泌代謝に関連した電解質異常.  第11回阪神内
分泌代謝研究会 2009.10 西宮

井野口卓.  潰瘍性大腸炎のため,大腸全摘術施行後にもか
かわらずステロイド離脱が困難であったACTH単独欠損
症の１例.  第25回兵庫下垂体疾患症例検討会 2009.11 西
宮

森脇優司.  生活習慣と尿酸. （特別講演）緑尼会学術講演
会 2009.11 尼崎

山本徹也.  低尿酸血症の臨床的意義 −血清尿酸値2.0mg/
dL以下が大勢を占める論文上での定義.  Vita 2009;26:4-
21.

山本徹也.  フルクトース吸収を緩徐にする摂取法で血清尿
酸値上昇を抑制か.  Medical Tribune 2009.3.19:16-7.

山本徹也.  血清尿酸値0の患者. （質疑応答）日本医事新報 
2009;4466:78-9.

上部消化管科
Upper Gastroenterology

■著書■
大島忠之,  三輪洋人.  鎮痙薬.  堀正二,  菅野健太郎,  門脇
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孝,  乾賢一,  林昌洋  編.  治療薬ハンドブック.  東京:じほ
う, 2009:429-35.

金鏞民,  三輪洋人.  Helicobacter pylori 感染者における
NSAIDs服用者の潰瘍診断−本当にNSAIDs潰瘍？. 坂
本長逸  編.  薬剤性消化管傷害.  東京:南江堂, 2009:144-
8. 

三輪洋人.  胃食道逆流症.  泉孝英  編.  ガイドライン外来診
療.  第9版.  東京:日経メディカル開発, 2009:126-31.

三輪洋人.  Functional dyspepsia（FD）.  白鳥敬子,  菅野
健太郎,  坪内博仁,  日比紀文  編.  消化器研修ノート.  
東京:診断と治療社, 2009:357-9.

■学術論文■
［総説］
富田寿彦,  三輪洋人.  FDの二つの病型と診断基準.  成人

病と生活習慣病 2009;39:44-7.
大島忠之,  三輪洋人.  非びらん性胃食道逆流症（NERD）

の病態と治療.  日本消化器病学会雑誌 2009;106:327-34.
三輪洋人 .  日本人のFDにPPIは必要か？.  クリニシアン 

2009;56:162-7.
櫻井淳,  三輪洋人.  胃の伸展痛の伝達メカニズムの解析.  

消化器科 2009;48:369-75.
櫻井淳 ,  大島忠之 ,  三輪洋人 .  GER DのMont rea l 

Definition.  臨牀消化器内科 2009;24:519-28.
大島忠之,  三輪洋人.  低用量アスピリンと従来型NSAIDの

胃粘膜傷害機序.  Helicobacter Research 2009;13:92-7.
田中淳二,  三輪洋人.  悪心・嘔吐.  医学と薬学 2009;61:839-

44.
田中淳二,  三輪洋人.  プロトンポンプ阻害薬の使い方.  診

断と治療 2009;97:1178-86.
三輪洋人.  上部消化器症状と下部消化器症状の合併～日

本初の大規模疫学調査J-ROADIIから.  日本医事新報 
2009;4440:C1-3.

大島忠之,  三輪洋人.  GERD治療と漢方医学.  日本気管食
道科学会会報 2009;60:401-8.

三輪洋人,  渡二郎,  堀和敏,  大島忠之,  金鏞民,  富田
寿彦,  森田毅 ,  田中淳二,  櫻井淳,  松本譽之 .  RE
からBarret t食道への進展を考える.  消化器内視鏡 
2009;21:1173-8.

渡二郎,  金鏞民,  森田毅,  櫻井淳,  富田寿彦,  田中淳二,  
堀和敏,  大島忠之,  三輪洋人.  薬剤による上部消化管出
血に対する内科的予防・治療の効果と実際  酸分泌抑制
剤.  消化器の臨床 2009;12:290-3.

渡二郎,  櫻井淳,  森田毅,  大島忠之,  堀和敏,  三輪洋
人.  H.pylori陰性上部消化管疾患の治療動向.  日本臨牀 
2009;67:2378-86.

富田寿彦,  三輪洋人.  遡行的観察によるバレット食道の伸
展経過.  消化器科 2009;49:41-5.

大島忠之,  三輪洋人.  機能性胃腸症（functional dyspepsia：
FD）.  綜合臨牀 2009;58:1907-9.

堀和敏,  池内浩基,  内野基,  樋田信幸,  日下剛,  應田義
雄,  中村志郎,  松本譽之,  豊島史彦,  富田寿彦,  金鏞

民,  三輪洋人.  潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸病変の
所見と経過  胃・十二指腸病変.  胃と腸 2009;44:1549-59.

［原著］
Kinoshita Y,  Ashida K,  Miwa H,  Hongo M.  The 

impact of life-style modification on the health related 
quality of life of patients with reflux esophagitis 
receiving treatment with a proton pump inhibitor.  
Am J Gastroenterol 2009;104:1106-11.

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Hirota S,  Hida N,  Ohda Y,  
Yoshida K,  Yokoyama Y,  Tozawa K,  Kawa K,  Iimuro 
M,  Nagase K,  Saniabadi AR,  Nakamura S,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The expression profile of functional 
regulatory T cells, CD4+CD25high+/forkhead box 
protein P3+, in patients with ulcerative colitis during 
active and quiescent disease.  Clin Exp Immunol 
2009;156:320-7.

Fukunaga K,  Nagase K,  Kusaka T,  Hida N,  Ohda 
Y,  Yoshida K,  Tozawa K,  Kamikozuru K,  Iimuro M,  
Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  Cytapheresis in 
patients with severe ulcerative colitis after failure of 
intravenous corticosteroid: A long-term retrospective 
cohort study.  Gut and Liver 2009;3:41-7.

Danjo A,  Yamaguchi K,  Fujimoto K,  Saitoh T,  
Inamori M,  Ando T,  Shimatani T,  Adachi K,  Kinjo 
F,  Kuribayashi S,  Mitsufuji S,  Fujiwara Y,  Koyama 
S,  Akiyama J,  Takagi A,  Manabe N,  Miwa H,  
Shimoyama Y,  Kusano M.  Comparison of endoscopic 
findings with symptom assessment systems（FSSG 
and QUEST）for gastroesophageal ref lux disease 
in Japanese centres.  J Gastroenterol Hepatol 
2009;24:633-8.

Miwa H,  Oshima T,  Sakurai J,  Tomita T,  Matsumoto T,  
Iizuka S,  Koseki J.  Experimental oesophagitis in the 
rat is associated with decreased voluntary movement.  
Neurogastroenterol Motil 2009;21:296-303.

Kusunoki H,  Kusaka M,  Kido S,  Yamauchi R,  
Fujimura Y,  Watanabe Y,  Kobori M,  Miwa H,  
Tomita T,  Kin Y,  Hori K,  Tano N,  Sugimoto K,  
Nakamura Y,  Fujimoto K,  Oza N,  Matsunobu A,  
Ono N,  Fuyuno S,  Kinoshita Y,  Adachi K,  Yuki 
M,  Fujisawa T,  Haruma K.  Comparison of the 
effects of omeprazole and famotidine in treatment of 
upper abdominal symptoms in patients with reflux 
esophagitis.  J Gastroenterol 2009;44:261-70.

Kondo T,  Obata K,  Miyoshi K,  Sakurai J,  Tanaka J,  
Miwa H,  Noguchi K.  Transient receptor potential A1 
mediates gastric distention-induced visceral pain in 
rats.  Gut 2009;58:1342-52.

Miwa H,  Nagahara A,  Tominaga K,  Yokoyama T,  
Sawada Y,  Inoue K,  Ashida K,  Fukuchi T,  Hojo 
M,  Yamashita H,  Tomita T,  Hori K,  Oshima T.  
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Efficacy of the 5-HT1A agonist tandospirone citrate 
in improving symptoms of patients with functional 
dyspepsia: a randomized controlled trial.  Am J 
Gastroenterol 2009;104:2779-87.

Hongo M,  K i nosh it a Y,  Miwa H ,  Ash ida K.  
Characterist ics affecting health-related quality 
of life（HRQOL）in Japanese patients with ref lux 
oesophagit is and the ef fect of lansoprazole on 
HRQOL.  J Med Econ 2009;12:182-91.

Watari J,  Moriichi K,  Tanabe H,  Sato R,  Fujiya 
M,  Miwa H,  Das KM,  Kohgo Y.  Differences in 
genetic instability and cellular phenotype among 
Barrett’s, cardiac, and gastric intestinal metaplasia 
in a Japanese population with Helicobacter pylori .  
Histopathology 2009;55:261-9.

Hori K,  Matsumoto T,  Miwa H.  Analysis of the 
gastrointest ina l symptoms of un invest igated 
dyspepsia and irritable bowel syndrome.  Gut and 
Liver 2009;3:192-6.

三輪洋人 .  本邦における下痢症状を主訴とする過敏性腸
症候群患者に関する実態調査  J-ROAD II : Japanese 
research of abdominal symptoms for IBS II.  診断と治
療 2009;97:1079-86.

上小鶴孝二,  福永健,  横山陽子,  長瀬和子,  三輪洋人,  松
本譽之.  顆粒球と消化器免疫  顆粒球吸着療法の免疫制
御能に注目した潰瘍性大腸炎患者の病態と予後の相関.  
消化器と免疫 2009;45:61-4.

橋本佳代,  大島忠之,  櫻井淳,  田中淳二,  林千鶴子,  富田
寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  胃粘膜上
皮におけるタイト結合蛋白  claudin-3の発現変化と役割.  
潰瘍 2009;36:96-9.

［症例報告］
松本友寛,  藤原由規,  山本憲康,  林千鶴子,  小石健二,  児

島正道,  田中淳二,  小林政義,  山村武平,  三輪洋人,  冨
田尚裕,  笹子三津留.  胃空腸吻合術後S-1投与が奏効し
治癒切除し得た幽門狭窄合併進行胃癌の1例.  癌と化学
療法 2009;36:641-5.

■学会発表■
［国際学会］
Oshima T,  Koseki J,  Tomita T,  Sakurai J,  Miwa H.  

Involvement of NK-1 receptor in the development 
of chronic dyspeptic symptoms in a rat chronic acid 
ref lux esophagitis model.  The 2nd International 
Gastrointestinal Consensus Symposium（IGICS） 
2009.2 Tokyo

Miwa H .  The ru le of prokinet ics in Funct iona l 
Dyspepsia. （Symposium）Philippine Digestive Health 
Week 2009 Joint Annual Convention 2009.3 Manila

Oshima T,  Koseki J,  Sakurai J,  Tomita T,  Matsumoto 
T,  Miwa H.  Involvement of NK-1 receptor in the 
development of chronic dyspeptic symptom in an acid 

reflux esophagitis model.  The 1st Biennial Congress 
of the Asian Neurogastroenterology and Motility 
Association（ANMA 2009） 2009.4 Seoul

Okugawa T,  Tomita T,  I ijima H ,  Hashimoto M ,  
Nishiguchi S,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  Matsumoto 
T,  Miwa H.  Esophageal thickness using abdominal 
ultrasonography may be possible marker of gastro-
esophageal reflux disease.  The 1st Biennial Congress 
of the Asian Neurogastroenterology and Motility 
Association（ANMA 2009） 2009.4 Seoul

Okada T,  Hori K,  Adkins G,  Miwa H.  Okadaella 
gastrococcus ; gastric interacellular gram-negative 
coccoid bacteria.  15th International Workshop on 
Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms 

（CHRO） 2009.9 Niigata
Tomita T,  Okugawa T,  Toyoshima F,  Yamasaki T,  Sakurai 

J,  Tanaka J,  Morita T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Watari J,  Matsumoto T,  Kashiwagi T,  Miwa H.  5HT4 
receptor agonist, a mosapride citrate, facilitate both 
gastric accommodation and emptying in healthy 
volunteers.  GASTRO2009（UEGW/WCOG） 2009.11 
London

Yokoyama Y,  Fukunaga K,  Kamikozuru K,  Miwa H,  
Matsumoto T.  Expression of CD25highCD4+ T cells 

（treg）and CD28-CD4+ T cells in ulcerative colitis 
a fter surgery.  GASTRO2009（UEGW/WCOG） 
2009.11 London

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The significance of monitoring 
peripheral CD4+ T-Cells expressing regulatory 
CD25HIGH+ and the Immune-Deficiency CD4 T-Cells 
lacking CD28 in patients with Crohn’s Disease under 
infliximab therapy.  GASTRO2009（UEGW/WCOG） 
2009.11 London

Hida N,  Hori K,  Fukunaga K,  Ohda Y,  Iimuro M,  
Yoshida K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Nakamura 
S,  Matsumoto T.  A clinical follow-up study of three 
subtypes of dysplasia- associated lesions or masses 
in Japanese patients with chronic ulcerative colitis. 
GASTRO2009（UEGW/WCOG） 2009.11 London

［全国規模の学会］
上小鶴孝二,  福永健,  松本譽之,  三輪洋人.  潰瘍性大腸

炎患者に対して施行した顆粒球吸着療法により変動する
末梢血調節性T細胞の検討.  第95回日本消化器病学会
総会 2009.5 札幌

岡本聡子,  金鏞民,  近藤隆,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳
二,  林千鶴子,  堀和敏,  大島忠之,  松本譽之,  三輪洋
人.  Helicobacter pylori  感染者におけるNSAID潰瘍の
診断.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  櫻井淳,  林千鶴子,  田
中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  松本譽之,  三輪
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洋人.  ディスペプシア症状発現とセロトニントランスポー
ター遺伝子多型との関連.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に発生した
dysplasiaの追跡研究.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

河野友彰,  富田寿彦,  林慶則,  大塚正久,  柏崎正樹,  金鏞
民,  三輪洋人,  松本譽之,  新井永達.  Infliximabによる
慢性関節リウマチ治療中に結核性腹膜炎を発症した1例.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

大島忠之,  中島滋美,  三輪洋人.  ディスペプシア症状発現
におけるG蛋白β3サブユニット遺伝子多型. （シンポジウ
ム） 第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

金鏞民,  堀和敏,  三輪洋人.  早期胃癌ESDにおける補助診
断としてのEUSの有用性. （ビデオシンポジウム）第77回
日本消化器内視鏡学会総会 2009.5 名古屋

越野健司,  天野祐二,  大島忠之,  三輪洋人,  岩切龍一,  藤
本一眞,  眞部紀明,  山下晴弘,  春間賢,  木下芳一.  拡大
内視鏡によるびらん性食道炎の診断に対する有用性の検
討.  第77回日本消化器内視鏡学会総会 2009.5 名古屋

渡二郎,  盛一健太郎,  三輪洋人.  Helicobacter pylori  除菌
後に発生する胃癌の高危険群の予測. （シンポジウム）第
51回日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京
都

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎合併腫瘍性
病変の取り扱いと経過. （シンポジウム）第51回日本消化
器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

福永健,  吉田幸治,  富田寿彦.  クローン病における生物学
的製剤抵抗例の現状と対応. （シンポジウム）第51回日本
消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

富田寿彦,  大島忠之,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた
胃排出・貯留能同時測定法によるFD患者の胃運動機能
評価. （パネルディスカッション）第51回日本消化器病学
会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  櫻井淳,  田中淳二,  富田
寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  ディスペ
プシア症状発現とfatty acid amide hydrolase（FAAH）
遺伝子多型との関連.  第51回日本消化器病学会大会 

（JDDW2009） 2009.10 京都
富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  森田毅,  金鏞民,  大島忠

之,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃
シンチグラフィを用いた胃排出・貯留能の同時測定−FD
患者の胃運動機能評価−.  第49回日本核医学会学術総
会 2009.10 旭川

［その他の学会］
三輪洋人.  H.pylori  陽性胃潰瘍の治療を考える−日本のエ

ビデンスを中心に−. （スポンサードトピックフォーラム）
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

大島忠之,  永原章仁,  富永和作,  井上和彦,  蘆田潔,  富田
寿彦,  三輪洋人.  5-HT1A受容体作動薬は機能性ディスペ
プシアの症状を改善する. （ワークショップ）第5回日本消

化管学会総会学術集会 2009.2 東京
大島忠之,  小瀬木順一,  富田寿彦,  金鏞民,  櫻井淳,  林千

鶴子,  田中淳二,  近藤隆,  橋本佳代,  松本譽之,  三輪洋
人.  慢性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運
動量とNK-1受容体. （ワークショップ）第5回日本消化管
学会総会学術集会 2009.2 東京

近藤隆,  小畑浩一,  櫻井淳,  大島忠之,  野口光一,  三輪洋
人.  ラット胃伸展刺激後の内臓痛とTRPチャンネル，SP，
CGRPとの関連. （ワークショップ）第5回日本消化管学会
総会学術集会 2009.2 東京

上小鶴孝二,  福永健,  加藤恭一,  戸澤勝之,  横山陽子,  中
村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  免疫制御性T細胞に注目
した潰瘍性大腸炎患者の病態と予後の相関.  第5回日本
消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

加藤恭一,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  横山陽子,  吉
田幸治,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  出
血型クローン患者におけるインフリキシマブの早期効果.  
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

櫻井宏一,  佐藤克明,  永原章仁,  間部克裕,  秋山純一,  長
見晴彦,  三輪洋人,  木下芳一,  藤本一眞,  春間賢.  上腹
部症状実態調査と上腹部症状に対する消化器系薬剤の
効果比較試験（J-FOCUS）. （コアシンポジウム）第5回日
本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

福永健,  日下剛,  樋田信幸,  吉田幸治,  横山陽子,  戸澤勝
之,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  難治
性クローン病患者の新しい長期維持療法のストラテジー：
GCAPによるInfliximab効果不充分例に対する橋渡し治
療. （ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学術集
会 2009.2 東京

林千鶴子,  浅野晴紀,  岡本聡子,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻
井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和
敏,  三輪洋人,  樋田信幸,  松本譽之,  吉田康彦,  王孔
志,  藤元治朗,  西上隆之.  リンパ節転移が認められた
9mm大の大腸カルチノイドの一例.  日本消化器病学会近
畿支部第90回例会 2009.2 大阪

松本友寛,  笹子三津留,  藤原由規,  山本憲康,  小石健二,  
児島正道,  山村武平,  三輪洋人.  胃空腸吻合術後S-1投
与が奏功し治癒切除し得た幽門狭窄合併進行胃癌の1例.  
第81回日本胃癌学会総会 2009.3 東京

富田寿彦,  新井永達,  三輪洋人.  合併症を有する高齢者早
期胃癌に対するアルゴンプラズマ凝固法の単独治療効果.  
第82回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009.3 大阪

奥川卓也,  富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  金鏞
民,  大島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  急激な転
帰をたどった門脈ガス血症と腸管気腫症を呈した壊死性
腸炎の１例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

近藤隆,  小畑浩一,  三輪洋人,  野口光一.  TRPA1の活性
化はラット胃伸展刺激に伴う内臓痛の発現に関与する.  
第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奧順介,  河野友彰,  加
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藤恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福
永健,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  腹腔内腫瘍を合
併した気腹症の１例.  日本消化器病学会近畿支部第91回
例会 2009.9 京都

山崎尊久,  豊島史彦,  富田寿彦,  奥川卓也,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  肺癌治癒切除5年後に空腸に遠隔転
移を来たした１例.  日本消化器病学会近畿支部第91回例
会 2009.9 京都

金鏞民,  富田寿彦,  三輪洋人.  ESD適応決定における補助
診断としてのEUSの有用性.　第83回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会 2009.9 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  奥川卓也,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之,  三輪洋人.  Fatty acid amide hydrolase 

（FAAH）遺伝子多型とディスペプシア症状発現との関連. 
第11回日本神経消化器病学会 2009.9 仙台

三輪洋人.  胃食道逆流症（GERD）の病態と治療−ピロリ菌
との関連を含めて−.  第23回日本消化器内視鏡学会近畿
セミナー 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  林千鶴子,  金鏞

民,  大島忠之,  堀和敏,  三輪洋人,  柏木徹.  胃シンチグ
ラフィーを用いた胃適応性弛緩と排出能の同時測定の試
み.  第20回消化器機能画像研究会 2009.2 大阪

大島忠之,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞
民,  堀和敏,  三輪洋人.  機能性ディスペプシアと遺伝子
多型.  第95回日本消化器病学会附置研究会第3回機能性
ディスペプシア研究会 2009.5 札幌

大島忠之.  逆流性食道炎の病態と漢方薬. 第28回漢方免疫
アレルギー研究会学術集会 2009. 6 東京

豊島史彦,  大島忠之,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿
彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二郎,  三輪洋人.  ディスペプシ
ア症状発現に対する遺伝子多型の関与. （セッション）第
28回消化器病態生理勉強会 2009.8 東京

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた胃
貯留・排出能の同時測定−FD患者の運動機能評価−.  第
51回くすのき会兵庫消化管病態生理研究会 2009.11 神戸

大島忠之,  小瀬木順一,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  慢
性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運動量と
NK-1受容体.  GERD研究会第14回学術集会 2009.11 東
京

■その他■
三輪洋人.  GERDの新しい考え方 −特にNERDの病態と治

療−.  第91回東播消化器疾患懇話会 2009.1 加古川
三輪洋人.  NERDの病態−胸やけ症状の発現メカニズムの

解明を目指して−.  第9回東京消化管運動研究会 2009.2 
東京

三輪洋人.  慢性胃炎と消化器症状について.  大塚製薬MR

教育用VTR 2009.2
三輪洋人.  ディスペプシア症状の中に潜むGERD ～LEGEND 

Studyが明らかにするその重要性～.  タケプロンTV講演
会 2009.1 神戸

富田寿彦.  兵庫医科大学病院におけるクローン病治療と
チーム医療の現状～医師の立場から～.  IBDセミナー 
2009.2 大阪

三輪洋人.  IBS患者の実態を考える～患者ニーズをつかむコ
ツ～.  IBS Meet the Specialist 2009.2 東京

三輪洋人.  何故胃は痛くなるか？−上腹部症状の病態と治療
−.  日本人の消化管疾患を考える会 2009.2 堺

三輪洋人 .  上腹部症状の科学的アプローチはどうすべき
か？.  富士吉田医師会学術講演会 2009.3 富士吉田

三輪洋人.  GERDの新しい考え方−特にNERDの病態と治
療−.  胃食道逆流症学術講演会 2009.3 福山

三輪洋人.  なぜ日本人に胃がんは多いのか？どんな人ががん
になりやすく, どう予防すればいいのか？.  第9回県民医
療公開講座 2009.3 神戸

富田寿彦.  胃癌治療最前線.  第9回県民医療公開講座 
2009.3 神戸

Oshima T,  Koseki J,  Sakurai J,  Hayashi C,  Tanaka 
J,  Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  NK-1 recepter is involved in the development of 
chronic dyspeptic symptoms in a rat chronic acid 
reflux esophagitis model.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

Tomita T,  Iijima H,  Hashimoto M,  Nishiguchi S,  
Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  Esophageal thickness as a possible marker of 
gastro-Esophageal reflux diseases.  A study using 
abdominal ultrasonography.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

三輪洋人 .  上腹部症状の科学的アプローチはどうすべき
か？.  GERD Seminar 2009.4 神戸

後藤秀実,  春間賢,  三輪洋人.  我が国における H.pylori  
除菌治療後の胃潰瘍治療を考える  胃潰瘍を見つけた場
合, 直ちに除菌治療を行うべきか？. （座談会）Pharma 
Medica 2009;27:135-41.

三輪洋人.  気持ちと胃の症状.  日本神経消化器病学会市民
公開講座 2009.4 東京

三輪洋人.  ディスペプシア症状を呈する逆流性食道炎に関
する最新の知見と治療方針. （パンフレット）ディスペプシ
ア症状と酸の関連について.  武田薬品工業, 2009.

三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？上腹部症状の病態と治
療.  西宮市医師会学術講演会 2009.5 西宮

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療～新し
いGERDガイドラインを含めて～.  鳥取県東部医師会学
術講演会 2009.5 鳥取

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療～新し
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いＧＥＲＤガイドラインを含めて～.  久留米Primary Care 
Seminar 2009.5 久留米

三輪洋人 ,  瀧内比呂也,  土井俊彦.  進行胃癌に対する
化学療法はどこまで続けるべきか. （座談会）The GI 
Forefront 2009;5:63-72.

三輪洋人 .  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療～新
しいGERDガイドラインを含めて～.  Gastrointestinal & 
Cardiovascular Joint Meeting in 相模大野 2009.6 相模
原

三輪洋人.  何故, 胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
と治療−.  明石市医師会内科医会学術講演会 2009.6 明
石

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療～新し
いGERDガイドラインを含めて～.  室蘭市医師会学術講演
会 2009.6 室蘭

富田寿彦.  クローン病の癌化例−いかに見つけ, いかに予防
するか！−.  第23回大腸病態治療研究会 2009.6 大阪

三輪洋人.  GERDの新しい考え方−特にNERDの病態と治
療−.  第4回苫小牧消化管研究会 2009.7 苫小牧

三輪洋人.  何故胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
と治療−.  第94回姫路消化器病研究会 2009.7 姫路

富田寿彦.  兵庫医科大学病院におけるクローン病治療と
チーム医療の現状～医師の立場から～.  CDセミナーIN姫
路 2009.7 姫路

三輪洋人.  何故, 胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
と治療−.  岳南ディスペプシアフォーラム 2009.7 富士

三輪洋人.  新たなエビデンスが示す最適な上腹部症状治療.   
AstraZeneca Primary Care Symposium 2009.7 東京

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療～新し
いGERDガイドラインを含めて～.  CHIBA Primary Care 
Symposium 2009.7 千葉

三輪洋人.  気持ちと胃の症状.  日本神経消化器病学会市民
公開講座 2009.9 仙台

渡二郎.  FD,  GERD,  バレット食道−ピロリ菌との関係は？
−.  ゼリア新薬工業㈱社内研修講演会 2009.10 神戸

三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？−機能性消化管疾患研
究の最前線−.  兵庫圏内科医会内科学セミナー 2009.10 
神戸

三輪洋人.  何故 胃は痛くなるのか？−腹部症状発現のメカ
ニズムと治療−.  第9回栃木胃炎フォーラム 2009.10 宇都
宮

三輪洋人.  過敏性腸症候群（IBS）−最新知見と新たな治
療の選択肢−.  第80回消化器の知識を増やす会 2009.11 
横浜

三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
と治療−.  第2回かほく消化器病懇話会 2009.11 金沢

三輪洋人.  過敏性腸症候群（IBS）−最新知見と新たな治
療の選択肢−.  第80回消化器の知識を増やす会 2009.11 
横浜

三輪洋人.  何故, 胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
と治療−.  第5回宮崎消化器内科セミナー 2009.11 宮崎

櫻井淳.  慢性透析患者に発生し, 内視鏡治療を施行した多
発バレット食道癌の１例.  第7回胃, 食道化学療法勉強会 
2009.11 西宮

三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
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T,  Oshitani N,  Matsui T,  Hiwatashi N,  Hibi T.  A 
randomized,  double-blind,  placebo-controlled trial of 
oral alpha-4 integrin inhibitor（AJM300）in patients 

with active crohn’s disease.  GASTRO 2009（UEGW/
WCOG） 2009.11 London 

Tomita T,  Okugawa T,  Toyoshima F,  Yamasaki T,  Sakurai 
J,  Tanaka J,  Morita T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Watari J,  Matsumoto T,  Kashiwagi T,  Miwa H.  5HT4 
receptor agonist, a mosapride citrate,  facilitate both 
gastric accommodation and emptying in healthy 
volunteers.  GASTRO 2009（UEGW/WCOG） 2009.11 
London

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The significance of monitoring 
peripheral CD4+ T-cel ls expressing regulatory 
CD25High+ and the immune-deficiency CD4+ T-cells 
lacking CD28 in patients with Crohn’s Disease under 
infliximab therapy.  GASTRO 2009（UEGW/WCOG） 
2009.11 London 

Hida N,  Hori K,  Fukunaga K,  Ohda Y,  Iimuro M,  
Yoshida K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Nakamura 
S,  Matsumoto T.  A clinical follow-up study of three 
subtypes of dysplasia-associated lesions or masses 
in Japanese patients with chronic ulcerative colitis.  
GASTRO 2009（UEGW/WCOG） 2009.11 London

Yokoyama Y,  Fukunaga K,  Kamikozuru K,  Miwa H,  
Matsumoto T.  Expression of CD25highCD4+ T cells 

（treg）and CD28-CD4+ T cells in ulcerative colitis 
after surgery.  GASTRO 2009（UEGW/WCOG）
2009.11 London 

［全国規模の学会］
松本譽之.  インフリキシマブ治療導入によりクローン病の臨

床はどの様に変化したか？兵庫医大における経時的変動
から考察. （ランチョンセミナー）第95回日本消化器病学
会総会 2009.5 札幌

樋田信幸.  錠剤型腸洗浄剤による前処置に影響を与える因
子の性別解析. （ランチョンセミナー）第95回日本消化器
病学会総会 2009.5 札幌

福永健.  アダカラムを用いた難治性クローン病患者に対する
新しい治療戦略. （ランチョンセミナー）第95回日本消化
器病学会総会 2009.5 札幌

福永健,  松本譽之.  難治性直腸炎型潰瘍性大腸炎患者に
対する漢方坐薬の臨床効果:EBMに目指した漢方治療を
目指して. （パネルディスカッション）第95回日本消化器病
学会総会 2009.5 札幌

吉田幸治,  松本譽之,  中村志郎.  Crohn病の小腸病変に対
する内視鏡的バルーン拡張術の有用性. （パネルディス
カッション）第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

上小鶴孝二,  福永健,  松本譽之,  三輪洋人.  潰瘍性大腸
炎患者に対して施行した顆粒球吸着療法により変動する
末梢血調節性T細胞の検討.  第95回日本消化器病学会
総会 2009.5 札幌

岡本聡子,  金鏞民,  近藤隆,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳
二,  林千鶴子,  堀和敏,  大島忠之,  松本譽之,  三輪洋
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人.  Helicobacter pylori  感染者におけるNSAID潰瘍の
診断.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  櫻井淳,  林千鶴子,  田
中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  松本譽之,  三輪
洋人.  ディスペプシア症状発現とセロトニントランスポー
ター遺伝子多型との関連.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に発生した
dysplasiaの追跡研究.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

河野友彰,  富田寿彦,  林慶紀,  大塚正久,  柏崎正樹,  金鏞
民,  三輪洋人,  松本譽之,  新井永達.  Infliximabによる
慢性関節リウマチ治療中に結核性腹膜炎を発症した1例.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  會
澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中村秀次,  神野良男,  中村
志郎,  松本譽之,  西口修平.  胃切除後患者での胆膵内視
鏡治療におけるダブルバルーン内視鏡（DBE）の有用性.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

松本譽之.  高用量5-ASA製剤がもたらしたもの  潰瘍性大
腸炎に対する効果と臨床的意義. （ブレックファースト
セミナー）第51回日本消化器病学会大会（JDDW2009）
2009.10 京都

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎合併腫瘍性
病変の取り扱いと経過. （シンポジウム）第51回日本消化
器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

福永健,  吉田幸治,  富田寿彦.  クローン病における生物学
的製剤抵抗例の現状と対応. （シンポジウム）第51回日本
消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  應田義雄,  樋
田信幸,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  潰瘍性大腸
炎における末梢血Ｔ細胞の存在と役割について.  第51回
日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  十二指腸瘻を合併したクローン病手術症例の検討.  
第51回日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 
京都

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  森田毅,  金鏞民,  大島忠
之,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃
シンチグラフィを用いた胃排出・貯留能の同時測定−FD
患者の胃運動機能評価−.  第49回日本核医学会学術総
会 2009.10 旭川

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  竹末
芳生,  冨田尚裕,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の術前内科
治療の変遷と術式の選択. （シンポジウム）第64回日本大
腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  蝶野晃弘,  松本譽之,  竹
末芳生,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎,  大腸全摘,  直腸粘
膜切除,  J型回腸嚢肛門吻合術における小開腹手術. （ビ
デオシンポジウム）第64回日本大腸肛門病学会学術集会 

2009.11 福岡
内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  竹末

芳生,  冨田尚裕,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎手術症例の
長期予後. （パネルディスカッション）第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  冨田
尚裕,  竹末芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病の手
術適応とタイミング. （ワークショップ）第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡

内野基,  池内浩基,  蝶野晃弘,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹
末芳生 ,  冨田尚裕.  クローン病肛門病変に対する術後
Infliximab投与の効果. （ワークショップ）第64回日本大
腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

松岡宏樹,  内野基,  平田晃弘,  池内浩基,  竹末芳生,  松本
譽之,  冨田尚裕.  回腸膀胱瘻の長期間放置により発癌し
たクローン病の1例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集
会 2009.11 福岡

賀来佳子,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  松本譽之,  竹
末芳生 ,  冨田尚裕.  術直後にPosterior reversible 
encephalopathy syndrome（PRES）を併発した小児潰瘍
性大腸炎の1手術例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集
会 2009.11 福岡

佐々木寛文,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  松本譽之,  竹
末芳生,  冨田尚裕.  手術創に壊疽性膿皮症を合併した
潰瘍性大腸炎の1例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集
会 2009.11 福岡

飯室正樹,  河合幹夫,  河野友彰,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  
應田義雄,  樋田信幸,  中村志郎,  松本譽之.  ベーチェッ
ト病,  単純性潰瘍5症例に対するインフリキシマブ治療経
験.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

蝶野晃弘,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  痔瘻発症後17年,  人工肛門造設後5年
で痔瘻癌を合併したクローン病の1例.  第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡

河野友彰,  吉田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  樋田信幸,  
中村志郎,  藤元治朗,  三輪洋人 ,  松本譽之.  術前に
Double bal loon内視鏡で確定診断された原発小腸癌4
例の臨床的検討.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 
2009.11 福岡

川浩介,  筒井ひろ子,  内山良介,  松本譽之 ,  中西憲司.  
IFN-gammaはPAI-1誘導を介してエンドトキシンショッ
クに貢献する. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総
会・学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
福永健,  日下剛,  樋田信幸,  吉田幸治,  横山陽子,  戸澤勝

之,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  難
治性クローン病患者の新しい長期維持療法のストラテ
ジー:GCAPによるInfliximab効果不充分例に対する橋渡
し治療. （ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学
術集会 2009.2 東京

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  福田
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能啓,  松本譽之.  クローン病症例のインフリキシマブ,  バ
ルーン拡張術を加えた病態別の治療方針. （ワークショッ
プ）第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  中村光宏,  平田晃弘,  松
本譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎における内科的治療
と外科手術適応の変遷−緊急手術，死亡症例を中心に−.  

（ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学術集会 
2009.2 東京

大島忠之,  小瀬木順一,  富田寿彦,  金鏞民,  櫻井淳,  林千
鶴子,  田中淳二,  近藤隆,  橋本佳代,  松本譽之,  三輪洋
人.  慢性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運
動量とNK-1受容体. （ワークショップ）第5回日本消化管
学会総会学術集会 2009.2 東京

上小鶴孝二,  福永健,  加藤恭一,  戸澤勝之,  横山陽子,  中
村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  免疫制御性T細胞に注目
した潰瘍性大腸炎患者の病態と予後の相関.  第5回日本
消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

加藤恭一,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  横山陽子,  吉
田幸治,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  出
血型クローン患者におけるインフリキシマブの早期効果.  
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

野上晃司,  樋田信幸,  飯室正樹,  日下剛,  川浩介,  吉
田幸治,  横山陽子,  福永健 ,  中村志郎,  松本譽之 .  
paclitaxel-based regimenによる化学療法中に発症し
た腸炎の2例.  日本消化器病学会近畿支部第90回例会 
2009.2 大阪

林千鶴子,  浅野晴紀,  岡本聡子,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻
井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和
敏,  三輪洋人,  樋田信幸,  松本譽之,  吉田康彦,  王孔
志,  藤元治朗,  西上隆之.  リンパ節転移が認められた
9mm大の大腸カルチノイドの一例.  日本消化器病学会近
畿支部第90回例会 2009.2 大阪

山崎真由子,  戸澤勝之,  野上晃司,  應田義雄,  飯室正樹,  
神野良男,  岡田昌也,  高塚広之,  中村志郎,  松本譽之.  
ダブルバルーン内視鏡で確定診断した小腸原発悪性リン
パ腫の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

奥川卓也,  富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  金鏞
民,  大島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  急激な転
帰をたどった門脈ガス血症と腸管気腫症を呈した壊死性
腸炎の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  應
田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるT
細胞の存在と役割について. （シンポジウム）第46回日本
消化器免疫学会総会 2009.7 松山

横山陽子,  福永健,  上小鶴孝二,  松本譽之.  高齢者におけ
る八卦急系細胞除去療法（CAP:Leukocytapheresis）:最
適年齢を明らかにする. （シンポジウム）第30回日本アフェ
レシス学会学術大会 2009.9 札幌

福永健,  福田能啓,  松本譽之.  難治性急性期クローン病に

対するアフェレシス治療の可能性. （ワークショップ）第
30回日本アフェレシス学会学術大会 2009.9 札幌　

長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  松
本譽之.  血小板からみたLCAP処理量の検討.  第30回日
本アフェレシス学会総会学術大会 2009.9 札幌

應田義雄,  西上隆之,  松本譽之.  腸結核による慢性炎症か
ら発生したと考えられる早期大腸癌の検討−（UCを背景
とするdysplasiaとの比較）. （パネルディスカッション）第
83回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009.9 京都

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  加
藤恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福
永健,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  腹腔内膿瘍を合
併した気腹症の1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回
例会 2009.9 京都

山崎尊久,  豊島史彦,  富田寿彦,  奥川卓也,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  肺癌治癒切除5年後に空腸に遠隔転
移を来たした1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回例
会 2009.9 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  奥川卓也,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之,  三輪洋人.  Fatty acid amide hydrolase 

（FAAH）遺伝子多型とディスペプシア症状発現との関連.  
第11回日本神経消化器病学会 2009.9 仙台

松本譽之.  クローン病の臨床病態と素因−肉芽腫性疾患と
しての意義. （特別講演）第29回日本サルコイドーシス／
肉芽腫性疾患学会総会 2009.10 宇都宮

樋田信幸,  應田義雄,  松本譽之.  錠剤型腸管洗浄剤による
前処置に影響を与える因子  減量可能な患者の選定に向
けて. （パネルディスカッション）第27回日本大腸検査学
会総会 2009.11 東京 

飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  上部消化管内視鏡検査 
（GIF）では指摘できなかったが，小腸カプセル内視鏡検
査（CE）にて発見され,  GIFによる止血処置を行った上部
消化管病変の３症例. （シンポジウム）第27回日本大腸検
査学会総会 2009.11 東京

［科学研究費等班会議］
高後裕,  蘆田知史,  松本譽之,  福永健,  松井敏幸,  平井郁

仁,  藤山佳秀,  安藤朗,  日比紀文,  岩男泰,  長沼誠,  渡
辺守.  本邦の炎症性腸疾患患者・家族における炎症性腸
疾患治療薬への意識調査−市民公開講座のアンケートを
通して.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成20年度第2回総会 2009.2 東京

渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  藤谷幹浩,  松本譽之,  中村志
郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  本邦の炎
症性腸疾患患者・家族における炎症性腸疾患治療薬への
意識調査−市民公開講座のアンケートを通して.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総
会 2009.2 東京
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岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  朝
倉敬子,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改定（案）
について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  蘆田知史,  鈴木康夫,  伊藤裕章,  緒方晴彦,  日
比紀文,  高後裕.  JTREAT研究の登録状況と今後の研
究計画について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康
夫,  長堀正和,  松井敏幸.  潰瘍性大腸炎治療指針の改
訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康
夫,  長堀正和,  松井敏幸.  クローン病治療指針の改訂案
について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成20年度第2回総会 2009.2 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  中山健夫,  
山口直比古,  日比紀文.  クローン病診療ガイドライン:作
成委員会最終案と公表に向けた修正過程.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総会 
2009.2 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  川浩介,  加藤
恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  應田義雄,  樋田信幸,  飯室
正樹,  中村志郎,  柏村信一郎.  抗TNF-α抗体療法がク
ローン病患者の末梢免疫システムに与える影響（各個研
究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
20年度第2回総会 2009.2 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20
年度第2回総会 2009.2 東京

工藤進英,  大塚和朗,  浜谷茂治,  伊藤治,  樫田博史,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  黒河聖,  今村哲理,  小林清
典,  佐田美和,  高木承,  樋田信幸,  松本譽之,  水野研一,  
渡辺真,  平田一郎,  渡辺憲治,  渡邉聡明.  炎症性腸疾患
関連腫瘍の拡大内視鏡所見の検討.  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」班平成20年度第2回総会 2009.2 
東京

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  福田能啓,  中村
志郎,  松本譽之.  クローン病直腸切断術の適応基準 ―
直腸切断術症例からみた検討―（各個研究）.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総
会 2009.2 東京

河村由紀,  豊田実,  川島麗,  萩原輝記,  河村裕,  小西文
雄,  斉藤幸夫,  矢島知治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩
三,  土肥多惠子.  潰瘍性大腸炎におけるDNAメチル化を
介した糖鎖合成不全とサイトカイン応答異常の関連（各個
研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成20年度第2回総会 2009.2 東京

吉田優,  大井充,  東健,  服部正平,  福永健,  樋田信幸,  松
本譽之.  炎症性腸疾患における腸内細菌のメタゲノム解
析および質量分析計を用いたメタボリック・フィンガープリ
ンティングの臨床応用に関する研究（各個研究）.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回
総会 2009.2 東京

渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  中村志郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  
国民・患者・一般臨床医に対する啓発活動・広報活動・情
報企画  一般臨床医向け研究成果発表会の開催につい
て.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  朝
倉敬子,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改訂ワーキ
ンググループ報告.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  富田寿彦,  鈴木康夫,  伊藤裕章,  緒方晴彦,  岡
本晋,  蘆田知史,  前本篤男,  長沼誠,  渡辺守,  長堀正
和,  千葉俊美,  小林清典,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  安
藤貴文,  前田修,  渡辺修,  辻川知之,  仲瀬裕志,  下立雄
一,  那須野正尚,  本谷聡,  長坂光夫,  石黒陽,  佐々木誠
人,  猿田雅之,  高後裕,  日比紀文.  JTREAT研究中間解
析  第４報.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成21年度第1回総会 2009.7 東京

日比紀文,  井上詠,  高山哲朗,  長沼誠,  岡本晋,  本谷聡,  
鈴木康夫,  上野文昭,  松本譽之,  福田能啓,  松井敏幸,  
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渡辺守.  クローン病に対する白血球除去療法の有用性  
多施設共同パイロットスタディ計画（各個研究）.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1回
総会 2009.7 東京

松本譽之,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  安藤
朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康夫,  長堀正和,  
松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  友政剛.  潰瘍性
大腸炎治療指針の改訂案について／クローン病治療指針
の改訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井
敏幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀
文,  中山健夫.  潰瘍性大腸炎診療ガイドラインの改訂計
画.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

飯塚文瑛,  長堀正和,  長沼誠,  国崎玲子,  樋田信幸.  IBD
手帳  厚生労働省渡辺班版作成  外来診療における効率
の良い情報収集活動（各個研究）.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東
京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  中村志郎,  松本
譽之.  手術症例からみた潰瘍性大腸炎に合併する大腸癌
症例の現状（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難
治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す
る調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  横山陽子,  加
藤恭一,  中村志郎,  池内浩基.  急性期クローン病患者に
対するインフリキシマブの末梢免疫システムに与える長期
経過−末梢血制御性T細胞を中心に−（各個研究）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1
回総会 2009.7 東京

河村由紀,  豊田実,  川島麗,  荻原輝記,  河村裕,  小西文雄,  
斉藤幸夫,  矢島知治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩三,  
土肥多惠子.  DNAメチル化異常がもたらす潰瘍性大腸炎
粘膜の糖鎖発現異常（各個研究）.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東
京

［研究会・講演会等］
松本譽之 .  IBDの治療における内視鏡の意義  Mucosal 

fealingをめぐって. （ランチョンセミナー）第20回日本消化
器内視鏡学会東北セミナー 2009.1 盛岡

松本譽之.  IBD研究の最前線−内科治療−.  第5回日本炎症
性腸疾患研究会 2009.2 東京

吉田幸治.  クローン病大量出血症例に対するインフリキシ

マブの有効性の検討.  第5回日本炎症性腸疾患研究会 
2009.2 東京

松本譽之.  炎症性腸疾患の最近の治療と今後の展望. （教
育講演）平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Aセッ
ション 2009.2 大阪

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  加
藤恭一,  日下剛,  中村志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に
おける末梢血T細胞の存在と役割について.  第12回京都
免疫ワークショップ学術集会 2009.3 京都

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  吉田幸治,  横山陽子,  應田
義雄,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  松本譽之.  事前の
小腸造影で狭窄病変が指摘されずカプセル内視鏡の停留
を来した非特異性多発性小腸潰瘍の２例.  第4回カプセ
ル内視鏡の臨床応用に関する研究会 2009.5 名古屋

河野友彰,  飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  カプセル内視
鏡が発見の契機となった空腸動静脈奇形（AVM）の1例.  
第2回日本カプセル内視鏡研究会総会・学術集会 2009.7 
東京

松本譽之.  炎症性腸疾患の最近の治療と今後の展望. （教
育講演）平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Aセッ
ション 2009.9 仙台

中村志郎.  カプセル内視鏡を用いた小腸疾患の診断.  平成
21年度第2回兵庫医科大学医学会学術講演会 2009.9 西
宮

河野友彰,  吉田幸治,  中村志郎,  松本譽之.  Crohn病の小
腸病変に対するバルーン拡張術の有用性. （シンポジウ
ム）第47回小腸研究会 2009.11 福岡

松本譽之.  炎症性腸疾患の診断と治療,  潰瘍性大腸炎・ク
ローン病. （教育講演）第23回日本消化器内視鏡学会近
畿セミナー 2009.12 大阪

■ その他■
樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎長期罹患症例に対す

るサーベイランスのための腫瘍性病変内視鏡アトラス.（文
献紹介）Intestine 2009;13:90-1.

松本譽之 .   I B Sによる社会的損失をご存知ですか？.   
Medical Tribune 2009.1.1:52-3．

松本譽之.  ラモセトロン長期投与時の改善効果.  Medical 
Tribune 2009.1.1:46-7．

松本譽之.  ラモセトロン長期投与時の改善効果.  日経メディ
カル 2009;1:128-9．

松本譽之 .  炎症性腸疾患における最新の知見. （特別講
演）第10回大分IBD mini conference 2009.1 大分

中村志郎.  兵庫医科大学でのクローン病治療の実際.  イン
フリキシマブサテライトミーティング 2009.1 神戸

中村志郎.  インフリキシマブ治療の基礎と応用. （特別講
演）北播磨IBD治療Meeting 2009.1 西脇

中村志郎.  下部消化管の病態と栄養管理. （教育講演）大
阪府栄養士会生涯学習研修会 2009.2 大阪

應田義雄,  田中信治,  岡志郎,  卜部祐司,  松本譽之.  NBI
拡大観察で診断されESDで一括切除した中咽頭表在癌
の1例.  第4回Bay Area Gut Club（BAG） 2009.2 大阪
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松本譽之.  クローン病の内科治療と治療オプション. （特別
講演）室蘭クローン病講演会 2009.3 室蘭

松本譽之.  最近のIBD治療と今後の展開.  味の素株式会社
社内講演会 2009.3 東京

松本譽之.  IBD内科治療up to date QOL向上を目指した治
療選択. （特別講演）第21回炎症性腸疾患フォーラム岡
山 2009.3 岡山

樋田信幸.  過敏性腸症候群について.  兵庫医科大学市民健
康講座 2009.3 西宮

松本譽之.  今,  増加している疾患  IBSをめぐる最新情報.  
（特別講演）姫路イリボー錠新発売記念講演会 2009.3 
姫路

松本譽之.  IBD最新治療の現況. （特別講演）なにわインフ
リキシマブミーティング 2009.3 大阪

松本譽之.  大腸がんについて.  熟年期の健康いきいき講座 
2009.4 姫路

松本譽之.  IBD難治例治療における最近の知見．愛知IBD/
IBSセミナー 2009.4 名古屋

松本譽之.  クローン病治療のup to date 難治例への治療オ
プション.  第1回京都炎症性腸疾患研究会 2009.4 京都

飯室正樹.  Infliximab治療した腸型ベーチェット病・単純潰
瘍症例の臨床的検討.  第15回大阪クローン病治療研究会 
2009.4 大阪

松本譽之.  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3回大腸がん死亡ゼロを目指して 2009.4 
大阪

吉田幸治.  クローン病の最新治療 中級編.  NPO法人 
Japan IBD和歌山講演会 2009.4 和歌山

松本譽之.  ストレス社会に増えるIBS（過敏性腸症候群）の
病態と治療.  兵庫県病院薬剤師会伊丹支部例会 2009.4 
伊丹

中村志郎.  クローン病の術後再発と栄養療法.  エレンタール
講演会 2009.4 大阪

松本譽之 .   大腸がん死亡ゼロを目指して.  毎日新聞 
2009.4.30:25.

松本譽之.  クローン病治療のup to date 生物学的製剤の位
置づけ.  Crohn’s Disease Seminar 2009.5 高松

松本譽之.  IBDセンターの開設.  兵庫医科大学病院NEWS 
2009.5:1.

福永健.  IFXの効果減弱因子をGMAが抑制・除去できる可
能性.  Japan Medicine 2009;1404:18．

松本譽之 .  潰瘍性大腸炎.  潰瘍性大腸炎社内勉強会 
2009.6 神戸

松本譽之 .  I BD治療の到達点と予防.  第218回木曜会 
2009.6 東京

中村志郎.  インフリキシマブ治療の基礎と応用.  Infliximab 
Meeting in Hanashin 2009.6 宝塚

松本譽之.  クローン病における最新治療の現状と未来.  第6
回千葉IBDアフェレーシス研究会 2009.6 佐倉

松本譽之.  潜在患者が非常に多い下痢型過敏性腸症候群
−病態と治療の最新情報．Expert Nurse 2009;25:135-

8．
松本譽之.  インフリキシマブにより変わったIBD治療の実

態.  第2回Atago IBD Conference 2009.6 東京
松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の

実態.  第11回IBD治療研究会 2009.6 名古屋
松本譽之.  Colitic cancer/dysplasiaの内視鏡診断.  第16回

GI Frontiers Club 2009.7 東京
松本譽之,  小倉由美子  監. （小冊子）クローン病の在宅

成分栄養経管栄養法の実際.  味の素ファルマ株式会社, 
2009.

中村志郎.  レミケード治療の最新の話題と連携の状況.  兵
庫IBD連携Meeting 2009.8 神戸

松本譽之.  潰瘍性大腸炎の病態と治療  基本から最近の治
療法の進歩まで.  堺市難病支援ネットワーク協議会講演
会 2009.8 堺

飯室正樹.  炎症性腸疾患について.  西宮市難病団体連絡協
議会平成21年度難病医療相談会 2009.8 西宮

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実態.  IBD Clinical Seminar 2009 2009.9 広島

福永健.  インフリキシマブ効果不充分例へのGMAによる
ブースト治療の可能性.  第8回IBDフォーラム 2009.9 神戸

應田義雄.  クローン病・潰瘍性大腸炎について.  尼崎市難
病団体連絡協議会医療相談会 2009.9 尼崎

中村志郎.  Remicade治療の up to date user’s guide と適
応を中心に.  静岡クローン病治療研究会 2009.9 静岡

松本譽之.  クローン病治療のup to date 生物学的製剤の位
置づけ.  神奈川クローン病治療研究会 2009.9 横浜

松本譽之.  潰瘍性大腸炎に伴う大腸癌のサーベイランスの
現状と未来.  第16回さくらコロンクラブ 2009.10 大宮

松本譽之.  日本におけるクローン病治療の現状−新たなる
治療指針やガイドラインと共に.  第16回大阪クローン病治
療研究会 2009.10 大阪

福永健.  患者QOL向上を目指した当院における潰瘍性大腸
炎患者の治療方策  外科−内科のseamless connection
を生かして.  第6回兵庫医科大学病診・病病連携の会 
2009.11 西宮

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフを用いた胃
貯留・排出能の同時測定  FD患者の運動機能評価.  第51
回くすのき会兵庫消化管病態生理研究会 2009.11 神戸

中村志郎.  クローン病の病態と治療  最新の治療について．
クローン病学習医療相談会 2009.11 富田林

應田義雄.  最近の大腸内視鏡診断・治療の話題. （特別講
演）第37回兵医大腸疾患研究会 2009.11 尼崎

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  奥順介,  河合幹夫,  中村
志郎,  松本譽之.  当院におけるカプセル内視鏡検査の臨
床的検討. （症例報告）第36回兵庫県内視鏡治療懇話会 
2009.11 神戸

菊山梨紗.  ブルバルーン小腸内視鏡検査が診断に有用
であった虚血性小腸炎の２例.  第9回SB Club in 阪神 
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2009.11 大阪
松本譽之 .  日本におけるより適切なクローン病治療の確

立を目指して  Biologics治療における残された課題と克
服への挑戦.  Japan Rround Table Discussion on IBD 

（JRT2009） 2009.12 東京
松本譽之.  下血を来す疾患の診断と治療  鑑別と治療のポ

イント. （特別講演）下部消化管疾患学術講演会 2009.12 
大阪

松本譽之 .  クローン病・潰瘍性大腸炎の最新治療の現況.  
急激に増えている腸の病気  潰瘍性大腸炎・クローン病市
民公開講座 2009.12 大宮

松本譽之.  炎症性腸疾患の診断と治療  下血を主徴とする
疾患の鑑別を含めて.  伊丹市医師会学術講演会 2009.12 
伊丹

Tozawa K,  Ohda Y,  Matsumoto T,  Hori K,  Nishigami 
T.  Clinical challenges and images in GI.  Colonic 
mucosubmucosal elongated polyp.  Gastroenterology 
2009;136:49,366.

呼吸器・ＲCＵ科
Respiratory and Critical Care Medicine

■著書■
中野孝司.  中皮腫.  日本臨床腫瘍学会  編.  新臨床腫瘍学.  

改訂第2版.  東京:南江堂, 2009:447.
中野孝司.  中皮腫. 「入門腫瘍内科学」編集委員会  編.  入

門腫瘍内科学.  東京:篠原出版新社, 2009:175-6.
中野孝司.  胸膜疾患.  小川聡  総編.  内科学書 2 感染性疾

患  膠原病,  リウマチ性疾患  アレルギー性疾患,  免疫不
全症  呼吸器疾患.  改訂7版.  東京:中山書店, 2009:405-
12．

福岡和也.  がん性胸膜炎の治療はどのようにしたらよいで
すか.  中西洋一  編.  肺がん薬物治療Q&A.  東京:南江
堂, 2009:134-6. 

■学術論文■
［総説］
中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  悪性胸膜中皮腫（びまん性悪

性胸膜中皮腫）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀 
（別冊） 2009:380-4. 

中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  胸膜線維性腫瘍（良性限局
型胸膜中皮腫）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀 

（別冊） 2009:398-401.
栗林康造,  中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  間葉性（原発性）

腫瘍  間葉性腫瘍.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨
牀（別冊） 2009:100-5．

福岡和也.  呼吸器症候群Ⅲ,  Solitary f ibrous tumor  
（SFT）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀（別冊）
2009:452-4.

中野孝司.  悪性中皮腫.  日本臨牀  2009;67（増刊1）:629-
34.

中野孝司.  悪性中皮腫の臨床病態.  Medical Technology 
2009;37:191-5.

中野孝司.  良性アスベスト関連疾患の胸部画像所見は中皮
腫高罹患リスクの指標か？.  肺癌 2009;49:78-82．

中野孝司,  田村邦宣.  胸膜中皮腫,  胸膜炎を疑うとき.  診
断と治療  2009;97（増刊）:178-86.

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫.  呼吸 2009;28:509-15.
福岡和也.  アリムタ.  腫瘍内科 2009;3:464-9.
福岡和也 .  高齢者進行非小細胞肺癌に対する化学療法.  

兵庫医科大学医学会雑誌 2009;34:41-6. 
福岡和也.  悪性胸膜中皮腫治療薬ペメトレキセド.  最新医

学 2009;64:2616-20.
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.  早期悪性胸膜
中皮腫  病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

平島智徳,  福岡和也,  樋田豊明,  河原邦光,  岸本卓巳,  松
村晃秀,  中野喜久雄,  岡田守人,  中野孝司.  可溶型メ
ソテリン関連蛋白（SMRP: Soluble Mesothelin-related 
Peptides）の悪性胸膜中皮腫におけるバイオマーカーとし
ての意義.  肺癌 2009;49:380-5.

田中文啓,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展
行,  奥村好邦,  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,  坪田紀明,  上
紺屋憲彦,  冨士原将之 ,  辻村亨,  長谷川誠紀 ,  中野
孝司.  胸膜中皮腫に対する集学的治療に向けて.  肺癌 
2009;49:392-6. 

福岡和也,  中野孝司.  切除不能例に対する臨床試験.  肺癌 
2009;49:397-402. 

田中文啓,  長谷川誠紀,  岡田守人,  山中竹春,  福岡和也,  
副島俊典,  上紺屋憲彦,  井内康輝,  辻村亨,  中野孝司.  
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.  肺癌 2009;49:403-8.

［原著］
Yamanaka T,  Tanaka F,  Hasegawa S,  Okada M,  

Soejima T,  Kamikonya N,  Fukuoka K,  Nakano T.  A 
feasibility study of induction pemetrexed plus cisplatin 
fol lowed by extrapleura l pneumonectomy and 
postoperative hemithoracic radiation for malignant 
pleural mesothelioma.  Jpn J Clin Oncol 2009;39:186-8.

Tabata R,  Tabata C,  Terada M,  Nagai T.  Hemophagocytic 
syndrome in elderly pat ients with underly ing 
autoimmune diseases.  Clin Rheumatol 2009;28:461-4.

Ohashi R,  Tajima K,  Takahashi F,  Cui R,  Gu 
T,  Shimizu K,  Nishio K,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Takahashi K.  Osteopontin modulates malignant 
pleura l mesothel ioma cel l funct ions in v it ro .  
Anticancer Res 2009;29:2205-14.

Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  
Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans -
retinoic acid inhibits tumour growth of malignant 



65兵庫医大業績録（2009）

pleura l mesothel ioma in mice.  Eur Respir J 
2009;34:1159-67.

Nishimura Y,  Miura Y,  Maeda M,  Kumagai N,  
Murakami S,  Hayashi H,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Otsuki T.  Impairment in cytotoxicity and expression 
of NK cel l-act ivat ing receptors on human NK 
cells following exposure to asbestos fibers.  Int J 
Immunopathol Pharmacol 2009;22:579-90.

Tanaka F,  Yoneda K,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Rahman S,  Tsubota N,  
Tsujimura T,  Kuribayashi K,  Fukuoka  K,  Nakano T,  
Hasegawa S.  Circulating tumor cell as a diagnostic 
marker in primary lung cancer. Clin Cancer Res 
2009;15:6980-6. 

福岡和也,  本村文宏,  國頭英夫,  樋田豊明,  中川和彦,  玄
馬顕一,  新海哲,  一瀬幸人,  南部静洋,  中野孝司.  悪性
胸膜中皮腫を対象としたLY231514（ペメトレキセド）とシ
スプラチン併用療法の安全性情報収集のための臨床試
験.  肺癌 2009;49:988-93． 

［症例報告］
田端理英,  田端千春,  北祥男,  波内俊三,  寺田信,  永井朝

子.  高齢発症SLEが疑われた血球貧食症例群2例の検討.  
日本臨床免疫学会誌 2009;32:116-23.

Azuma N,  Hashimoto M,  Yasumitsu A,  Fukuoka 
K,  Yokoyama K,  Sawada H,  Nishioka A,  Sekiguchi 
M,  Kitano M,  Kuroiwa T,  Matsui K,  Sano H.  CMV 
infect ion present ing as a cavitary lung lesion 
in a patient with systemic lupus erythematosus 
receiving immunosuppressive therapy.  Intern Med 
2009;48:2145-9.

■学会発表■
［国際学会］
Okumura Y,  Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa 

T,  Matsumoto S,  Kondo N,  Hasegawa S,  Nakano T,  
Fukuoka K.  Circulating tumor cell in peripheral blood 

（CTC）and pulmonary venous blood of patients with 
resected primary lung cancer.  45th Annual Meeting 
of the Society of Thoracic Surgeons 2009.1 San 
Francisco

Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Circulating tumor cells（CTCs）and 
endothelial cells（CECs）in primary lung cancer.  
American Society of Clinical Oncology 45th Annual 
Meeting（ASCO2009） 2009.5 Orlando

Hashimoto M,  Tanaka F,  Yoneda K,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Tsujimura T,  
Nakano T.  Circulating tumor cells（CTCs）in patients 
who underwent lung resection for lung metastases.  
17th European Conference on General Thoracic 
Surgery（ESTS）2009.5 Krakow

Fukuoka K,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Nakano T.  Can 
soluble mesothelin-related peptide（SMRP）in pleural 
effusion be a useful biomarker for an early diagnosis 
of malignant pleural mesothelioma?.  13th World 
Conference on Lung Cancer 2009.7 San Francisco

Yasumitsu A,  Terada T,  Hirayama N,  Tamura K,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Narrow band imaging in medical 
thoracoscopy; a new technology for the detection 
of early-stage malignant pleural mesothelioma.  13th 
World Conference on Lung Cancer 2009.7 San 
Francisco

Hirayama N,  Eguchi R,  Fujimori Y,  Muramoto M,  Okada 
A,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Tsubota N,  Nakano 
T.  Arsenic trioxide induces apoptosis of human 
malignant mesothelioma cells through induction of 
reactive oxygen species.  13th World Conference on 
Lung Cancer 2009.7 San Francisco

Nakano T,  Fukuoka K,  Kuribayasi K,  Iida S,  Tamura K,  
Tabata C.  Irinotecan in combination with gemcitabine 
as second-l ine chemotherapy in pat ients with 
malignant pleural mesothelioma previously treated 
with pemetrexed-cisplatin regimen: a phase 2 study.  
13th World Conference on Lung Cancer 2009.7 San 
Francisco

Fukuoka K,  Kuribayashi K,  Hirayama N,  Terada T,  
Yasumitsu A,  Murakami A,  Yamada S,  Tamura K,  
Tabata C,  Nakano T.  Evaluation of the safety profiles 
of pemetrexed in combination with cisplatin in 
outpatients with malignant pleural mesothelioma.  14th 
Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 
2009.11 Seoul 

Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Iida S,  Tamura K,  Yamada S,  
Tabata C,  Nakano T.  Irinotecan in combination with 
gemcitabine as 2nd –line chemotherapy in patients 
with malignant pleural mesothelioma previously 
treated with pemetrexed-cisplatin regimen: a phase 
2 study.  14th Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology 2009.11 Seoul 

Tamura K,  Fukuoka K,  Yasumitsu A,  Murakami A,  
Yamada S,  Iida S,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Tsubota 
N,  Nakano T.  Can platelet-derived growth factor 

（PDGF）in pleural effusion be a useful biomarker for 
the diagnosis of malignant pleural mesothelioma?.  14th 
Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 
2009.11 Seoul 

Murakami A,  Fujimori Y,  Yoshikawa Y,  Tamaoki T,  Iida 
S,  Tamura K,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Fukuoka K,  
Nakano T.  Heme oxigenase-1 promotor polymorphism 
is assoc iated with r isk of ma l ignant pleura l 
mesothelioma.  14th Congress of the Asian Pacific 
Society of Respirology 2009.11 Seoul
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［全国規模の学会］
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,  寺田貴普,  中野孝
司 .  悪性胸膜中皮腫における胸水中可溶型メソテリン 

（SMRP）の診断マーカーとしての有用性の検討.  第106回
日本内科学会総会・講演会 2009.4 東京

中野孝司.  アスベスト関連疾患の現状と診断・治療法の進
歩. （シンポジウム）第98回日本病理学会総会 2009.5 京
都

長谷川誠紀,  田中文啓,  岡田守人,  副島俊典,  辻村亨,  上
紺屋憲彦,  福岡和也,  中野孝司,  山中竹春.  悪性胸膜中
皮腫集学的治療に関する安全性確認試験. （特別講演）
第26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 北九州

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,  寺田貴普,  平山倫子,  
三上浩司,  中野孝司,  坪田紀明.  悪性胸膜中皮腫の早
期診断における胸水中可溶型メソテリン（SMRP）の検討.  
第49回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

村上亜紀,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  吉川良
恵,  玉置知子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  悪性中皮腫における
染色体構造異常の検討.  第49回日本呼吸器学会学術講
演会 2009.6 東京

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  安
光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠
紀.  悪性胸膜中皮腫切除例における術前導入化学療法の
検討.  第49回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  中野孝司,  坪田紀明.  悪性胸膜中皮腫での
胸水中PDGF濃度の検討（肺癌胸膜炎との比較）.  第49
回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  村
上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  
栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  FDG-PETを用いた悪
性胸膜中皮腫化学療法の抗腫瘍効果評価の試み.  第49
回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

栗林康造,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  安
光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠紀,  坪田紀
明.  胸膜肺全摘除術（extrapleural pneumonectomy: 
EPP）を施行した悪性胸膜中皮腫（MPM）症例の再発
形式に関する検討.  第49回日本呼吸器学会学術講演会 
2009.6 東京

田村邦宣,  福岡和也,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
栗林康造,  中野孝司.  結核性胸水の血小板由来増殖因子

（platelet-derived growth factor: PDGF）濃度.  第84回
日本結核病学会総会 2009.7 札幌

田端千春,  田端理英,  栗林康造,  中野孝司.  悪性胸膜中

皮腫に対するTGF-beta1/PDGF-BBを介したAll-trans-
retinoic acidの抗腫瘍効果. （ミニシンポジウム）第59回
日本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  福岡和也,  中野孝司.  肺
癌の診断における末梢血液中循環腫瘍細胞の臨床的意
義.  第68回日本癌学会学術総会 2009.10 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司.  悪
性中皮腫細胞株NCI-H2052において亜砒酸により誘導さ
れるアポトーシスのキータンパク質はJNKである.  第68回
日本癌学会学術総会 2009.10 横浜

田端千春,  田端理英,  安光亮洋,  山田秀哉,  栗林康造,  
福岡和也,  中野孝司.  All-trans-retinoic acidによる悪性
胸膜中皮腫に対する抗腫瘍効果.  第68回日本癌学会学
術総会 2009.10 横浜

［その他の学会］
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,  寺田貴普,  平山倫子,  
中野孝司,  坪田紀明,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好
邦,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  佐藤
鮎子,  辻村亨.  限局型悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日
本肺癌学会関西支部会 2009.2 大阪

村上亜紀,  寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  佐藤鮎
子,  鳥井郁子,  辻村亨.  のう胞形成性脳転移をきたした
悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 
2009.2 大阪

安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山
田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  
中野孝司,  坪田紀明,  塚本吉胤,  廣田誠一.  内視鏡的粘
膜切除術にて結腸粘膜への転移が診断された肺腺癌の1
例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 2009.2 大阪

山崎尊久,  栗林康造,  大桑久弥,  三上浩司,  平山倫子,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  
中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  HCG産生原発不明
癌の1剖検例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 2009.2 
大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてT1aと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
32回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東京

安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  田村邦宣,  平山倫子,  三
上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯
田慎一郎,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫診断におけるNarrow Band Imaging  

（NBI）を併用した局所麻酔下胸腔鏡の有用性についての
検討.  第32回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東
京
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奥村好邦,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  近藤展行,  田中文
啓,  長谷川誠紀,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明.  悪
性胸膜中皮腫の生検方法の選択 ―局麻下胸腔鏡と全麻
VATSの適応―.（パネルディスカッション）第32回日本呼
吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東京

大桑久弥,  栗林康造,  鳥井郁子,  田村邦宣,  田端千春,  福
岡和也,  田中文啓,  辻村亨,  長谷川誠紀,  中野孝司.  び
まん性陰影と結節影とを認めたSjögren症候群の1例.  第
188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大阪 

三上浩司,  橋本篤徳,  平田淳一,  山田太平,  上田敬博,  大
家宗彦,  小谷譲治.  甲状腺クリーゼに併発した心室頻拍
にアミオダロンが著効した1症例.  第54回日本集中治療医
学会近畿地方会 2009.6 和歌山

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤.  気道
異物の1症例.  第85回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 
2009.7 大阪

福岡和也,  栗林康造,  藤盛好啓,  中野孝司.  当院における
外来化学療法の現況. （シンポジウム）第24回日本肺癌学
会ワークショップ 2009.7 大阪

三上浩司,  栗林康造,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺
田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中野孝
司.  乾性咳嗽を契機として発見された孤立性右肺動脈欠
損症の1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 
奈良

前田理沙,  安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝
司,  東直人,  橋本尚明,  横山和典,  澤田悠,  佐野統.  空
洞性肺病変を呈したサイトメガロウイルス感染症が疑われ
たSLEの1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 
奈良

竹原樹里,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  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,  中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺リンパ脈管筋腫症の一例.  第73回日本呼吸器学会近畿
地方会 2009.7 奈良

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  多久和輝尚,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
好酸球増多を伴ったLocalized lymphoid hyperplasiaの1
例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈良

小野賀人,  平井豊博,  三嶋理晃,  宮原亮,  東正徳,  福岡和
也.  診断に難渋した胸水の一例.  第73回日本呼吸器学会
近畿地方会 2009.7 奈良

野木佳孝,  竹中雅彦,  松田良信.  気管支内多発性隆起性病
変を伴いびまん性粒状影を認めたサルコイドーシスの1例.  
第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈良

岡田あすか,  鵜山広樹,  山下みお,  藤田幸男,  青野英幸,  
竹中英昭,  長澄人,  橋本和明.  発熱と多発結節影で発症
したサルコイドーシスの1例.  第73回日本呼吸器学会近畿
地方会 2009.7 奈良

小口展生,  岡田あすか,  鵜山広樹,  山下みお,  藤田幸男,  
青野英幸,  竹中英昭,  長澄人,  橋本和明.  難治性肺炎と
鑑別を要したWegener肉芽腫症の1例.  第73回日本呼吸
器学会近畿地方会 2009.7 奈良

鵜山広樹,  青野英幸,  山下みお,  岡田あすか,  藤田幸男,  
竹中英昭,  長澄人,  岩崎靖,  西山勝彦.  著しい縦隔の圧
排を来した肺膿瘍の1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地
方会 2009.7 奈良

栗林康造,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  中野孝
司,  坪田紀明,  藤盛好啓.  当院における外来化学療法の
現況.  第90回日本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
脊髄横断症状を呈した悪性胸膜中皮腫の2例.  第90回日
本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中
野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁
子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  肺原発のMucinous（“colloid”）
adenocarcinomaの1切除例.  第90回日本肺癌学会関西支
部会 2009.7 大阪

安光亮洋,  栗林康造,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中
野孝司,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺癌との鑑別を要した肺アスペルギルス症の1切除例.  第
189回日本内科学会近畿地方会 2009.9 大阪

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好
啓,  坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対するペメ
トレキセド+シスプラチン併用療法の外来化学療法におけ
る安全性の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東
京

栗林康造,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  
平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜
紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  坪
田紀明,  中野孝司.  CDDP+Pemetrexedによる既治療悪
性胸膜中皮腫に対する2nd-l ine 化学療法としてのCPT-
11+GEM併用療法. 第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京
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田端千春,  平山倫子,  安光亮洋,  山田秀哉,  村上亜紀,  田
村邦宣,  飯田慎一郎,  寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  
中野孝司.  all-trans retinoic acid（ATRA）による悪性
胸膜中皮腫に対する抗腫瘍効果.  第50回日本肺癌学会
総会 2009.11 東京

寺田貴普,  安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三
上浩司,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  藤盛好啓,  中野孝司.  全身化学療法を施行した悪性
胸膜中皮腫における経時的FDG-PETを併用した抗腫瘍
効果評価の試み.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東
京

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてT1aと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

山田秀哉,  福岡和也,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における同時性重複癌の
臨床的検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

村上亜紀,  藤盛好啓,  野木佳孝,  前田理沙,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和
也,  中野孝司,  坪田紀明,  吉川良恵,  玉置知子.  悪性胸
膜中皮腫におけるHeme oxigenase（HO）-1プロモーター
遺伝子多型の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京

飯田慎一郎,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
岡田あすか,  平山倫子,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀
哉,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  藤盛好啓,  坪田紀
明,  中野孝司.  既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセ
ル+TS-1併用療法の有効性と安全性の検討.  第50回日本
肺癌学会総会 2009.11 東京

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  寺
田貴普,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  藤盛好
啓,  坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫診断におけ
る画像強調観察法を併用した胸腔鏡検査の有用性に関
する検討. （ワークショップ）第50回日本肺癌学会総会 
2009.11 東京

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝
司.  左肺全摘術後17年目に再発を来した腺様嚢胞癌の一
例.  第86回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2009.12 
大阪

福岡和也,  中野孝司,  長谷川誠紀,  辻村亨,  岡田守人,  西
本寛,  関戸好孝,  豊國伸哉,  大槻剛巳.  科学技術振興調

整費研究課題「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」
概要報告.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 
大阪

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝
司.  肺クリプトコッカス症と考えられた一例.  第74回日本
呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

野木佳孝,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  田
端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  肺放線菌症
と考えられた一例.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 
2009.12 大阪

前田理沙,  竹中雅彦,  松田良信,  明石章則,  中根茂,  林明
男.  ProGRP高値を示し中葉症候群を呈した肺カルチノイ
ドの一例.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 
大阪

岡田あすか,  竹中英昭,  鵜山広樹,  山下みお,  熊本牧子,  村
上伸介,  長澄人.  著しい皮膚・肝病変の合併を伴った肺
サルコイドーシスの1例.  第74回日本呼吸器学会近畿地方
会 2009.12 大阪

鵜山広樹,  山下みお,  岡田あすか,  熊本牧子,  藤田幸男,  村
上伸介,  竹中英昭,  長澄人,  岩崎靖,  西山勝彦.  右上葉
切除7年後に頚部皮下膿瘍を契機として診断された肺ノ
カルジア症の一例.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 
2009.12 大阪

熊本牧子,  竹中英昭,  鵜山広樹,  山下みお,  岡田あすか,  村
上伸介,  長澄人,  出口聡美,  川田雅俊,  岩崎靖,  西山勝
彦.  胸腔鏡下に切除しえた肺動静脈奇形の2症例.  第74
回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

［科学研究費等班会議］
福岡和也,  中野孝司.  早期診断指標の開発および標準的

治療法確立を目的とする臨床試験の実施.  科学技術振興
調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班平成
20年度第4回運営委員会 2009.1 東京

福岡和也,  中野孝司.  早期診断指標の開発および標準的
治療法確立を目的とする臨床試験の実施.  科学技術振興
調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班平成
21年度第1回研究委員会 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
寺田貴普,  栗林康造,  安光亮洋,  平山倫子,  村上亜紀,  山

田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨.  腹膜中皮腫におけるアス
ベスト関連胸膜肺病変の胸部CT画像による検討.  第1回
呼吸機能イメージング研究会学術集会 2009.1 京都
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安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山
田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  
坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における経時的
FDG-PETの有用性の検討.  第1回呼吸機能イメージング
研究会学術集会 2009.1 京都

平山倫子,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中野孝
司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔
鏡検査にてT1aと診断した早期悪性胸膜中皮腫の検討.  

（ワークショップ）第16回石綿・中皮腫研究会 2009.10 岐
阜

■その他■
中野孝司.  腹膜中皮腫の診断と治療.  第9回新春フォーラム 

2009.1 東京
栗林康造 .  実地臨床における慢性咳嗽の治療について.  

Primary Care Symposium 2009.1 西宮
福岡和也.  悪性中皮腫の診断と内科的治療,  臨床試験の試

み.  平成20年度科学技術振興調整費「アスベスト関連疾
患への総括的取り組み」市民公開講座 2009.2 広島

福岡和也.  アスベストと悪性腫瘍.  平成20年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.2 奈良

前田理沙,  栗林康造,  安光亮洋,  三上浩司,  平山倫子,  寺
田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  福岡和也,  多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  坪田紀明,  辻村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露者に
みられた限局性膿胸の一例.  第31回兵庫呼吸器疾患研
究会 2009.2 神戸 

田村邦宣,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝司.  
肺原発Mucinous（“colloid”）adenocarcinomaの一切除例.  
第102回兵庫県肺癌懇話会 2009.3 神戸

中野孝司.  ホコリと肺の病気の話.  平成20年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.3 名古屋

福岡和也.  肺がんの基礎とがん化学療法.  がん専門薬剤師
研修会 2009.3 西宮

中野孝司.  最近増えてきた呼吸器の病気.  2009年度イン
ターカレッジ西宮 2009.4 西宮

中野孝司.  アスベスト関連疾患の診断と治療.  南あわじ市
臨床談話会 2009.5 南あわじ

福岡和也.  実地臨床に役立つCOPDの診断と治療.  河内総
合病院第18回開放型シンポジウム 2009.5 東大阪

中野孝司.  わが国における胸膜中皮腫の現況.平成21年度有
限責任中間法人日本・多国間臨床試験機構臨床試験ワー
クショップ 2009.6 名古屋

中野孝司.  悪性中皮腫の病態と治療.  第20回奈良県肺癌研
究会 2009.6 奈良

田端千春.  しのびよる慢性閉塞性肺疾患（COPD）の恐怖！

気がつけばもう戻れない肺年齢.  兵庫県保険医協会第22
回日常診療ガイドライン講演 2009.6 西宮

福岡和也 .   当科におけるA LM+CDDPの使用経験～ 
ALM+CDDP外来化学療法とクリニカルパス～.  Lillyイン
ターネット講演会 2009.7 大阪

田端千春.  しのびよる慢性閉塞性肺疾患（COPD）の恐怖!
～気がつけばもう戻れない肺年齢～.  兵庫県保険医新聞 
2009.7.15:6．

柴田英輔,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  坪田紀明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  中
井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  ゲフィチニ
ブにて長期生存（約5年6ヶ月）が得られた肺腺癌の一例.  
阪神Lung Cancer Conference 2009.7 尼崎

平山倫子.  悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセド＋シスプ
ラチン併用療法の外来化学療法における安全性の検討.  
兵庫医科大学大学院博士課程「がんプロフェッショナル
養成プラン」第2学年研究成果中間報告会（平成21年度）
2009.7 西宮

福岡和也.  悪性胸膜中皮腫 ―診断と治療の最前線―.  第
40回地域医療公開講演会・平成21年度第2回地域がん診
療連携拠点病院講演会 2009.8 長崎

福岡和也.  悪性胸膜中皮腫 ―診断と治療の最前線―.  大
阪府立呼吸器・アレルギー医療センター職員研修会「羽曳
野オンコロジー研究会」 2009.9 羽曳野

福岡和也.  呼吸困難,  消化器症状等の身体症状に対する
緩和ケアについて.  がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会（兵庫県・阪神南圏域） 2009.9 西宮

田村邦宣.  アスベストと悪性腫瘍.  平成21年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.10 京都

野木佳孝,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  田
端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  肺放線菌
症と考えられた1例.  第12回阪神呼吸器カンファレンス 
2009.10 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
3回阪神呼吸器フォーラム 2009.10 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  中野孝司.  肺転移で発見された,原発性
空腸癌の一例.  第104回兵庫県肺癌懇話会 2009.11 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  中野孝司.  左肺全摘術後17年目に再発
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を来した腺様嚢胞癌の一例.  第104回兵庫県肺癌懇話会 
2009.11 神戸

福岡和也.  肺癌,中皮腫治療の新展開.  札幌肺癌学術講演
会 2009.12 札幌

福岡和也.  アスベストによる病気.  平成21年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.12 西宮

田村邦宣.  肺がんと中皮腫.  平成21年度科学技術振興調整
費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民公開講
座 2009.12 西宮

神経・脳卒中科
Neurology

■学術論文■
［原著］
津田健吉,  末永浩一,  和田沙代子,  笠間周平,  渡邊将平,  

高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳川浩男.  自
己免疫性ニューロパチーにおけるシクロスポリン経口療法
の検討.  末梢神経 2009;19:487-90．

Taguchi A,  Nakagomi N,  Matsuyama T,  Kikuchi-Taura 
A,  Yoshikawa H,  Kasahara Y,  Hirose H,  Moriwaki 
H,  Nakagomi T,  Soma T,  Stern DM,  Naritomi H.  
Circulasting CD34-positive cells have prognostic value 
for neurologic function in patients with past cerebral 
infarction.  J Cereb Blood Flow Metab 2009;29:34-8.

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-
Doi A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  
Nishizaki N,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Isolation and characterization of neural stem/
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mesothelial damage.  World Congress of Nephrology 

（WCN2009） 2009.5 Milan
Kitamura R,  Nanami M,  Yahiro M,  Yamamoto S,  Otaki 

Y,  Hasuike Y,  Kuragano T,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  

Tumor necrosis factor-alpha（TNF-α）and high glucose
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pat ient s .  Amer ica n S oc iet y o f Nephro log y 

（ASN2009）2009.10 San Diego
Kuragano T,  Furuta M,  Kida A,  Nanami M,  Otaki 

Y,  Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  AN69 
membrane attenuated malnutrition and chronic 
inf lammatory condition of hemodialysis patients.  
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intercalated cell.  American Society of Nephrology 

（ASN2009） 2009.10 San Diego
Otaki Y,  Nanami M,  Kida A,  Kitamura R,  Tokuyama 

M,  Nonoguchi H,  Hasuike Y,  Kuragano T,  Nakanishi 
T.  Tumor necrosis factor-α（TNF-α）downregulated 
the expression of natural resistance-associated 
macrophage protein 1（Nramp1）and ferroportin1 

（FP1）in polymorphonuclear leukocytes（PMNLs）
from maintenance hemodialysis patients（mHD）.  
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中西健.  Save the future of dialysis patients: AN69 is a 
possible solution for MIA syndrome. （ランチョンセミ
ナー）第54回日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横
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バンテージ. （ランチョンセミナー）第54回日本透析医学会
学術集会・総会 2009.6 横浜

倉賀野隆裕.  これからの透析患者へのAN69膜の役割と可
能性（IV型透析膜との比較検討）. （イブニングセミナー）
第54回日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

伊藤勝清,  倉賀野隆裕,  木田有利,  古田穣,  北村理恵,  名
波正義,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西健.  
プロトコール化された腎性貧血治療（Active protocol）の
有用性.  第54回日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 
横浜

松村治,  松田昭彦,  板倉行宏,  村川満佐也,  竹内誠,  黒澤
範夫,  諏訪多順二,  富家隆樹,  金泰正,  杉山修,  安達秀
樹,  倉賀野隆裕,  中西健.  血液透析患者における貧血管
理 ～SMC TRAP Study～.  第54回日本透析医学会学術
集会・総会 2009.6 横浜

名波正義,  伊藤勝清,  蓮池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口
博史,  中西健,  境剛史,  魚住嘉伸,  高野秀和,  篭島靖.  
放射線蛍光X線分析法（SRXRF）による血液透析患者 

（HD）における有害元素動態の解析.  第54回日本透析医
学会学術集会・総会 2009.6 横浜

鈴木尚紀,  川崎由記,  武貞美喜,  倉賀野隆裕,  中西健.  
AKソリタDLからカーボスターへの変更後アセテート感受
性の変化が疑われた１例.  第54回日本透析医学会学術集
会・総会 2009.6 横浜

木村知子,  北村理恵,  徳山正徳,  名波正義,  小瀧慶長,  蓮
池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  メソトレ

キサート（MTX）中毒に対しホリナート救援療法と血漿
交換（PE）療法が奏功した血液透析（HD）患者の一例.  
第54回日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

古田穣,  倉賀野隆裕,  木田有利,  伊藤勝清,  八尋真名,  小
瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西健.  無酢酸クエ
ン酸透析剤の貧血改善効果とそのメカニズム.  第54回日
本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

河合健志,  堀加穂理,  宗本将嗣,  八尋真名,  徳山正徳,  
小瀧慶長,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  Evans
症候群に合併したループス腎炎にDFPPが著効した一例.  
第54回日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

蓮池由起子,  永井孝憲,  名波正義,  畑玲子,  小瀧慶長,  倉
賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  ヒトフェリチンからのア
ミノレブリン酸による鉄放出におけるクエン酸とpHの影
響.  第54回日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

木田有利,  倉賀野隆裕,  堀加穂理,  伊藤勝清,  山本聡,  
名波正義,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西
健.  両腎摘ラット（BNx）における鉄代謝異常; 酢酸含有 

（AcD）及び非含有透析液（NAｃD）の効果.  第54回日
本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

徳山正徳,  蓮池由起子,  堀加穂理,  古田穣,  伊藤勝清,  宗
本将嗣,  畑玲子,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  維
持透析患者の生命予後におけるフェリチンと貧血.  第54回
日本透析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

齊藤正憲,  名波正義,  小瀧慶長,  山本清子,  深尾亘,  濱畑
早百合,  木田有利,  八尋真名,  豊田和寛,  徳山正徳,  蓮
池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  難治性肺
カンジダ症に対し liposomal amphotericinB（L−AMB）
が奏功した血液透析（HD）患者の一例.  第39回日本腎臓
学会西部学術大会 2009.10 和歌山

深尾亘,  豊田和寛,  山本聡,  徳山正徳,  名波正義,  小瀧慶
長,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  血栓性微小血管
障害（TMA）が疑われ,  腎障害を伴った悪性高血圧の一
例.  第39回日本腎臓学会西部学術大会 2009.10 和歌山

［その他の学会］
蓮池由起子,  德山正德,  名波正義,  小瀧慶長,  倉賀野隆

裕,  野々口博史,  中西健.  単純血漿交換療法の廃棄血
漿中のフェリチンを用いた遊離鉄放出の検討.  第27回日
本アフェレシス学会関西地方会 2009.1 高松

中西健.  β2ミクログロブリンと透析合併症.  第15回日本ア
フェレシス学会九州地方会 2009.4 福岡

濱畑早百合,  木田有利,  山本聡,  畑玲子,  小瀧慶長,  蓮池
由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  紫斑病性腎
炎による半月体形成性糸球体腎炎に対しカクテル療法に
より腎機能正常化が得られた一症例.  第39回日本腎臓学
会西部学術大会 2009.10 和歌山

［研究会・講演会等］
木村知子,  北浦睦,  永井孝憲,  伊藤勝清,  八尋真名,  北

村理恵,  名波正義,  蓮池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博
史,  中西健.  関節リウマチに対するMethotrexate低用量
療法により致死的副作用をきたした血液透析患者の一例.  
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兵庫県腎臓研究会 2009.3 神戸
河合健志,  永井孝憲,  堀加穂理,  宗本将嗣,  木田有利,  

山本聡,  徳山正徳,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  倉賀野隆
裕,  野々口博史,  中西健.  Thiamazole が原因と考えら
れたMPO-ANCA関連腎炎の一例.  兵庫県腎臓研究会 
2009.3 神戸

倉賀野隆裕 .   生理的血液透析へのアプローチ～バイオ
フィードバックシステムの可能性.  第73回和歌山透析研究
会 2009.4 和歌山

倉賀野隆裕.  アセテートフリー透析に期待出来る臨床的効
果.  和歌山臨床工学技士会第16回学術集会 2009.4 和歌
山

中西健 .  CKD（慢性腎臓病）に対する食事療法の有用性.  
兵庫腎臓病シンポジウム 2009.9 西宮

中西健.  慢性腎臓病（CKD）診療のポイント.  西宮市内科
医会講演会 2009.9 西宮

倉賀野隆裕. 「非PS系合成膜（AN69膜）の役割と可能性」
～本当に総ての透析患者がPS系合成膜を必要としている
か？～. （特別講演）第4回九州臨床工学会 2009.9 大分

齊藤正憲,  名波正義,  小瀧慶長,  山本清子,  深尾亘,  濱畑
早百合,  木田有利,  八尋真名,  豊田和寛,  徳山正徳,  蓮
池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  難治性肺
カンジダ症に対し 1iposomalamphotericinB（L-AMB）
が奏功した血液透析（HD）患者の一例.  第29回兵庫県
透析研究会 2009.10 神戸

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に及ぼす影響. （ランチョンセミナー）次世代人
工腎臓研究会 2009.10 東京

倉賀野隆裕.  鉄の囲い込みを考慮した腎性貧血治療の必要
性. （特別講演）愛知県透析医会 2009.11 名古屋

倉賀野隆裕,  木田有利,  古田穣,  北村理恵,  八尋真名,  豊
田和寛,  徳山正徳,  名波正義,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  
野々口博史,  中西健.  Hb変動に及ぼすフェリチン変動の
影響.  第18回腎とエリスロポエチン研究会 2009.11 東京

倉賀野隆裕.  Cardio-Renal Anemia の概念を配慮した腎
性貧血治療の重要性.  丹波市医師会学術講演会 2009.12 
丹波

倉賀野隆裕.  世界の医療事情からみたこれからの透析医
療. （ランチョンセミナー）第16回近畿臨床工学会 2009.12 
京都

■その他■
倉賀野隆裕,  中西健.  EPO投与法. （小冊子）透析看護

Q&A.  大阪:医薬ジャーナル社, 2009.
倉賀野隆裕,  中西健.  TRAP study ～鉄剤とEPO鉄剤使

用量と患者生命予後に関する前向き観察試験～の現状と 
TRAP study の実施.  腎性貧血を考えるイブニングセミ
ナー 2009.1 香川

中西健 .  透析アミロイドーシス―今,  再びβ２ミクログロブ
リンから―.  中部透析アミロイド・血管系合併症講演会 
2009.1 名古屋

名波正義.  阪神腎病理勉強会コンソーシアム研究について.  

第11回阪神腎病理勉強会 2009.1 西宮
倉賀野隆裕,  中西健.  より生理的血液透析としてカーボス

ターの役割. （教育講演）アセテートフリー透析療法シン
ポジウム 2009.2 大阪

倉賀野隆裕.  無酢酸透析液の4つの臨床的アドバンテージ.  
福井透析講演会 2009.2 福井

倉賀野隆裕.  透析患者における鉄剤の役割（透析患者は鉄
剤投与を必要としているか？）.  第6回兵庫県透析医会コ
ンセンサスミーティング 2009.2 神戸

中西健 .  血液透析患者における鉄代謝と鉄投与の問題点.  
学術講演会 2009.2 宮崎

倉賀野隆裕.  新しいスタンダード ‘アセテートフリー透析の可
能性’. （小冊子）Neo Dialysis.  味の素ファルマ, 2009:1-
6.

倉賀野隆裕,  中西健 .  透析患者における腎性貧血治療.  
（特別講演）第1回貧血治療アウトカム研究会 2009.6 横
浜

中西健.  鉄代謝からみた透析患者の合併症. （特別講演）
第22回神戸腎疾患カンファランス 2009.6 神戸

中西健.  透析患者の適正な鉄剤投与 ―鉄剤過剰投与の問
題点と危険性―.  学術講演会～よりよい貧血治療をめざ
して～ 2009.7 北九州

中西健 .  血液透析患者における鉄代謝と鉄投与の問題点.  
第4回相模原腎臓透析セミナー 2009.7 相模原

倉賀野隆裕.  カーボスターに期待する４つの臨床的アドバン
テージ.  京都南部無酢酸透析セミナー 2009.7 京都

中西健.  慢性腎臓病（CKD）の治療と地域連携.  第17回病
診病病連携学術集談会 2009.8 神戸

倉賀野隆裕.  カーボスターに期待する４つの臨床的アドバン
テージ.  群馬透析フォーラム第５回透析従事者のための基
本講座 2009.9 前橋

中西健 .  血液透析患者における鉄代謝と鉄剤投与の問題
点.  第10回三重県透析合併症研究会 2009.9 津

中西健.  慢性腎臓病における鉄代謝と鉄投与の問題点.  腎
性貧血学術講演会 2009.11 つくば

中西健.  腎臓病にならないために！なったらどうしよう？.  第
43回介護予防健康講座 2009.11 伊丹

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に及ぼす影響. （特別講演）学術講演:透析液を
考える 2009.11 那覇

野々口博史.  兵庫県における腎移植推進の課題.  兵庫県腎
移植推進懇話会 2009.11 神戸

倉賀野隆裕,  古田穣,  木田有利,  中西健.  クロスオーバ試
験からみた無酢酸クエン酸含有透析液の臨床的有用性.  
アセテートフリー透析を考える会第2回研究会 2009.12 東
京
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総合診療科
General Medicine

■学術論文■
［総説］
立花久大.  脳卒中の予防  修正可能な危険因子②糖尿病.  

からだの科学 2009;260:137-40.
立花久大.  パーキンソン病  基礎・臨床研究のアップデート,  

神経心理学的検査.  日本臨牀 2009;67（増刊4）:213-6.
川端啓太,  立花久大.  パーキンソン病  基礎・臨床研究の

アップデート,  患者への啓発.  日本臨牀  2009;67（増刊
4）:308-12.

立花久大. 「脳機能計測法を基礎から学ぶ人のために」事
象関連電位  P300応用  神経内科の立場から.  臨床神経
生理学 2009;37:105-14.

小畔美弥子,  立花久大,  原井宏明,  井上和臣.  パーキンソ
ン病に伴ううつに対する認知行動療法.  日本医事新報 
2009;4468:59-64.

［原著］
小畔美弥子,  立花久大,  戸田和夫,  川端啓太,  福田能啓.  

パーキンソン病患者のQOLとうつの関連性について.  プラ
イマリ・ケア 2009;32:17-22.

松浦尊磨,  石川雄一,  松岡千代,  立花久大,  尾松芳輝,  土
岐保正,  谷澤義弘,  池上昇司.  第一線医療機関に求
められているプライマリ・ケア機能.  プライマリ・ケア 
2009;32:23-31.

小畔美弥子,  立花久大,  横田正幸,  西村裕之,  澁谷直美,  
川端啓太 .  新規発症持続性連日性頭痛の臨床的検討.  
日本頭痛学会誌 2009;35:71-5．

立花久大,  川端啓太,  奥智子,  北野英人,  團野大介.  MCI
からAlzheimer病に進展した症例における事象関連電位
所見.  臨床神経生理学 2009;37:85-91.

［症例報告］
澁谷直美,  北野英人,  奥智子,  川端啓太,  立花久大.  両

側声帯外転麻痺を生じたパーキンソン病の１例.  内科 
2009;103:1013-6.

Okabayashi S,  Fujimoto T,  Danno D,  Kanno M,  
Nakamura S,  Kumazawa M,  Ueno S.  Primary 
sjögren syndrome patient presenting central nervous 
system manifestations successfully treated with 
corticosteroids.  Journal of Nara Medical Association 
2009;60:55-60.

立花久大,  澁谷直美,  武田正中,  川端啓太,  北野英人,  奥
智子,  小畔美弥子.  抗てんかん薬にて改善した持続性頭
痛の１例.  日本薬物脳波学会雑誌 2009;10:9-12.

奥智子,  川端啓太,  北野英人,  小畔美弥子,  立花久大.  髄
液（１→３）-β-D-glucan高値から診断しえた真菌性髄膜
炎.  内科 2009;104:389-91．

中嶋匡,  西村裕之,  浮田透,  辻雅夫,  三宅裕治,  大村武
久,  立花久大.  片側病変にて両側性下転障害を主症状と
した中脳梗塞の1例.  脳卒中 2009;31:317-21.

奥智子,  團野大介,  川端啓太,  柳本富士雄,  立花久大.  慢
性連日性頭痛の１例 ―星状神経節ブロックによる治療の
試み―.  神経内科 2009;71:417-9.

■学会発表■
［国際学会］
Otsuka C,  Kudo M,  Obara S,  Konno K,  Terayama 

Y,  Suzuki N,  Tanaka K,  Yoshii F,  Tanahashi 
N,  Tachibana H.  Development of a QOL-oriented 
severity scale for Parkinson's disease（A novel QOL-
oriented severity scale for Parkinson's disease）.  13th 
International Congress of Parkinson's Disease and 
Movement Disorders 2009.6 Paris

Tachibana H,  Oguru M,  Kawabata K,  Oku T,  Danno 
D.  Prevalence and clinical correlates of apathy and 
depression in Parkinson's disease.  13th International 
Congress of Parkinson's Disease and Movement 
Disorders 2009.6 Paris

Tachibana H,  Tanahashi N,  Tanaka K,  Yoshii F,  
Suzuki N,  Terayama Y.  A novel, quantitative 
weighted sca le for measur ing the sever ity of 
psychological complications of patients with Parkinson 
disease.  13th Congress of the European Federation of 
Neurological Societies 2009.9 Florence

Suzuki N,  Tachibana H,  Tanahashi N,  Tanaka 
K,  Yoshii F,  Terayama Y.  A novel, quantitative, 
weighted scale for measuring the impact on the 
activit ies of daily l iving（ADL）of patients with 
Parkinson disease.  13th Congress of the European 
Federation of Neurological Societies 2009.9 Florence

Terayama Y,  Tachibana H,  Tanahashi N,  Tanaka K,  
Yoshii F,  Suzuki N.  A novel, quantitative, weighted 
scale for measuring the severity of motor symptoms 
of patients with Parkinson disease.  13th Congress 
of the European Federation of Neurological Societies 
2009.9 Florence

Yoshii F,  Tachibana H,  Tanahashi N,  Tanaka K,  
Suzuki N,  Terayama Y.  A novel, quantitative, 
weighted scale for measuring the severity of non-
motor complications of patients with Parkinson 
disease.  13th Congress of the European Federation of 
Neurological Societies 2009.9 Florence

［全国規模の学会］
長田乾,  前田哲也,  横山絵里子,  平田幸一,  川畑信也,  寺

山靖夫,  立花久大,  鷲見幸彦,  荒井啓行,  山田正仁.  血
管性認知症の臨床的特徴. （シンポジウム）第34回日本脳
卒中学会総会 2009.3 松江

中嶋匡,  西村裕之,  浮田透,  辻雅夫,  三宅裕治,  大村武
久,  立花久大.  非弁膜性心房細動による心原性脳塞栓
症患者の転帰に関する検討.  第34回日本脳卒中学会総会 
2009.3 松江

岸田優,  佐藤由希子,  矢野晃代,  水谷早苗,  清田峰子,  西
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村裕之,  立花久大.  看護師による脳卒中教室の取り組み
に関する検討.  第34回日本脳卒中学会総会 2009.3 松江

小畔美弥子,  戸田和夫,  奥田文悟,  岡伸幸,  奥智子,  北野
英人,  澁谷直美,  川端啓太,  立花久大.  パーキンソン病
患者のQOLに及ぼすアパシーの影響.  第106回日本内科
学会総会・講演会 2009.4 東京

小畔美弥子,  戸田和夫,  奥田文悟,  岡伸幸,  川端啓太,  奥
智子,  北野英人,  澁谷直美,  立花久大.  パーキンソン病
のうつとアパシー.  第50回日本神経学会総会 2009.5 仙
台

大塚千久美,  寺山靖夫,  鈴木則宏,  高橋一司,  田中耕
太郎,  吉井文均,  棚橋紀夫,  立花久大.  Quantified 
Severity Scale for Parkinson's Disease: QSSPDの妥当
性の検討.  第50回日本神経学会総会 2009.5 仙台

武田正中,  立花久大,  津田健吉,  笠間周平,  梶山幸司,  芳
川浩男.  Binswanger病と多発性ラクナ梗塞による血管性
認知症の電気生理学的検討.  第50回日本神経学会総会 
2009.5 仙台

立花久大,  團野大介.  各科における頭痛に対する取組み  
総合診療科. （シンポジウム）第68回日本脳神経外科学会
学術総会脳神経外科頭痛フォーラム2009 2009.10 東京

［その他の学会］
立花久大.  パーキンソン病の診断と治療 Up-To-Date. （教

育講演）第100回日本内科学会中国地方会第40回中国支
部生涯教育講演会 2009.5 出雲

立花久大.  脳卒中予防と生活習慣病  糖尿病. （シンポジウ
ム）第18回日本脳ドック学会総会 2009.6 東京

川端啓太,  岡本広太郎,  北野英人,  奥智子,  團野大介,  立
花久大,  上田敬博,  陰山博人,  尾都野一刀,  白川学.  上
部消化管内視鏡施行後に発症したクモ膜下出血の1例.  
第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大阪

西村裕之,  中嶋匡,  立花久大.  左房粘液腫による脳梗塞
にtPAを行なった1例.  日本神経学会第90回近畿地方会 
2009.6 大阪

奥智子,  立花久大,  川端啓太,  北野英人,  小畔美弥子,  柳
本富士雄.  慢性連日性頭痛の1例 ―星状神経節ブロック
による治療の試み―.  日本神経学会第90回近畿地方会 
2009.6 大阪

團野大介,  石川貴巳,  松井聖博,  奥智子,  川端啓太,  立花
久大,  岩田恵典.  不明熱の原因検索中に右上腹部痛を訴
えてCaroli病と診断された1例.  第189回日本内科学会近
畿地方会 2009.9 大阪

松井聖博,  奥智子,  團野大介,  川端啓太 ,  立花久大 .  
Limb Shakingを呈した内頚動脈閉塞症の1例.  第189回
日本内科学会近畿地方会 2009.9 大阪

小畔美弥子,  立花久大,  奥智子,  團野大介,  川端啓太,  井
上和臣,  原井宏明.  パーキンソン病のうつに対する認知
行動療法.  第3回パーキンソン病・運動障害疾患コングレ
ス 2009.10 東京

武田正中,  末永浩一,  和田沙代子,  渡邊将平,  津田健吉,  
笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳川浩男,  立

花久大,  黒田美穂.  慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパ
チーにおける聴覚脳幹誘発電位の検討.  第39回日本臨床
神経生理学会学術大会 2009.11 小倉

田片将士,  柏村信一郎,  中込隆之,  斉野織恵,  中野亜紀
子,  盧山,  中込奈美,  田口明彦,  笠原由紀子,  三村治,  
松山知弘 .  実験的脳梗塞モデルにおける免疫動態の検
討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 2009.11 大阪

中野亜紀子,  中込隆之,  藤川昌敏,  盧山,  斉野織恵,  田片
将士,  中込奈美,  松山知弘,  田浦映恵,  田口明彦.  骨髄
単核球投与が脳梗塞後の脳血管内皮細胞と神経幹細胞
に及ぼす影響の検討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 
2009.11 大阪

團野大介,  立花久大,  奥智子,  小畔美弥子,  川端啓太,  柳
本富士雄,  村川和重,  西村裕之,  横田正幸,  岡本昌也.  
星状神経節ブロックが有用であった慢性連日性頭痛の３
例.  第37回日本頭痛学会総会 2009.11 宇都宮

小畔美弥子,  奥田文悟,  奥智子,  澁谷直美,  團野大介,  川
端啓太,  立花久大.  副鼻腔炎により群発頭痛類似の発作
を呈した2例.  第37回日本頭痛学会総会 2009.11 宇都宮

團野大介,  奥智子,  川端啓太,  立花久大.  突然発症し４ヶ
月症状が持続した新規発症持続性連日性頭痛（NDPH）
の１例.  第190回日本内科学会近畿地方会 2009.12 神戸

山西敏之,  川端啓太,  團野大介,  奥智子,  立花久大,  片岡
竜貴,  鳥井郁子,  西上隆之.  好酸球性胃腸炎の1例.  第
190回日本内科学会近畿地方会 2009.12 神戸

［研究会・講演会等］
立花久大.  非てんかん性異常脳波. （教育講演）第2回脳

波・筋電図セミナー 2009.2 京都
■その他■
立花久大.  プライマリケアにおける脳梗塞治療.  Medicament 

News 2009;1968:6-7.
立花久大.  パーキンソン病の治療戦略 ―患者の視点に立っ

て―. （特別講演）北九州レキップ学術講演会 2009.6 北
九州

松井聖博,  奥智子,  團野大介,  川端啓太,  立花久大.  Limb 
shakingを呈した内頚動脈閉塞症の１例.  第８回HGC病
診連携の会 2009.7 西宮

川端啓太.  高齢者に多い疾患の特徴C神経内科疾患.  兵庫
県介護支援専門員協会第３期指導者養成研修・主任介護
支援専門員研修 2009.8 神戸

川端啓太.  加齢と高齢者の疾病の特徴.  兵庫県介護支援
専門員協会第３期指導者養成研修・主任介護支援専門員
研修 2009.8 神戸

立花久大.  頭痛について.  2009年度インターカレッジ西宮 
大学共同講座（前期） 2009.9 西宮

川端啓太.  地域医療を支えるために.  第7回緑樹会明石支
部臨床研究会 2009.9 明石

立花久大.  パーキンソン病の治療戦略 ―患者の視点に立っ
て―.  第95回兵庫医科大学内科カンファレンス 2009.9 西
宮

立花久大.  パーキンソン病について.  難病相談会 2009.10 
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尼崎
立花久大 .  パーキンソン病の診断と治療のポイント ―診

断・申請から治療・フォローまで―.  明石医師会講演会 
2009.10 明石

小児科学
Pediatrics

■著書■
谷澤隆邦.  改正臓器移植法と子どもに関する諸問題.  日本

子どもを守る会  編.  子ども白書2009.  初版.  東京:草土
文化, 2009:106-8.

谷澤隆邦.  成長障害  H腎不全.  日本小児内分泌学会  編.  
小児内分泌学.  初版.  東京:診断と治療社, 2009:196-200.

谷澤隆邦.  9  家族性・遺伝性疾患／小児科の視点.  下条文
武  監.  専門医のための腎臓病学.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:381-4.

高木信明,  谷澤隆邦.  溶血性尿毒症症候群.  内山聖,  安次
嶺馨  編.  現場で役立つ小児救急アトラス.  初版.  東京:
西村書店, 2009:275-6.

服部益治.  小児医療とソーシャルワーク.  日本社会福祉士
会,  日本医療社会事業協会  編.  保健医療ソーシャル
ワーク実践2.  改訂.  東京:中央法規出版,  2009:221-6.

■学術論文■
［総説］
服部益治.  小児科医とチャイルドシート −CPSを知っていま

すか？−.  チャイルドヘルス 2009;12:328-31.
髙橋千晶,  齋藤優子,  皆川京子,  服部益治,  谷澤隆邦,  

玉置知子.  遺伝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.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2009;34:145-52.

前寛.  COACH症候群.  小児科診療 2009;72（増刊）:308.
［原著］
谷澤隆邦.  腎機能障害を伴った腎尿路異常症例の管理.  小

児外科 2009;41:164-8.
前川講平,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益

治,  谷澤隆邦.  小児期発症膜性腎症の臨床的検討.  日本
小児腎臓病学会雑誌 2009;22:6-12．

小川智美,  樋上敦紀,  海老名俊亮,  磯野員倫,  松井朝義,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  新生児破傷風の一例.  日本周産
期・新生児医学会雑誌 2009;45:918-21.

Takahashi C,  Kanazawa N,  Yoshikawa Y,  Yoshikawa R,  
Saitoh Y,  Chiyo H,  Tanizawa T,  Hashimoto-Tamaoki T,  
Nakano Y.  Germline PTCH1 mutations in Japanese 
basal cell nevus syndrome patients.  J Hum Genet 
2009;54:403-8. 

Morinishi Y,  Imai K,  Nakagawa N,  Sato H,  Horiuchi 
K,  Ohtsuka Y,  Kaneda Y,  Taga T,  Hisakawa H,  
Miyaji R,  Endo M,  Ohishi T,  Kamachi Y,  Akahane 
K,  Kobayashi C,  Tsuchida M,  Morio T,  Sasahara 

Y,  Kumaki S,  Ishigaki K,  Yoshida M,  Urabe T,  
Kobayashi N,  Okimoto Y,  Reichenbach J,  Hashii 
Y,  Tsuji Y,  Kogawa K,  Yamaguchi S,  Kanegane 
H,  Miyawaki T,  Yamada M,  Ariga T,  Nonoyama S.  
Identification of severe combined immunodeficiency 
by T-cell receptor excision circles quantification using 
neonatal guthrie cards.　J Pediatr 2009;155:829-33.

Hasegawa D,  Manabe A,  Yagasaki H,  Ohtsuka Y,  
Inoue M,  Kikuchi A,  Ohara A,  Tsuchida M,  Kojima 
S,  Nakahata T;Japanese Childhood MDS Study 
Group.  Treatment of children with refractory anemia: 
the Japanese Childhood MDS Study Group trial  

（MDS99）.  Pediatr Blood Cancer 2009;53:1011-5.
［症例報告］
谷知実,  澤井俊宏,  濱中佳奈,  堀田真紀子,  宗村純平,  岩

井勝,  野村康之,  竹内義博,  五月女隆男,  江口豊,  畑
中道代,  北野悦子,  北村肇,  高木信明,  谷澤隆邦.  抗
Factor H抗体による非典型的溶血性尿毒症症候群の1例.  
日本小児腎不全学会雑誌 2009;29:108-10.

前川講平,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  成長ホルモン治療中に発症したネフロー
ゼ症候群の２例.  日本小児腎臓病学会雑誌 2009;22:35-
40．

大塚欣敏,  岡本恭明,  柴野貴之,  中島有香,  小野淳一郎,  
服部益治,  谷澤隆邦.  高ＩｇＥ症候群の一例.  Medical 
Postgraduates 2009;47:115-9.

小川智美,  皆川京子,  磯野員倫,  樋上敦紀,  西山久美子,  
服部益治,  谷澤隆邦.  生後早期に発症した肥厚性幽門狭
窄症の１例.  Medical Postgraduates 2009;47:126-8．

柴野貴之,  前川講平,  田附裕子,  飯干泰彦,  澤木潤子,  前
寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  腎移植後にイレウスを繰り返
した乳児ネフローゼ症候群の１例.  日本小児腎不全学会
雑誌 2009;29:167-9.

藤森貴世子,  都築建三,  竹林宏記,  小野淳一郎,  谷澤隆
邦,  廣田誠一,  松田育雄,  岡秀樹,  阪上雅史.  上顎に発
生したランゲルハンス細胞組織球症の1症例.  耳鼻咽喉
科・頭頸部外科 2009;81:113-7.

■学会発表■
［国際学会］
Sawaki J,  Maekawa K,  Mae H,  Hattori M,  Tanizawa 

T.  Clinical effectiveness of efficacy of high-dose 
methylprednisolone pulse therapy combined with 
tonsillectomy in childhood IgA nephropathy.  7th 
Korea-Japan Pediatric Nephrology Seminar 2009.4 
Suwon

Ohtsuka Y,  Sugita M,  Nakajima Y,  Ono J,  Okamoto N,  
Yokokawa Y,  Yoneyama H,  Kaneko T,  Tanizawa T.  
Successful unrelated bone marrow transplantation for 
two patients with amegakaryocytic thrombocytopenia 
with radio-ulnar synostosis in Japan.  5th International 
Congress of the European Working Group（EWOG）on 
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MDS and Bone Marrow Failures  2009.4 Rotterdam
Yabe M,  Manabe A,  Ohtsuka Y,  Watanabe K,  

Imamura M,  Kaneda M,  Miyachi R,  Inagaki J,  
Ebihara Y,  Yoshida N,  Sakashita K,  Horibe K,  
Tsurusawa M; The JMML Committee of the Japanese 
Ped iatr ic Leukemia/Lymphoma Study Group.  
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
with fludarabine- containing regimen in children with 
juvenile myelomonocytic leukemia.  5th International 
Congress of the European Working Group（EWOG）on 
MDS and Bone Marrow Failures 2009.4 Rotterdam

［全国規模の学会］
服部益治,  川鰭市郎,  塙佳生,  秋山千枝子,  市川知則,  山

中龍宏.  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112回日本小児科学
会学術集会 2009.4 奈良

服部益治.  Child passenger safety（乗車中の子どもの安
全）とInjury prevention（傷害予防）. （シンポジウム）第
112回日本小児科学会学術集会 2009.4 奈良

前川講平,  川島文恵,  高木信明,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙
橋千晶,  前寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  小児期非典型的溶
血性尿毒症症候群の抗factor H抗体の検討.  第52回日本
腎臓学会学術総会 2009.6 横浜

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣,  小川智美,  皆川京子.  
超低出生体重児に発生した特発性胆道穿孔の1例.  第45
回日本周産期・新生児医学会学術集会 2009.7 名古屋

磯野員倫,  樋上敦紀,  小川智美,  皆川京子,  谷澤隆邦.  精
神神経疾患合併妊娠61例の検討.  第45回日本周産期・新
生児医学会学術集会 2009.7 名古屋

樋上敦紀,  磯野員倫,  小川智美,  皆川京子,  谷澤隆邦.  
Propranololが著効した双胎間輸血症候群受血児の一例.  
第45回日本周産期・新生児医学会学術集会 2009.7 名古
屋

［その他の学会］
中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  大塚欣敏,  谷澤隆邦.  

遷延する鼻出血を繰り返す１例.  第247回日本小児科学会
兵庫県地方会 2009.2 尼崎

岡本恭明,  中島有香,  小野淳一郎,  大塚欣敏,  谷澤隆邦.  
造血幹細胞移植を行った難治性, 再発AML２例.  第31回
日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

服部益治,  市川知則,  川鰭市郎,  塙佳生,  秋山千枝子,  山
中龍宏.  消えゆくチャイルドシート助成事業～日本の自治
体における助成事業は2001年から2008年でどう変わった
のか～.  第20回日本小児科医会総会フォーラム 2009.6 
東京

前寛,  柴野貴之,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  服部益
治,  谷澤隆邦.  扁桃腺摘出パルス療法後寛解し糸球体内
マクロファージ浸潤が減少したＩｇＡ腎症の１例.  第44回
日本小児腎臓病学会学術集会 2009.6 東京

柴野貴之,  前川講平,  澤木潤子,  前寛,  服部益治,  谷澤隆
邦.  運動後急性腎不全を呈した腎性低尿酸血症typeS1の

１例.  第44回日本小児腎臓病学会学術集会 2009.6 東京
中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  大塚欣敏,  谷澤隆邦.  

呼吸苦を契機に診断されたリンパ芽球型リンパ腫の一例.  
第22回近畿小児科学会 2009.3 西宮

三﨑真生子,  矢藤慎也,  西山久美子,  樋上敦紀,  磯野員
倫,  小川智美,  皆川京子,  服部益治,  谷澤隆邦.  新生児
期より観察したSotos症候群の２例.  第248回日本小児科
学会兵庫県地方会 2009.9 姫路

日野利治,  橋本寛,  上谷良行,  服部益治,  松浦伸郎,  竹島
泰弘,  坂本泉,  辰己和人,  大橋玉基,  毎原敏郎,  酒井國
安,  小林謙,  深谷隆,  相原浩輝,  中迫博英,  平瀬明彦,  
藤井栄一,  前田衛作,  太田國隆,  村上龍助,  山川勝,  吉
田真策,  山崎武美,  熊谷直樹.  兵庫県における小児救急
に関する保護者意識調査.  第248回日本小児科学会兵庫
県地方会 2009.9 姫路

日野利治,  上谷良行,  橋本寛,  服部益治,  松浦伸郎,  竹島
泰弘,  坂本泉,  辰己和人,  大橋玉基,  毎原敏郎,  酒井國
安,  小林謙,  深谷隆,  相原浩輝,  中迫博英,  平瀬明彦,  
藤井栄一,  前田衛作,  村上龍助,  山川勝,  吉田真策,  山
崎武美,  熊谷直樹.  2008年保護者小児救急意識調査に
おける自由記載意見.  第248回日本小児科学会兵庫県地
方会 2009.9 姫路

服部益治.  家族の傷害予防とチャイルドシート. （ランチョン
セミナー）日本家族看護学会第16回学術集会 2009.9 高
山 

山田英智,  三﨑真生子,  西山久美子,  柴野貴之,  西村実果,  
前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益治,  谷澤
隆邦.  移植後再発したネフローゼ症候群にリツキシマブ
投与を行った一例.  第31回日本小児腎不全学会学術集会 
2009.10 新潟

柴野貴之,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  扁摘ステロイドパルス療法を施行したIgG
腎症の1例.  第39回日本腎臓学会西部学術大会 2009.10 
和歌山

服部益治.  チャイルドシート使用100％へ,  ＣＰＳをご存じで
すか. （教育講演）第56回日本小児保健学会 2009.10 大
阪

小野淳一郎,  中島有香,  岡本恭明,  大塚欣敏,  谷澤隆邦.  
同一のWT1変異をみたウイルムス腫瘍一卵性双生児例.  
第25回日本小児がん学会 2009.11 千葉

中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  大塚欣敏,  池内浩基,  
森本高広,  谷澤隆邦.  ITPを合併した潰瘍性大腸炎の一
例.  第51回日本小児血液学会 2009.11 千葉

磯野員倫,  三﨑真生子,  矢藤慎也,  樋上敦紀,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  Kniest dysplasiaの1例.  第54回日
本未熟児新生児学会・学術集会 2009.11 横浜 

樋上敦紀,  三﨑真生子,  矢藤慎也,  磯野員倫,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  当院NICUにおけるノロウイルス感
染.  第54回日本未熟児新生児学会・学術集会 2009.11 横
浜 

三﨑真生子,  矢藤慎也,  樋上敦紀,  磯野員倫,  小川智
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美,  皆川京子,  谷澤隆邦.  遺伝子解析を行ったSotos症
候群の2例.  第54回日本未熟児新生児学会・学術集会 
2009.11 横浜 

［研究会・講演会等］
服部益治.  兵庫県西宮市におけるＢＣＧ個別接種の現状.  
（指定講演）第4回ＢＣＧ接種研修会 2009.1 東京

前寛,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  服部益治,  谷澤隆
邦.  12歳で発見された逆流性腎症の1例.  第17回日本逆流
性腎症フォーラム 2009.1 枚方

服部益治.  小児の初期救急の対応.  平成20年度兵庫県医
師会小児救急医療アドバンス研修会 2009.2 神戸

三﨑真生子,  池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨
田尚裕,  大塚欣敏,  谷澤隆邦,  森本高広.  術前にITPを
合併した潰瘍性大腸炎の１手術例.  第９回日本小児IBD
研究会 2009.2 大阪

岡本恭明,  藤田重一,  小野淳一郎,  大塚欣敏,  有田憲生,  
谷澤隆邦.　眼瞼下垂を主訴に脳腫瘍が疑われた一例.第
31回近畿小児がん研究会 2009.3 兵庫

服部益治.  正しいＢＣＧ接種について.  平成21年度海南市
医師会講演会 2009.3 海南

三﨑真生子,  前川講平,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙橋千晶,  
前寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  ステロイドパルス療法が奏
功した膜性増殖性糸球体腎炎typeⅢの一例.  第39回近
畿小児腎臓病研究会 2009.3 大阪

服部益治.  ＢＣＧの個別接種化に向けて.  平成21年度三木
市医師会講演会 2009.4 三木

服部益治.  結核予防対策.  平成21年度大阪市医師会講演
会 2009.4 大阪

Ohtsuka Y.  Committee of JMML in JPLSG.  Prospective,  
non-randamaized,  multi-center study for Busulfan 

（I.V）, Fludarabine, and Melphalan fol lowed by 
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
for children with Juvenile Myelomonocytic Leukemia  

（JMML）.  第14回小児骨髄異形成症候群治療研究会 
2009.5 名古屋

澤木潤子,  柴野貴之,  前川講平,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  扁桃摘出術後ステロイドパルス療法を行
い, 経時的腎生検を検討したIgA腎症３例.  第52回兵庫
県小児腎臓懇話会 2009.7 神戸

前川講平,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  カクテル療法後,  扁摘パルス＋ミゾリビン
後療法を行なった重症ＩｇＡ腎症の一例.  第13回兵庫県
腎疾患治療懇話会 2009.7 神戸

服部益治.  ＢＣＧの意義と接種法.  平成21年度貝塚市医師
会学術講演会 2009.7 貝塚

谷澤隆邦.  腎と成長の最近の話題. （教育講座）釧路市医
師会・釧路市小児科医会学術講演会 2009.9 釧路

服部益治.  Stop TBの方策.  平成21年度豊中市医師会講演
会 2009.9 豊中

岡本恭明.  骨痛を主訴に来院された女児2例.  西宮市小児
科医会学術講演会 2009.9 西宮　

服部益治.  健康科学・医療の原点の生命倫理.  2009海外医
学研修報告会 2009.10 枚方

服部益治.  児救急 −これだけは見逃さない−.  平成21年度
淡路島緑樹会講演会 2009.10 洲本

服部益治.  小児の抗菌薬の考え方,  使い方.  平成21年度兵
庫県医師会小児救急医療アドバンス研修会 2009.10 神戸

前川講平,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  胆道閉鎖症術後７年で発症した肝性腎症
の一例.  第40回近畿小児腎臓病研究会 2009.11 大阪

服部益治.  子どもの不慮の死を防ぐ.  平成21年度兵庫県救
急医療研究会 2009.11 神戸

大塚欣敏,  中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  谷澤隆邦.  
血友病外来での問題点.  第6回兵庫県小児血液懇話会 
2009.11 神戸

磯野員倫,  三﨑真生子,  山田英智,  樋上敦紀,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  新生児低血糖症例の検討.  第39回
阪神周産期勉強会 2009.11 西宮

服部益治.  小児の外来治療薬の動向と使い方.  平成21年度
守口市医師会学術講演会 2009.12 守口

■その他■
服部益治.  世界の子供が抱える難問.  小児保健ひょうご 

2009.3.5:26.
皆川京子.  発達障害の診断について,  NICU卒業生フォロー

アップ外来,  各専門外来の中から.  シンポジウム発達障
害児の診断を考える 2009.4 西宮

服部益治.  ＢＣＧ個別接種の現状.  BCG接種後の諸問題と
SCIDの早期発見発表資料集 2009.4.24:13.

谷澤隆邦.  どうすればいいの？子どものおねしょ  気になる
背の伸び,  からだの発育.  子ども健康フォーラム 2009.5 
西宮

服部益治.  日本脳炎ワクチンの勧め.  神戸新聞 2009.5.4:16.
服部益治.  学校感染症の予防と対応.  平成21年度学校保

健研修会 2009.7 西宮
服部益治.  インフルエンザ,  どう考え,  どうすればよいか.  

友愛会第４回みんなの健康講座 2009.10 大阪
岡本恭明.  こどもの感染症.  兵庫医科大学市民健康講座 

2009.12 西宮
服部益治.  経口補水療法 −自宅で点滴を飲む？,  下痢・お

う吐にまず１本−.  Happy-Note 2009;（秋号）:59.
服部益治.  新型インフルエンザを考える.  毎日放送「ちちん

ぷいぷい」 2009.10.30
服部益治.  新型インフルエンザと経口補水療法.  毎日放送

「ちちんぷいぷい」 2009.11.10
服部益治.  新型インフルエンザの現状.  毎日放送「ちちんぷ

いぷい」 2009.12.1
服部益治.  新型インフルエンザワクチンＱ＆Ａ.  神戸新聞 

2009.12.5:27.
服部益治.  新型インフルエンザ−子どもが感染したら.  神戸

新聞 2009.12.19:22.
服部益治.  子どもの救急箱「常備したいもの」.  Happy-

Note 2009;（臨時増刊号）:19.
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谷澤隆邦.  第18回日本小児泌尿器科学会.  Urology Today  
2009;16:44-5.

放射線医学
Radiology

■著書■
石藏礼一,  安藤久美子.  脱髄:変性疾患  脱髄疾患.  細矢

貴亮,  宮坂和男,  佐々木真理,  百島祐貴  編.  脳脊髄の
MRI.  第2版.  東京:メディカル・サイエンス・インターナ
ショナル, 2009:333-70．

石藏礼一,  安藤久美子,  大場洋.  脱髄:変性疾患  先天性
代謝疾患.  細矢貴亮,  宮坂和男,  佐々木真理,  百島祐貴  
編.  脳脊髄のMRI.  第2版.  東京:メディカル・サイエンス・
インターナショナル, 2009:371-416.

安藤久美子,  石藏礼一.  2.周産期低酸素性虚血性脳症.  甲
田英一,  伊川廣道,  山下直哉  編.  臨床研修医のための
画像医学教室  小児科領域.  東京:医療科学社, 2009:23-
7．

山本聡,  廣田省三.  腎移植とIVR.  高橋公太  編.  腎移植
のすべて.  東京:メジカルビュー社, 2009:380-1.

■学術論文■
［総説］
井上裕之 ,  田ノ岡征雄 ,  中川英雄,  酒井敏行,  小田雅

彦,  平山伸一,  安政勝己,  坂本清,  土井啓至,  冨士原将
之,  髙田康弘,  上紺屋憲彦,  廣田省三.  Image Analysis 
Software Next Advancess 次世代の画像解析ソフトウェ
アポータルイメージ−DRR自動照合ソフトウェアの開発.  
Innervision 2009;24:22-3.

井上裕之,  田ノ岡征雄,  中川英雄,  酒井敏行,  小田雅彦,  
平山伸一,  安政勝己,  坂本清,  土井啓至,  冨士原将之,  
髙田康弘,  上紺屋憲彦,  廣田省三.  次世代の画像解析ソ
フトウェア  ポータルイメージ−DRR  自動照合ソフトウェ
アの開発.  Innervision 2009;24:106-7．

廣田省三,  小林薫,  古川佳孝,  加古泰一,  山本聡,  新井桂
介,  前田弘彰.  門脈圧亢進症のIVR B-RTOを中心とした
治療戦略.  Innervision 2009;24:11-4.

前田弘彰,  山本聡,  古川佳孝,  加古泰一,  新井桂介,  小林
薫,  廣田省三.  肝胆膵脾.  臨床画像 2009;25:977-83.

廣田省三,  坂本清,  山本聡,  小林薫,  髙田恵広,  古川佳孝,  
加古泰一,  新井桂介,  前田弘彰,  石藏礼一,  鎌倉敏子.  
Cone-beam CT機能とIVRの有用性から見たFPD技術の
進歩.  新医療 2009;36:76-9.

山本新吾,  野島道生,  滝内秀和,  田ノ岡征雄,  石藏礼一,  
上紺屋憲彦,  廣田省三,  島博基.  血管navigation.  腎移
植・血管外科 2009;20:140-9.

田中文啓,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展
行,  奥村好邦,  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,  坪田紀明,  上
紺屋憲彦,  冨士原将之 ,  辻村亨,  長谷川誠紀 ,  中野

孝司.  胸膜中皮腫に対する集学的治療に向けて.  肺癌 
2009;49:392-6.

田中文啓,  長谷川誠紀,  岡田守人,  山中竹春,  福岡和也,  
副島俊典,  上紺屋憲彦,  井内康輝,  辻村亨,  中野孝司.  
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.  肺癌 2009;49:403-8.

［原著］
広田佐栄子,  清水雅史,  久保田智之,  内田伸恵,  平塚純一,  

髙田康弘,  宮脇大輔,  辻野佳世子,  金岡徳芳,  泉山一隆,  
祖父江慶太郎.  アレルギー素因と乳癌放射線治療後の肺
有害事象に関する検討  慢性好酸球肺炎（CEP）および
特発性器質化肺炎（COP）を含めて.  日本放射線腫瘍学
会誌 2009;19:109-16．

土井啓至,  上紺屋憲彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  井上裕
之,  田ノ岡征雄,  坪井慶太,  志方敏幸,  濱口常男,  門林
宗男,  廣田省三.  ラット放射線性直腸粘膜障害モデルを
用いた亜鉛製剤の有効性の評価.  日本放射線腫瘍学会
誌 2009;21:149-54.

Yamamoto S,  Tanooka M,  Ando K,  Yamano T,  Ishikura R,  
Nojima M,  Hirota S,  Shima H.  Diagnostic accuracy 
of a volume-rendered computed tomography movie 
and other computed tomography-based imaging 
methods in assessment of renal vascular anatomy for 
laparoscopic donor nephrectomy.  Int Urol Nephrol 
2009;41:785-90.

池田譲太,  森川努,  長見ゆき,  石藏礼一,  安藤久美子,  山
野理子,  福田有子,  髙田恵広,  小川理世,  廣田省三,  井
上淳一,  入江美和.  中心静脈ポート留置における各種合
併症の検討.  臨床放射線 2009;54:303-9．

Numasaki H,  Teshima T,  Shibuya H,  Nishio M,  Ikeda 
H,  Ito H,  Sekiguchi K,  Kamikonya N,  Koizumi 
M,  Tago M,  Nagata Y,  Masaki H,  Nishimura T,  
Yamada S;Japanese Society of Therapeutic Radiology 
and Oncology Database Committee.  Nat iona l 
structure of radiation oncology in Japan with special 
reference to designated cancer care hospitals.  Int J 
Clin Oncol 2009;14:237-44.

手島昭樹,  沼崎穂高,  渋谷均,  西尾正道,  池田恢,  関口建
次,  上紺屋憲彦,  小泉雅彦,  多湖正夫,  安藤裕,  塚本信
宏,  寺原敦朗,  中村和正,  光森通英,  西村哲夫,  晴山
雅人.  全国放射線治療施設の2007年定期構造調査報告 

（第1報）.  日本放射線腫瘍学会誌 2009;21:113-25. 
手島昭樹，沼崎穂高，渋谷均，西尾正道，池田恢，関口建

次，上紺屋憲彦，小泉雅彦，多湖正夫，安藤裕，塚本信
宏，寺原敦朗，中村和正，光森通英，西村哲夫，晴山雅
人．全国放射線治療施設の2007年定期構造調査報告（第
2報）．日本放射線腫瘍学会誌 2009；21：127-38.

［症例報告］
東直人,  髙田恵広,  西岡亜紀,  神田ちえり,  関口昌弘,  北

野将康,  黒岩孝則,  橋本尚明,  松井聖,  岩崎剛,  佐野
統.  気道病変をCTで定量的に評価できた再発性多発性
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軟骨炎の一例.  日本臨床免疫学会会誌 2009;32:279-84.
末永浩一,  渡邊将平,  梶山幸司,  安藤久美子,  芳川浩男.  

Charcot-Marie-Tooth病（CMT-1A）にみられた腰椎神経
根の肥厚.  神経内科 2009;70:419-20.

■学会発表■
［国際学会］
Fukuda Y,  Horng A,  Weber J,  Hirota S,  Reiser MF,  

Glaser C.  Intravendor interscanner variability of T2 
relaxation times in human tibial cartilage at 1.5T 
and 3T.  European Society of Radiology（ECR2009） 
2009.3 Vienna

Kamikonya N,  Doi H,  Inoue H,  Tanooka M,  Takada 
Y,  Fujiwara M,  Tsuboi K,  Hirota S,  Shikata T,  
Kadobayashi M.  Fundamental study of polaprezinc 
suppositories in the prevention of acute radiation 
proctitis in rats.  34th European Society for Medical 
Oncology（ESMO2009） 2009.9 Berlin

Tsujino K,  Kashihara K,  Kotani S,  Imanaka K,  Takada 
Y,  Uno T,  Hirata H,  Kaneyasu Y,  Sekiguchi K,  Ogo 
E.  A survey of the inflammatory skin recurrence 

（ISR）correspond ing to the a rea of prev ious 
irradiation after postoperative radiotherapy for breast 
cancer.  American Society for Radiation Oncology 

（ASTRO2009） 2009.11 Chicago 
［全国規模の学会］
前田弘彰.  門脈圧亢進症のIVR. （教育講演）第68回日本

医学放射線学会総会・学術集会 2009.4 横浜
石藏礼一,  安藤久美子,  山野理子,  福田有子,  小川理世,  

中尾宣夫,  廣田省三,  島田達治,  谷口緑,  冨永了.  小脳
橋角部髄膜腫と神経鞘腫の鑑別における3T磁化率協調
像（PRESTO）の有用性.  第68回日本医学放射線学会総
会・学術集会 2009.4 横浜

小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  古川佳孝,  小竹正
昌,  植田毅,  楢崎勝弘,  林孝之,  廣田省三.  肝性脳症を
伴う巨大mesocaval shuntに対するIVRの検討.  第68回
日本医学放射線学会総会・学術集会 2009.4 横浜

長見ゆき,  廣田省三,  石藏礼一,  安藤久美子,  山野理子,  
福田有子,  髙田恵広,  森川努,  池田譲太,  島谷響子.  3T
磁化率強調像（PRESTO）における転移性脳腫瘍放射線
治療後の信号変化.  第68回日本医学放射線学会総会・学
術集会 2009.4 横浜

福田有子,  Horng A,  Raya J,  Weber J,  安藤久美子,  石
藏礼一,  Reiser M,  廣田省三,  Glaser C.  3TMRI T2
マッピングによる脛骨軟骨T2値の評価  1.5Tとの比較.  
第68回日本医学放射線学会総会・学術集会 2009.4 横浜

土井啓至,  井上裕之,  上紺屋憲彦,  髙田康弘,  冨士原将
之,  入江美和,  小田雅彦,  濱口常男,  門林宗男,  廣田省
三.  放射線性直腸粘膜障害評価用の動物実験モデル作
成と亜鉛製剤投与.  第68回日本医学放射線学会総会・学
術集会 2009.4 横浜

髙田康弘,  田ノ岡征雄,  土井啓至,  井上裕之,  冨士原将

之,  上紺屋憲彦,  坪井慶太,  和泉正幸,  中川英雄,  廣田
省三.  前立腺癌小線源治療における線源確認のための
MIP画像の有用性.  第68回日本医学放射線学会総会・学
術集会 2009.4 横浜

前田弘彰,  阿知波左千子,  小林薫,  加古泰一,  新井桂介,  
井上淳一,  末定靖英,  中尾宣夫,  廣田省三.  Ring type
胃腎シャントに対するB-RTOの工夫.  第68回日本医学放
射線学会総会・学術集会 2009.4 横浜

上紺屋憲彦,  土井啓至,  田ノ岡征雄,  井上裕之,  髙田康
弘,  冨士原将之,  廣田省三.  放射線治療の現場から「が
んプロフェッショナル養成プラン」を考える. （シンポジウ
ム）第47回日本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

山本聡.  内臓動脈瘤の塞栓術. （教育講演）第45回日本医
学放射線学会秋季臨床大会 2009.10 和歌山

前田弘彰,  小林薫,  山本聡,  新井桂介,  加古泰一,  古川佳
孝,  若田ゆき,  髙田恵広,  石藏礼一,  廣田省三.  解剖を
中心に. （教育講演）第45回日本医学放射線学会秋季臨
床大会 2009.10 和歌山

［その他の学会］
小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  阿知波左千子,  

古川佳孝,  廣田省三.  巨大Mesocaval shuntに対して
B-RTOを行った3症例.  第25回日本IVR学会関西地方会 
2009.2 大阪

髙田康弘,  土井啓至,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  廣田省
三,  上田康生,  樋口喜秀,  山本新吾,  島博基.  当院にお
ける前立腺癌I-125密封小線源治療の経験と現状.  第291
回日本医学放射線学会関西地方会 2009.2 大阪

石藏礼一,  安藤久美子,  長見ゆき,  髙田恵広,  廣田省三,  
池田譲太,  森川努.  3T磁化率強調画像（PRESTO）転移
性脳腫瘍の治療前およびガンマナイフ治療後の変化.  第
38回日本神経放射線学会 2009.2 水戸

石藏礼一,  安藤久美子,  長見ゆき,  髙田恵広,  廣田省三,  
池田譲太,  森川努.  悪性グリオーマと原発性脳悪性リン
パ腫の鑑別における磁化率強調画像の有用性.  第38回日
本神経放射線学会 2009.2 水戸

石藏礼一.  小児・先天異常の画像診断. （教育講演）第32回
日本脳神経CI学会総会 2009.3 京都

髙田恵広,  白川学,  前野和重,  若田ゆき,  安藤久美子,  石
藏礼一,  有田憲生,  廣田省三.  頚動脈ステント留置術を
施行した大動脈炎症候群の一例.  第8回日本頸部脳血管
治療学会 2009.5 北九州

冨士原将之,  山本聡,  土井啓至,  髙田康弘,  石藏礼一,  上
紺屋憲彦,  廣田省三,  森寺邦康,  野口一馬,  寺田友紀.  
頭頸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.  第33回日本頭頸部癌学会 2009.6 札幌

古川佳孝,  小林薫,  若田ゆき,  髙田恵広,  山本聡,  新井桂
介,  前田弘彰,  石藏礼一,  廣田省三.  腹腔動脈と上腸間
膜動脈の同時狭窄に対してIVRで治療し得た1例.  第26
回日本IVR学会関西地方会（第47回関西IVR研究会） 
2009.6 大阪

髙田恵広,  石藏礼一,  若田ゆき,  安藤久美子,  廣田省三,  
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琴浦規子,  榎卓也,  白川学,  有田憲生.  ASL（Arterial 
Spin Labeling）法による脳灌流画像の初期経験.  第292
回日本医学放射線学会関西地方会（364回レントゲンアー
ベント） 2009.7 大阪

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  髙田康
弘,  冨士原将之,  坪井慶太,  廣田省三,  志方敏幸,  濵口
常男,  門林宗男.  放射線性直腸炎に対する亜鉛製剤経直
腸投与が有効であった症例.  第292回日本医学放射線学
会関西地方会（364回レントゲンアーベント） 2009.7 大阪

小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  阿知波左千子,  加
古泰一,  古川佳孝,  髙田恵広,  若田ゆき,  小竹正昌,  石
藏礼一,  廣田省三.  B-RTOの治療成績とB-RTO後の肝
機能改善が肝硬変に及ぼす影響についての検討.  第38回
日本IVR学会総会 2009.8 大阪

山本聡,  古川佳孝,  阿知波左千子,  髙田恵広,  新井桂介,  
小林薫,  前田弘彰,  廣田省三.  脾動脈瘤コイル塞栓術の
適応における術後脾梗塞の検討.  第38回日本IVR学会総
会 2009.8 大阪

前田弘彰,  阿知波左千子,  小林薫,  古川佳孝,  加古泰一,  
若田ゆき,  髙田恵広,  山本聡,  新井桂介,  石藏礼一,  廣
田省三.  Ring typeの胃腎シャントに対するB-RTO.  第38
回日本IVR学会総会 2009.8 大阪

新井桂介,  小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  阿知波左千子,  髙
田恵広 ,  古川佳孝,  廣田省三 .  肝性脳症を伴う巨大
mesocaval shuntに対するIVRの検討.  第38回日本IVR
学会総会 2009.8 大阪

髙田恵広,  白川学,  古川佳孝,  阿知波左千子,  若田ゆき,  
山本聡,  新井桂介,  小林薫,  池田譲太,  安藤久美子,  前
田弘彰,  前野和重,  石藏礼一,  有田憲生,  廣田省三.  破
裂解離性脳動脈瘤に対しステントアシスト下で瘤内塞栓術
を施行した1例.  第38回日本IVR学会総会 2009.8 大阪

古川佳孝,  前田弘彰,  小林薫,  山本聡,  新井桂介,  阿知波
左千子,  加古泰一,  若田ゆき,  髙田恵広,  石藏礼一,  廣
田省三.  肝性脳症をきたした巨大なmesocaval shuntと
腸間膜動脈瘤をIVRで治療した1例.  第38回日本IVR学
会総会 2009.8 大阪

髙田康弘,  土井啓至,  冨士原将之,  田ノ岡征雄,  井上裕
之,  坪井慶太,  和泉正幸,  小田雅彦,  上紺屋憲彦,  廣
田省三.  当院における骨転移症例に対する緩和放射線治
療の現状と分析.  日本放射線腫瘍学会第22回学術大会 
2009.9 京都

冨士原将之,  山本聡,  野口一馬,  森寺邦康,  土井啓至,  髙
田康弘,  石藏礼一,  上紺屋憲彦,  浦出雅裕,  廣田省三.  
口腔癌に対する超選択的動注化学療法併用放射線治療.  
日本放射線腫瘍学会第22回学術大会 2009.9 京都

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  髙田康
弘,  冨士原将之,  志方敏幸,  濱口常男,  門林宗男,  廣田
省三.  放射線性直腸炎に対する亜鉛製剤経直腸投与の
経験.  日本放射線腫瘍学会第22回学術大会 2009.9 京
都

前田弘彰,  小林薫,  古川佳孝,  加古泰一,  髙田恵広,  山本

聡,  新井桂介,  石藏礼一,  廣田省三.  B-RTOの難渋例の
検討.  第16回日本門脈圧亢進症学会総会 2009.9 福島

小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  古川佳孝,  廣田省
三.  肝性脳症を伴う巨大mesocaval shuntに対するIVR
の治療成績.  第16回日本門脈圧亢進症学会総会 2009.9 
福島

若田ゆき,  石藏礼一,  髙田恵広,  安藤久美子,  廣田省三,  
森鑑二,  有田憲生.  3T磁化率強調像（PRESTO）におけ
る転移性脳腫瘍ガンマナイフ治療後の信号変化.  第37回
日本磁気共鳴医学会大会 2009.10 横浜

石藏礼一,  安藤久美子,  若田ゆき,  髙田恵広,  山野理子,  
廣田省三,  森鑑二,  有田憲生.  小脳橋角部髄膜腫と神経
鞘腫の鑑別における3T磁化率強調像（PRESTO）の有用
性.  第37回日本磁気共鳴医学会大会 2009.10 横浜

若田ゆき,  石藏礼一,  髙田恵広,  安藤久美子,  廣田省三,  
藤本裕子,  小橋昌司.  小児脳診断支援システムの開発―
乳幼児頭部MRIを用いた計算診断支援システム.  第37回
日本磁気共鳴医学大会 2009.10 横浜

志方敏幸,  中村豪志,  日笠真一,  濱口常男,  門林宗男,  土
井啓至,  上紺屋憲彦.  ポラプレジンク坐剤の安定性と難
治性出血性放射線直腸炎に対する臨床評価.  第19回日
本医療薬学会年会 2009.10 長崎

髙田恵広,  白川学,  前野和重,  若田ゆき,  安藤久美子,  石
藏礼一,  有田憲生,  廣田省三.  大動脈炎症候群に対して
頚動脈ステント留置術を施行した一例.  第25回日本脳神
経血管内治療学会総会 2009.11 富山

［研究会・講演会等］
髙田恵広,  高山勝年,  石藏礼一,  和田敬,  中川一郎,  黒川

紳一郎,  中川裕之,  吉川公彦.  左鎖骨下動脈慢性期閉塞
症に対するステント留置術を施行した1例.  第37回近畿脳
神経血管内手術法ワークショップ 2009.1 三重

上紺屋憲彦,  土井啓至,  髙田康弘,  冨士原将之,  廣田省
三.  高精度放射線治療の進歩と課題.  第9回兵庫がん治
療・細胞療法研究会 2009.1 神戸

石藏礼一.  中枢神経領域での先天奇形 ―MRIを中心に―.  
（特別講演）第23回誰にでもわかる画像診断の会 2009.2 
大阪

石藏礼一.  大規模災害の経験と今後の課題:中央部門として
の放射線部の立場から. （特別講演）医療安全対策講演
会 2009.3 栃木

石藏礼一.  大規模災害時において中央放射線部に何が求
められるか―阪神淡路大震災とＪＲ尼崎脱線事故の経
験から―. （特別講演）第9回山形デジタル画像セミナー 
2009.3 山形

山本聡,  廣田省三,  阿知波左千子,  古川佳孝,  小林薫,  新
井桂介,  前田弘彰.  肝癌に対するコーンビームCTの有用
性−CBCT-APの肝癌検出法−MDCTとの比較.  第45回
日本肝癌研究会 2009.6 福岡

髙田恵広,  白川学,  若田ゆき,  山野理子,  安藤久美子,  前
田弘彰,  前野和重,  石藏礼一,  廣田省三.  破裂椎骨動
脈解離に対するステントアシスト下での瘤内塞栓術の1例.  
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第16回兵庫県IVR懇話会 2009.10 神戸
石藏礼一,  安藤久美子,  若田ゆき,  髙田恵広,  廣田省三,  

藤本裕子,  小橋昌司.  小児脳診断支援システムの開発  
乳幼児頭部MRIを用いた計算診断支援システム.  第4回
小児神経放射線研究会 2009.10 京都

石藏礼一.  中枢神経領域におけるMRI SWIの有用性につ
いて−脳腫瘍中心に−. （特別講演）第27回耳学問の会 
2009.11 東京

廣田省三.  Vascular intervention for portal hypertension.  
（特別講演）STAR Program2009,  第41回Radiology 
Update学術講演会 2009.11 東京

■その他■
Moritan i T,  K irby P,  Smoker WRK,  Ando K ,  

Kobayashi N,  Sato Y.  Spectrum of symmetric 
cytotoxic edema in the corpus callosum with or 
without matter involvement:CNS cytokinopathy?.  
Neurographics 2009;7:5．

上紺屋憲彦.  高精度放射線治療の進歩と課題. （教育講
演）第4回灘区医師会生涯教育・学術講演会 2009.10 神戸

山野理子.  乳がんの画像診断（マンモグラフィー・MRIを中
心に）. （教育講演）平成21年度日本病入り学会近畿支部
市民公開講座 2009.11 西宮

 

精神科神経科学
Neuropsychiatry

■著書■
守田嘉男.  9 高齢者の薬物療法.  日本老年精神医学会  編.  

老年精神医学講座  総論.  改訂. 東京:ワールドプランニン
グ, 2009:143-54.

高長明律.  種々の抗精神病薬を試みた後, アリピプラゾール
へのスイッチングにより症状が安定した初発統合失調症
の1症例.  上島国利  監.  実践にいかすアリピプラゾール
症例集 2. スイッチング例編. 東京:メディカルレビュー社, 
2009:114-5．

植木昭紀.  早期受診の意義を考える.  浦上克哉  編,  大内
尉義  監.  老年医学の基礎と臨床 2 認知症学とマネジメ
ント. 東京:ワールドプランニング, 2009:405-9.

植野秀男.  統合失調症の初発エピソードにブロナンセリン投
与が有効であった1例.  村崎光邦  編.  ブロナンセリン100
の報告. 東京:星和書店, 2009:28-9.

Kitanaka J,  Kitanaka N,  Tatsuta T,  Morita Y,  Kinoshita 
H,  Takemura M.  Regulating the expression patterns 
of bizarre behav ior: a therapeut ic opt ion for 
amphetamine-type drug-induced stereotypy?  In: 
Columbus AM ed.  Advances in Psychology Research 

（60）.  New York: Nova Science Publishers, 2009:143-
54.

■学術論文■
［総説］

植木昭紀 .  認知症の行動心理症状に対する薬物療法−
抗精神病薬を用いた治療を中心に−.  精神神経学雑誌 
2009;111:49-56.

守田嘉男,  西井理恵 .  認知症における行動・心理症状 
（BPSD）.  仁明会精神医学研究 2009;6:9-14.

植木昭紀 ,  佐藤典子.  認知症における行動・心理症状 
（BPSD）の薬物療法−抗精神病薬および抗うつ薬を中心
に−.  仁明会精神医学研究 2009;6:15-24.

［原著］
佐藤典子,  植木昭紀,  植野秀男,  眞城英孝,  守田嘉男.  

Alzheimer病の発症,  進行とニコチン性アセチルコリン受
容体β2遺伝子多型との関連.  神経内科 2009;70:197-9．

Kitanaka J,  Kitanaka N,  Tatsuta T,  Hall FS,  Uhl GR,  
Tanaka K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura M.  
Sigma1 receptor antagonists determine the behavioral 
pattern of the methamphetamine-induced stereotypy 
in mice.  Psychopharmacology（Berl） 2009;203:781-
92.

Sato N,  Ueki A,  Ueno H,  Shinjo H,  Morita Y.  Dopamine 
D3 receptor gene polymorphism inf luences on 
behavioral and psychological symptoms of dementia 

（BPSD）in mild dementia of Alzheimer’s type.  J 
Alzheimers Dis 2009;17:441-8.

Nishii R,  Ohara K,  Nishikawa S,  Nakajima T,  Takauchi 
S,  Kokai M,  Morita Y.  Influence of different forms 
of expanded polyglutamine-containing aggregates on 
the distribution and size of neurons in Huntington’
s disease.  Hyogo Ika Daigaku Igakkai Zasshi（Acta 
Med Hyogo） 2009;34:101-15.

［症例報告］
岩永伴久,  森脇大裕,  大原一幸,  植野秀男,  奥野哲平,  北

浦寛史,  眞城英孝,  守田嘉男.  バルプロ酸ナトリウムによ
る Drug-Induced Hypersensitivity Syndrome（DIHS）
を呈した躁うつ病の1例.  精神医学 2009;51:57-62.

森脇大裕,  岩永伴久,  植野秀男,  眞城拓志,  眞城英孝,  大
原一幸,  守田嘉男.  ADPKDを背景にリチウム中毒を呈し
た躁うつ病の1例.  精神科 2009;15:178-82.

■学会発表■
［国際学会］
Morita Y.  The neuropsychological aspect of epilepsy.  

The Kobe C on ference o f t he I nt er nat i ona l 
Neuropsychiatric Association 2009.9 Kobe

Ueki A,  Sato-Uwa N,  Ueno H,  Shinjo H,  Morita Y.  
Role of dopamine D3 receptor gene polymorphism 
in susceptibility to behavioral and psychological 
symptoms of dement ia in pat ients with mi ld 
Alzheimer’s disease.  The Kobe Conference of the 
International Neuropsychiatric Association 2009.9 
Kobe

Sato-Uwa N,  Ueki A,  Ueno H,  Shinjo H,  Morita 
Y.  Relationship between polymorphism nicotinic 
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acetylchol i ne receptor β2-subun it gene and 
prevalence of cognit ive decl ine in Alzheimer’s 
disease. The Kobe Conference of the International 
Neuropsychiatric Association 2009.9 Kobe

Tatsuta T,  Takao M,  Kitaura H,  Kunitomi A,  Iwanaga 
T,  Ueno H,  Kokai M,  Morita Y.  Successful treatment 
of prolactinoma with aripiprazole monotherapy 
in schizophrenia.  The Kobe Conference of the 
International Neuropsychiatric Association 2009.9 
Kobe

Nishi i R ,  Ohara K ,  Nishikawa S,  Takanaga A ,  
Takauchi S,  Morita Y.  Influence of different forms 
of expanded polyglutamine-containing aggregates 
on neuropatholog ica l degree in Hunt ing ton’s 
disease.  The Kobe Conference of the International 
Neuropsychiatric Association 2009.9 Kobe

Kitanaka N,  Kitanaka J,  Tatsuta T,  Tanaka K,  Watabe 
K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura M.  Effect of 
low-dose clorgyline on methamphetamine-induced 
conditioned place preference in rats.  The 1st Meeting 
of the Asian College of Neuropsychopharmacology 
2009.11 Kyoto

Kitanaka J,  Kitanaka N,  Tatsuta T,  Miyoshi A,  Koumoto 
A,  Tanaka K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura 
M.  Attenuation by L-histidine of methamphetamine-
induced stereotypical biting in mice.  The 1st Meeting 
of the Asian College of Neuropsychopharmacology 
2009.11 Kyoto

［全国規模の学会］
北中順惠,  北中純一,  田中康一,  立田知大,  渡部要,  守田

嘉男,  西山信好,  竹村基彦.  マウスの覚せい剤退薬時不
安様症状と脳モノアミン代謝回転との関係について.  第
82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

北中純一,  北中順惠,  田中康一,  立田知大,  守田嘉男,  西
山信好,  竹村基彦.  マウスにおけるメタンフェタミン誘発
常同行動の発現パターン変化に対する特定の神経系調節.  
第82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

高長明律,  岩永伴久,  北浦寛史,  佐藤典子,  森脇大裕,  奥
野哲平,  眞城拓志,  大原一幸,  守田嘉男.  精神科病棟へ
の入院に至ったHIV感染者6例の臨床的検討.  第105回日
本精神神経学会学術総会 2009.8 神戸

西川慎一郎,  大原一幸,  西井理恵,  高長明律,  守田嘉男.  
統計画像解析ソフトeZISによる脳血流SPECTの検討.  
第105回日本精神神経学会学術総会 2009.8 神戸

大原一幸,  西井理恵,  西川慎一郎,  高長明律,  守田嘉男.  
言語性精神運動幻覚について−憑依体験で発症し独語を
主症状とする例および強迫性障害例からの検討−.  第105
回日本精神神経学会学術総会 2009.8 神戸

大原一幸,  藏田雅世,  國富晶絵,  高尾真紀,  西井理恵,  植
野秀男,  守田嘉男.  人前でのみ強迫様症状を呈した神
経梅毒の一例.  第105回日本精神神経学会学術総会 

2009.8 神戸
西井理恵,  大原一幸,  藏田雅世,  高尾真紀,  岩永伴久,  西

川慎一郎,  高長明律,  守田嘉男.  当初,  脳波と精神病像
との逆相関現象を認めたが,  その後この現症が消失した
てんかん精神病の一症例.  第105回日本精神神経学会学
術総会 2009.8 神戸

［その他の学会］
高尾真紀,  國富晶絵,  立田知大,  北浦寛史,  植野秀男,  大

原一幸,  守田嘉男.  プロラクチン産生腫瘍を合併した統
合失調症に対し,  Aripiprazoleが有効であった1例.  第
104回近畿精神神経学会 2009.2 大阪

森脇大裕,  岩永伴久,  植野秀男,  眞城英孝,  大原一幸,  守
田嘉男.  リチウム中毒を呈したADPKDの1例.  第104回
近畿精神神経学会 2009.2 大阪

濵田優一朗,  藏田雅世,  國富晶絵,  森脇大裕,  立田知大,  
植野秀男,  高長明律,  大原一幸,  守田嘉男.  人前でのみ
強迫様症状を呈した神経梅毒の一例.  第104回近畿精神
神経学会 2009.2 大阪

佐藤典子,  植木昭紀,  磯博行,  守田嘉男.  軽度アルツハイ
マー病の認知機能障害とプレパルスインヒビジョンの関連.  
第31回日本生物学的精神医学会 2009.4 京都

大原一幸.  老年期妄想性障害の諸相;症例検討を中心に.  
（教育講演） 第24回日本老年精神医学会 2009.6 横浜

佐藤典子,  植木昭紀,  守田嘉男.  リスペリドンにより軽躁
状態を呈し炭酸リチウムを併用した口腔内セネストパチー
の1例. （症例報告）第24回日本老年精神医学会 2009.6 
横浜

大原一幸,  西井理恵,  西川慎一郎,  高長明律,  守田嘉男.  
せん妄を繰り返したレビー小体型認知症の1例.  第105回
近畿精神神経学会 2009.7 大阪

立田知大,  高尾真紀,  上田康生,  山田祐介,  野島道生,  山
本新吾,  守田嘉男.  難治性restless legs症候群の生体腎
移植に伴う経過.  第105回近畿精神神経学会 2009.7 大
阪

藏田雅世,  大原一幸,  守田嘉男.  JR事故後PTSDにて治療
を受けていたが,  事故3年以上経過して脳器質性精神障
害と診断された1例.  第105回近畿精神神経学会 2009.7 
大阪

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  Hall FS,  Uhl GR,  田中
康一,  西山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  覚せい剤による
自傷を低下させる可能性のあるシグマ受容体神経系:マウ
スによる検討.  第31回日本中毒学会総会 2009.7 東京

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  田中康一,  西山信好,  守
田嘉男,  竹村基彦.  シグマ-1受容体拮抗薬と覚せい剤同
時投与によるStraubのマウス挙尾反応. 第32回日本神経
科学大会 2009.9 名古屋

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  河本あてな,  三好晶雄,  
田中康一,  西山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  マウスにお
ける覚せい剤誘発噛み行動はL-ヒスチジン前投与により
減弱される.  第13回日本ヒスタミン学会 2009.10 仙台

立田知大,  濵田優一朗,  岩永伴久,  高尾真紀,  北浦寛史,  
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奥野哲平,  藏田雅世.  初歩からの精神科領域での漢方医
学.  第1回日本精神漢方医学会総会 2009.12 西宮

［研究会・講演会等］
守田嘉男.  精神科薬物療法と臨床薬理学.  第10回阪神臨

床精神薬理研究会 2009.6 芦屋
守田嘉男.  脳器質性精神障害に見られる幻覚と妄想.  第26

回信貴山シンポジウム 2009.8 奈良
北中純一,  北中順惠,  河本あてな,  三好晶雄,  立田知大,  

田中康一,  西山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  脳ヒスタミン
含量増加による覚せい剤常同行動の抑制. （ワークショッ
プ）第13回活性アミンに関するワークショップ年会 2009.8 
三重

■その他■
Sato N,  Ueki A,  Ueno H,  Shinjo H,  Morita Y.  IDE gene 

polymorphism influences on BPSD in mild dementia 
of Alzheimer’s type.  Curr Gerontol Geriatr Res 
2008;Article ID 858759,7.

立田知大 .  ロベリア草アルカロイドの覚せい剤誘発行動
に対する効果.  Psychogeriatrics Hyogo Symposium 
2009.2 芦屋

立田知大.  プロラクチン産生腫瘍を合併した統合失調症に
対しAripiprazoleが有効であった1例.  阪神エビリファイ
講演会 2009.4 西宮

皮膚科学
Dermatology

■著書■
山西清文.  毛孔性紅色粃糠疹.  宮地良樹,  古川福実  編.  皮

膚疾患診療実践ガイド.  第2版.  東京:文光堂, 2009:506-8.
山西清文.  光沢苔癬.  宮地良樹,  古川福実  編.  皮膚疾患

診療実践ガイド.  第2版.  東京:文光堂, 2009:508-10．
山西清文.  線状苔癬.  宮地良樹,  古川福実  編.  皮膚疾患

診療実践ガイド.  第2版.  東京:文光堂, 2009:510-1．
夏秋優.  昆虫・寄生虫・動物検査法.  宮地良樹,  古川福

実  編.  皮膚疾患診療実践ガイド.  第2版.  東京:文光堂, 
2009:120-2．

夏秋優.  虫刺症.  宮地良樹,  古川福実  編.  皮膚疾患診療
実践ガイド.  第2版.  東京:文光堂, 2009:604-7．

山西清文  著.  日本皮膚科学会認定皮膚科専門医研修講習
会テキスト  角化症の勘所.  東京:日本皮膚科学会, 2009.

夏秋優.  虫刺症.  瀧川雅浩,  渡辺晋一  編.  皮膚疾患最新
の治療2009-2010.  東京:南江堂, 2009:196.

夏秋優.  ケジラミ症の治療は？.  宮地良樹  編.  うつる皮膚
病最前線.  東京:メディカルレビュー社, 2009:288-91．

夏秋優.  シラミ症.  渡辺晋一  編.  皮膚感染症のすべて.  
東京:南江堂, 2009:239-317.

夏秋優.  昆虫による皮膚炎とそのアレルギーの診断と治療
のポイントは？.  秋山一男,  池澤善郎,  岩田力,  岡本美孝  
編.  EBMアレルギ―疾患の治療 2010-2011.  東京:中外

医学社, 2009:406-9.
夏秋優.  湿疹・蕁麻疹・皮膚瘙痒症.  日本東洋医学会学術

教育委員会  編.  専門医のための漢方医学テキスト.  東京:
日本東洋医学会，2009:205-8.

伊藤孝明.  いわゆる血管腫.  古江増隆,  師井洋一  編.  子
どもの良性・悪性皮膚腫瘍の実践診療.  東京:診断と治療
社, 2009:78.

■学術論文■
［総説］
山西清文.  角層バリア機能と感染防御.  日本皮膚科学会雑

誌 2009;119:2141-9.
山西清文,  松木正人,  宮野前由利.  Sjoegren-Larsson症候

群.  Visual Dermatology 2009;8:1180-1.
夏秋優.  虫によるアナフィラキシーの現状と対応.  臨床免

疫・アレルギー科 2009;51:132-6.
夏秋優. 皮疹を起こすウイルス感染症. 診断と治療 2009;97:524-

8.
夏秋優.  皮膚疾患の漢方治療.  日本医事新報 2009;4442:74-

5.
夏秋優.  皮膚に病変をおこす虫.  皮膚病診療 2009;31:914-

9．
夏秋優.  東洋医学からみた皮膚疾患の捉え方.  Fragrance 

Journal 2009;37:18-22.
夏秋優.  動物性皮膚症.  Monthly Book Derma 2009;157:63-

7.
夏秋優.  植物による接触皮膚炎の臨床と原因抗原.  アレル

ギー・免疫 2009;16:1742-7.
夏秋優.  皮膚科領域における漢方治療—総論.  日本皮膚

科学会雑誌 2009;119:2629-31.
伊藤孝明.  下肢静脈瘤.  皮膚科の臨床 2009;51:1475-83.
今井康友,  磯田憲一.  皮膚B細胞リンパ腫に対する診療コン

センサス.  血液・腫瘍科 2009;58:502-9. 
［原著］
Kasai S,  Ishii N,  Natsuaki M,  Fukutomi H,  Komagata 

O,  Kobayashi M,  Tomita T.  Prevalence of kdr-
like mutations associated with pyrethroid resistance 
in human head louse populations in Japan.  J Med 
Entomol 2009;46:77-82．

Nakai N,  Katoh N,  Kitagawa T,  Ueda E,  Takenaka 
H,  Kishimoto S.  Immunoregulatory T cells in the 
peripheral blood of melanoma patients treated with 
melanoma antigen-pulsed mature monocyte-derived 
dendritic cell vaccination.  J Dermatol Sci 2009;54:31-
7.

 Tamagawa-Mineoka R,  Katoh N,  Ueda E,  Masuda 
K,  Kishimoto S.  Platelet-derived microparticles 
and soluble P-selectin as platelet activation markers 
in patients with atopic dermatitis.  Clin Immunol  
2009;131:495-500.

 Araki Y,  Sotozono C,  Inatomi T,  Ueta M,  Yokoi 
N,  Ueda E,  Kishimoto S,  Kinoshita S.  Successful 
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treatment of Stevens-Johnson syndrome with steroid 
pulse therapy at disease onset.  Am J Ophthalmol  
2009;147:1004-11. 

Matsuda A,  Okayama Y,  Terai N,  Yokoi N,  Ebihara 
N,  Tanioka H,  Kawasaki S,  Inatomi T,  Katoh N,  
Ueda E,  Hamuro J,  Murakami A,  Kinoshita S.  The 
role of interleukin-33 in chronic allergic conjunctivitis.  
Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50:4646-52.

Yoshimoto T,  Yasuda K,  Tanaka H,  Nakahira M,  Imai 
Y,  Fujimori Y,  Nakanishi K.  Basophils contribute to 
TH2-IgE responses in vivo via IL-4 production and 
presentation of peptide-MHC class II complexes to 
CD4+T cells.  Nat Immunol 2009;10:706-12.

武井怜子,  中川登,  伊藤孝明,  山西清文.  造影剤局注後の
CT撮影によりセンチネルリンパ節同定を試みた足底の悪
性黒色腫.  Skin Cancer 2009;24:67-70．

Ishikawa C,  Tsuda T,  Konishi H,  Nakagawa N,  Yamanishi 
K.  Tetracycl ines modulate protease-act ivated 
receptor 2-mediated proinf lammatory reactions 
in epidermal keratinocytes.  Antimicrob Agents 
Chemother 2009;53:1760-5.

［症例報告］
Fujimoto T,  Tsuda T,  Yamamoto M,  Tarutani M,  

Natsuaki M,  Minami S,  Ito T,  Kozuka T,  Yamanishi 
K.  Cutaneous mal ignant f ibrous hist iocytoma 

（undifferentiated pleomorphic sarcoma）arising in 
a chronic scalp ulcer of a patient with non-bullous 
congenital ichthyosiform erythroderma.  J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2009;23:202-3.

九後幸子,  花田圭司,  益田浩司,  上田英一郎,  竹中秀也,  
岸本三郎.  Primary cutaneous CD4+ small/medium 
sized pleomorphic T-cel l lymphomaの1例.  Skin 
Cancer 2009;24:76-9.

吉見宣子,  夏秋優,  山西清文.  ランサップ®に含まれる
アモキシシリンによる紅皮症型薬疹の1例.  皮膚の科学 
2009;8:313-7.

吉見宣子,  樽谷勝仁,  津田達也,  平野愛,  伊藤善啓,  大山
文悟,  橋本隆,  山西清文.  妊婦に生じた線状IgA水疱性
皮膚症.  臨床皮膚科 2009;63:932-5.

■学会発表■
［国際学会］
Yamanishi K.  Stratum corneum and homeostasis 

of the cutaneous barrier. （Symposium）The 1st 
International Symposium of Deimination and Skin 
Biology 2009.4 Osaka

Yamanishi K ,  Imai Y,  Tsuda T.  Lichen planus-
l ike dermatosis distribut ing a long the l ines of 
Blaschko.  The 4th Joint Mett ing of Japanese 
Dermatological Association and Australasian College 
of Dermatologists 2009.7 Sapporo

Ueda E,  Katoh N,  Kishimoto S,  Yamanishi K.  Effective 

control of habitual scratching on atopic dermatitis 
patients with social stress,  by using EMDR.  13th 
Congress of the European Society for Dermatology 
and Psychiatry 2009.9 Venice

［全国規模の学会］
葛西真治,  石井則久,  夏秋優,  駒形修,  小林睦生,  富田

隆史.  駆除薬抵抗性アタマジラミの迅速分子診断法確
立と2008年の調査結果.  第61回日本衛生動物学会大会 
2009.4 高松

夏秋優.  トコジラミの吸血行動と皮膚反応.  第61回日本衛
生動物学会大会 2009.4 高松

夏秋優.  皮膚科領域における漢方治療―総論. （教育講
演）第108回日本皮膚科学会総会 2009.4 福岡

夏秋優.  痤瘡に対する漢方治療の実際.  第108回日本皮膚
科学会総会 2009.4 福岡

伊藤孝明.  下肢静脈異常（クリッペル・トレノニー症候群ほ
か）. （教育講演）第108回日本皮膚科学会総会 2009.4 
福岡

伊藤孝明.  下腿潰瘍・下肢静脈瘤. （教育講演）第108回日
本皮膚科学会総会 2009.4 福岡

山本雅章,  津田達也,  小西弘江,  石川千香,  山西清文.  急
性腎障害を合併したケラチン10の新規ミスセンス変異をも
つ水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症.  第108回日本皮膚科学
会総会 2009.4 福岡

中川登,  伊藤孝明,  武井怜子,  山本雅章,  長岡悠美,  山西
清文.  一次性下肢静脈瘤による広範囲下腿潰瘍―4年に
及び進行した静脈うっ滞に起因する難治性下腿潰瘍の治
療体験―.  第108回日本皮膚科学会総会 2009.4 福岡

戴毅,  夏秋優,  野口光一.  医学部4年生必修科目としての東
洋医学教育導入の成果―アンケート調査からの検討―．
第60回日本東洋医学会学術総会 2009.6 東京

［その他の学会］
武井怜子,  津田達也,  山西清文.  ニコチン酸アミドが奏功

した持久性隆起性紅斑.  第411回日本皮膚科学会大阪地
方会 2009.2 大阪

山本雅章,  津田達也,  山西清文,  樋口嘉英,  島博基.  膀胱
癌皮膚転移の1例.  第412回日本皮膚科学会大阪地方会 
2009.3 大阪

夏秋優.  虫による皮膚炎.  第307回日本皮膚科学会長崎地
方会 2009.4 長崎

夏秋優.  虫による皮膚炎. （教育講演）第25回日本臨床皮
膚科医会総会・臨床学術大会 2009.5 高知

武井怜子,  中川登,  伊藤孝明,  山西清文.  術後療法の選択
に苦慮している左頬部の悪性黒色腫.  第25回日本皮膚悪
性腫瘍学会学術大会 2009.5 岡山

長岡悠美 ,   夏秋優 ,   中川登 ,   宮本園子,   山西清文 .  
Microvenular hemangiomaの１例.  第413回日本皮膚科
学会大阪地方会 2009.5 大阪

吉見宣子,  樽谷勝仁,  夏秋優,  山西清文.  ジキナ®による
急性汎発性発疹性膿疱症の１例.  第413回日本皮膚科学
会大阪地方会 2009.5 大阪
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夏秋優.  成人アトピー性皮膚炎における十全大浦湯の効果 
―冷水負荷サーモグラフィを用いた検討―.  日本サーモ
ロジー学会第26回大会 2009.6 札幌

中川登,  伊藤孝明,  武井怜子.  兵庫医大皮膚科での難治性
下腿潰瘍に対する自家新鮮骨髄移植を用いた治療.  第29
回日本静脈学会総会 2009.7 名古屋

長岡悠美,  津田達也,  今井康友,  樽谷勝仁,  夏秋優,  山西
清文,  津田健吉.  IFNβ-1b投与中の多発性硬化症に生じ
た尋常性乾癬.  第24回日本乾癬学会 2009.9 東京

夏秋優 .  パッチテストの手技と判定―ここに注意！. （シ
ンポジウム）第60回日本皮膚科学会中部支部学術大会 
2009.10 京都

夏秋優.  虫の一分.  第60回日本皮膚科学会中部支部学術
大会 2009.10 京都

伊藤孝明.  あなたは誤診していませんか？静脈性潰瘍を！.  
（シンポジウム）第60回日本皮膚科学会中部支部学術大
会 2009.10 京都

長岡悠美,  夏秋優,  山西清文.  ホーリン®Ｖ膣用錠による
アナフィラキシーの1例.  第60回日本皮膚科学会中部支部
学術大会 2009.10 京都

羽田孝司,  中川登,  武井怜子,  山本雅章,  伊藤孝明,  夏秋
優,  山西清文.  当科におけるKlippel-Trenaunay症候群2
例の治療経験.  第60回日本皮膚科学会中部支部学術大
会 2009.10 京都

夏秋優.  皮膚寄生虫症妄想.  第4回日本衛生動物学会西日
本支部例会 2009.10 滋賀

夏秋優.  兵庫県穴粟市音水渓谷のアブ.  第64回日本衛生動
物学会西日本支部大会 2009.10 滋賀

武井怜子,  夏秋優,  山西清文.  バラシクロビルによるヘル
ペス再発抑制療法が著効した多形滲出性紅斑の１例.  第
415回日本皮膚科学会大阪地方会 2009.10 大阪

吉見宣子,  夏秋優,  中川登,  山西清文.  グリチルリチン酸ジ
カリウムによる接触皮膚炎.  第39回日本皮膚アレルギー・
接触皮膚炎学会総会・学術大会 2009.11 京都

Imai Y,  Yasuda K,  Hayashi N,  Tsutsui H,  Mizutani 
H,  Nakanishi K,  Yamanishi K.  A novel dendritic 
cell immunization:Intracellular adjuvant plus antigen 
immunization induces prompt and striking Th2 
responses in vivo.  日本研究皮膚科学会第34回年次学
術大会・総会 2009.12 福岡

［科学研究費等班会議］
津田達也,  石川千香,  武井怜子,  今井康友,  山西清文.  角

化細胞におけるサイトカイン誘導性IL-8／CXCL8産生の
増幅機構.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究」班 

「稀少難治性皮膚疾患克服のための生体試料の収集に
関する研究」班平成21年度第1回合同総会 2009.7 東京

上田英一郎,  山西清文 .  難治性皮膚疾患患者に対する
QOLの評価.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克
服研究事業「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究」班 

「稀少難治性皮膚疾患克服のための生体試料の収集に

関する研究」班平成21年度第2回合同総会 2009.12 東京
［研究会・講演会等］
山西清文.  ネオーラル処方における問題点と解決策.  AD 

Expert Meeting 2009.1 大阪
樽谷勝仁.  MAPKシグナル伝達系と乾癬.  LO皮膚科学研

究会 2009.1 東京
伊藤孝明,  中川登,  武井怜子,  宮本園子,  南祥一郎,  夏秋

優,  山西清文.  兵庫医大皮膚科における下肢静脈瘤治療
の変遷. （シンポジウム）第14回形成外科手術手技研究
会 2009.2 大阪

山西清文 .  角層障害と皮膚炎の制御をめぐる新たな視点.  
（特別講演）第7回関西皮膚疾患懇話会 2009.4 大阪

山西清文.  角層障害と皮膚炎の病態解明. （特別講演）第
42回大和免疫・アレルギー研究会 2009.6 生駒

上田英一郎.  アトピー性皮膚炎患者に対するトラウマ・ケア.  
第21回皮膚科心身医学療法研究会 2009.8 大阪

山西清文.  角化症の勘所. （教育講演）日本皮膚科学会西
部支部企画研修講習会 2009.10 別府

羽田孝司,  中川登,  武井怜子,  古川紗綾佳,  長岡悠美,  東
田千春,  山本雅章,  伊藤孝明,  山西清文.  兵庫医科大
学皮膚科におけるKlippel-Trenaunay症候群の治療方針.  
第14回近畿下肢静脈瘤研究会 2009.11 大阪

Imai Y,  Tarutani M,  Yasuda K,  Tsuda T,  Tsustui H,  
Nakanishi K,  Yamanishi K.  Neutrophil-dominant 
psor ias is-l i ke sk in i n f lammat ion i nduced by 
epidermal-specific expression of Raf in mice.  第23回
表皮細胞研究会 2009.11 大津

上田英一郎 .  ストレスにより難治化した慢性湿疹に対し
EMDRを用いている症例～湿疹病変が改善した後,  書痙
の症状が前面に出てきた1例～.  第4回日本EMDR学会臨
床セミナー 2009.12 高山

■その他■
山西清文 .   皮膚のバイオロジー 角層を知る.  ラジオ

NIKKEI 2009.4.9
山西清文.  皮膚炎の病態と治療  最近の動向を探る. （特

別講演）学術講演会 ～皮膚疾患を考える～ 2009.6 徳島
夏秋優.  乳幼児アトピー性皮膚炎との上手なつきあい方 ～

スキンケアを中心として～.  大阪皮膚科医会 2009.11 大阪
上田英一郎.  掻破のコントロール.  医薬の門 2009;49:7-10.
上田英一郎.  解決構築アプローチと問題解決アプローチ.  

医薬の門 2009;49:104-7．
上田英一郎.  解決構築アプローチ「有益な質問」.  医薬の

門 2009;49:324-7.
上田英一郎.  皮膚はこころとからだの交差点.  医薬の門 

2009;49:372-6.
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外科学
Surgery

肝・胆・膵外科
Hepatobiliarypancreatic Surgery

■著書■
藤元治朗.  当科での肝移植あれこれ.  門田守人,  寺岡慧  

編.  肝移植四半世紀の歩み.  第1版.  東京:日本医学館, 
2009:98.

佐竹克介,  佐竹真,  藤元治朗.  SPan-1.  石井勝  編.  腫瘍
マーカーハンドブック.  改訂版.  大阪:医薬ジャーナル社,  
2009:127-31.

■学術論文■
［総説］
今村美智子,  筒井ひろ子.  LPS刺激によるToll-like receptor
（TLR）を介したIL-18ならびにIL-1βの分泌.  エンドトキ
シン研究  2009;11:29-31.

飯室勇二 ,  藤元治朗 .  肝硬変.  消化器外科nurs ing  
2009;14（春季増刊）:174-81.

藤元治朗,  山中潤一.  肝転移.  消化器外科  2009;32:958-
62.

田附裕子,  岡田敏弘,  飯干泰彦,  奥山宏臣,  福澤正洋,  藤
元治朗.  膵腫瘍に対する脾温存膵尾部腫瘍切除術.  小児
外科 2009;41:981-6.

山中潤一.  肝臓外科治療における3次元画像支援−開腹肝
切除および腹腔鏡下肝切除への応用−.  兵庫医科大学医
学会雑誌 2009;34:35-9.

［原著］
Horiguchi K,  Hirano T,  Ueki T,  Hirakawa K,  Fujimoto 

J.  Treating liver cirrhosis in dogs with hepatocyte 
growth factor gene therapy via the hepatic artery.  J 
Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16:171-7.

Nishigami T,  Onodera M,  Torii I,  Sato A,  Tao LH,  
Kushima R,  Kakuno A,  Kishimoto M,  Katsuyama 
E,  Fujimori T,  Hirano H,  Satake M,  Kuroda N,  
Nishiguchi S,  Fujimoto J,  Tsujimura T.  Comparison 
between mucinous cystic neoplasm and intraductal 
papillary mucinous neoplasm of the branch duct type 
of the pancreas with respect to expression of CD10 
and cytokeratin 20.  Pancreas 2009;38:558-64.

Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  
Yumikura-Futatsugi S,  Mitani K,  Hayashi S,  Akira S,  
Taniguchi S,  Van Rooijen N,  Tschopp J,  Yamamoto T,  
Fujimoto J,  Nakanishi K.  Contribution of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  J Hepatol 
2009;51:333-41.

Yamanaka J,  Okada T,  Saito S,  Kondo Y,  Yoshida 
Y,  Suzumura K,  Hirano T,  Iimuro Y,  Fujimoto 
J.  Minimally invasive laparoscopic liver resection: 
3D MDCT simulation for preoperative planning.  J 

Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16:808-15.
Ishikawa T,  Nakai N,  Liu NN,  Shiba K,  Isozaki K,  

Matsuda I,  Ito T,  Fujimoto J,  Hatakeyama K,  Kanda 
T,  Hirota S.  In vivo effect of imatinib on progression 
of cecal GIST-like tumors in exon 17-type c-kit knock-
in mice.  Lab Invest 2009;89:1161-8.  

竹内雅春,  中井謙之,  朱明義,  王孔志,  藤元治朗.  食道静
脈瘤に対するMDCTを用いた血行動態診断と治療方針.  
日本腹部救急医学会雑誌 2009;29:967-71.

［症例報告］
鈴村和大,  飯室勇二,  黒田暢一,  岡田敏弘,  麻野泰包,  山

中潤一,  平野公通,  王孔志,  西上隆之,  藤元治朗.  腹
腔鏡下胆嚢摘出術後15年目に胆道狭窄を来した手術ク
リップ胆管壁内迷入を伴う断端神経腫の1例.  日本消化
器外科学会雑誌 2009;42:192-7.

大橋浩一郎,  谷口英治,  吉川正人,  太田喜久子,  栗原陽次
郎,  大橋秀一.  腹腔鏡下摘出術を施行した後腹膜原発
Castleman病の1例.  臨床外科 2009;64:253-7.

鈴村和大,  黒田暢一,  平野公通,  佐竹真,  濵田哲宏,  王孔
志,  岡田敏弘,  宇山直樹,  大橋浩一郎,  藤元治朗.  腎細
胞癌術後7年目に膵転移をきたした1例.  日本外科系連合
学会誌 2009;34:272-6.

王孔志,  岡田敏弘,  鈴村和大,  吉田康彦,  杉原正大,  藤
元治朗 .  腹腔鏡補助下低位前方切除術後に発症した
5mmポートサイトヘルニアの1例.  日本臨床外科学会雑誌  
2009;70:1884-9.

杉本貴昭,  王孔志,  藤元治朗.  回盲弁原発MALTリンパ腫
の1切除例.  日本臨床外科学会雑誌 2009;70:2047-51.

王孔志,  吉田康彦,  鈴村和大,  中井紀博,  岡田敏弘,  藤元
治朗.  痔瘻癌6例の臨床病理学的特徴.  日本臨床外科学
会雑誌 2009;70:2109-13.

杉本貴昭,  平野公通,  中井紀博,  藤元治朗.  総胆管結石・
胆管炎に合併した胃壁膿瘍の1例.  日本臨床外科学会雑
誌 2009;70:2330-5.

大橋浩一郎,  王孔志,  鈴村和大,  斉藤慎一,  岡田敏弘,  藤
元治朗.  腹壁膿瘍を形成した盲腸癌の1切除例.  日本臨
床外科学会雑誌 2009;70:2397-402.

鈴村和大,  王孔志,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  平野
公通,  岡田敏弘,  宇山直樹,  佐竹真,  藤元治朗.  食道癌
術後4年目に発生した再建胃管癌に対する内視鏡的粘膜
切除術の1例.  日本外科系連合学会誌 2009;34:582-6.

杉本貴昭,  山中潤一,  平野公通,  斉藤慎一,  中井紀博,  藤
元治朗.  肝切除シミュレーションによる肝静脈ドレナージ
領域確認が切除範囲決定に有用であったS7肝細胞癌の1
例.  臨床外科 2009;64:1441-5.

杉本貴昭,  黒田暢一,  城大介,  岡本共弘,  藤元治朗.  後腹
膜巨大腫瘤型低分化扁平上皮癌の1切除例.  日本外科系
連合学会誌 2009;34:961-8.

鈴村和大,  黒田暢一,  末岡英明,  平野公通,  佐竹真,  藤
元治朗.  S状結腸癌異時性膵転移の1切除例.  日本臨床
外科学会雑誌 2009;70:2792-6.
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鈴村和大,  岡田敏弘,  藤元治朗.  腹腔鏡下核出術にて切除
しえた膵頭部solid pseudopapillary tumorの1例.  日本内
視鏡外科学会雑誌 2009;14:587-92.

鈴村和大,  山中潤一,  飯室勇二,  矢田章人,  安田潤,  藤
元治朗.  胆嚢印環細胞癌の1例.  日本臨床外科学会雑誌  
2009;70:3662-5.

王孔志,  今村美智子,  村瀬慶子,  西藤勝,  伊藤敬,  廣田誠
一,  三好康雄,  藤元治朗.  多発骨格筋転移をきたした再
発乳癌の1例.  乳癌の臨床 2009;24:753-7.

Oh K,  Nishigami T,  Takubo K,  Shimada Y,  Fujimoto J.  
A case of verrucous squamous cell carcinoma of the 
esophagus.  Esophagus 2009;6:263-7.

■学会発表■
［国際学会］
Kosaka H,  Fujimoto J.  Brand-new prevention method of 

postoperative adhesion formation used by HGF.  4th 
Annual Academic Surgical Congress 2009.2 Fort 
Myers

Iimuro Y,  Saito S,  Yamanaka J,  Hirano T,  Kuroda 
N,  Okada T,  Sugimoto T,  Asano Y,  Uyama N,  Uda 
Y,  Yada A,  Fujimoto J.  Computational simulation of 
peri-operative change in portal blood flow dynamics 
in f ibrotic and non-f ibrotic human l ivers.  19th 
Conference of the Asian Pacific Association for the 
Study of the Liver（APASL2009）2009.2 Hong Kong

Yamanaka J,  Iimuro Y,  Hirano T,  Kuroda N,  Okada 
T,  Saito S,  Sugimoto T,  Asano Y,  Uyama N,  Satake 
M,  Yoshida Y,  Suzumura K,  Kondo Y,  Fujimoto J.  
A long-term follow-up and management study of 
patients with hepatocellular carcinoma after curative 
hepatectomy over 30 years at single institution.  19th 
Conference of the Asian Pacific Association for the 
Study of the Liver（APASL2009） 2009.2 Hong Kong

Hirano T,  Okada T,  Yamanaka J,  Iimuro Y,  Kuroda 
N,  Oh K,  Yoshida Y,  Fujimoto J.  Laparoscopic 
splenectomy reverses thrombocytopenia in patients 
with portal hypertension.  19th Conference of the 
Asian Pacific Association for the Study of the Liver  

（APASL2009） 2009.2 Hong Kong
Oh K,  Kuroda N,  Okada T,  Hirano T,  Asano Y,  Sugimoto 

T,  Yoshida Y,  Kondo Y,  Fujimoto J.  Endoscopic 
treatment of rectal varices.  19th Conference of the 
Asian Pacific Association for the Study of the Liver 

（APASL2009） 2009.2 Hong Kong
Kondo Y,  Saito S,  Yamanaka J,  Iimuro Y,  Kuroda N,  

Hirano T,  Okada T,  Sugimoto T,  Asano Y,  Fujimoto J.  
Reevaluation of portal vein branching and perfusion 
area in the right paramedian sector of the liver with 
three-dimensional virtual hepatectomy simulation 
software.  19th Conference of the Asian Pacific 
Association for the Study of the Liver （APASL2009） 

2009.2 Hong Kong
Uyama N,  Iimuro Y,  Suzumura K,  Satake M,  Yoshida Y,  

Sugimoto T,  Asano Y,  Saito S,  Oh K,  Okada T,  Hirano 
T,  Kuroda N,  Yamanaka J,  Fujimoto J.  Expression 
of fibril-forming collagens and FACIT collagens in 
intrahepatic cholangiocarcinoma.  19th Conference 
of the Asian Pacific Association for the Study of the 
Liver（APASL2009） 2009.2 Hong Kong

Satake M,  Kuroda N,  Uyama N,  Asano Y,  Eibl G,  
Go VL,  Fujimoto J.  Comprehensive analysis of 
prostaglandin E2 production in pancreatic cancer 
cells.  The International Pancreatic Research Forum 
2009 2009.3 Tokyo

Iimuro Y,  Yada A,  Uda Y,  Uyama N,  Asano Y,  Sugimoto 
T,  Saito S,  Hirano T,  Okada T,  Kuroda N,  Yamanaka 
J,  Fujimoto J.  Non-uniform regional liver regeneration 
after surgical resection is well accounted for by the 
flow dynamic simulation in portal branches.  44th 
Congress of the European Society for Surgical 
Research 2009.5 Nimes

Yada A,  Iimuro Y,  Okada T,  Yoshida Y,  Suzumura K,  
Uyama N,  Sugimoto T,  Saito S,  Hirano T,  Yamanaka 
J,  Fujimoto J.  Laparoscopic splenectomy is useful in 
patients with HCV-induced liver fibrosis accompanied 
by thrombocytopen ia.  44th Congress of the 
European Society for Surgical Research 2009.5 Nimes

Imamura M,  Tsutsui H,  Uchiyama R,  Akira S,  Tschopp 
J,  Nakanishi K.  Contribut ion of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  The 
First International Kishimoto Foundation Symposium 
“Immune Regulation: Present and Future” 2009.5 
Osaka

Satake M,  Kuroda N,  Uyama N,  Hirano T,  Okada T,  Eibl 
G,  Oh K,  Suzumura K,  Go VL,  Fujimoto J.  COX-2 
expression and opposite growth effects of n-3 and n-6 
PUFAs in three novel pancreatic adenocarcinoma cell 
lines.  43rd Annual Pancreas Club Meeting 2009.5 
Chicago

Satake M,  Kuroda N,  Uyama N,  Hirano T,  Guido E,  
Asano Y,  Go VL,  Fujimoto J.  COX-2 expression and 
opposite growth effects of N-3 and N-6 PUFAS in 
three novel pancreatic adenocarcinoma cell lines.  
Digest ive Disease Week and the 110th Annual 
Meeting of the AGA Institute（DDW2009） 2009.5 
Chicago

Uyama N,  Kuroda N,  Ohashi K,  Sugimoto T,  Kondo Y,  
Suzumura K,  Yoshida Y,  Satake M,  Asano Y,  Saito 
S,  Oh K,  Okada T,  Hirano T,  Yamanaka J,  Iimuro 
Y,  Fujimoto J.  Heat shock protein 47 regulates 
expression of Collagen V and TIMP2 in pancreatic 
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cancer cells. Digestive Disease Week and the 110th 
Annual Meeting of the AGA Institute（DDW2009） 
2009.5 Chicago

Yamanaka J,  Okada T,  Iimuro Y,  Hirano T,  Saito 
S,  Sugimoto T,  Kondo Y,  Fujimoto J.  Impact of 
3D virtua l hepatectomy on operat ive strategy 
for laparoscopic liver resection.  The 43rd World 
Congress of the International Society of Surgery  

（ISW2009） 2009.9 Adelaide
Iimuro Y,  Uyama N,  Sugimoto T,  Saito S,  Hirano T,  

Yamanaka J,  Fujimoto J.  Application of computational 
portal flow dynamics simulation to liver regeneration 
a na lys i s .  The 43rd World Cong res s o f t he 
International Society of Surgery（ISW2009） 2009.9 
Adelaide

Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  
Yumikura S,  Akira S,  Nakanishi K.  Contribution of 
TRIF to LPS-induced liver injury in mice.  The 9th 
Awaji International Forum on Infection and Immunity 
2009.9 Hyogo

Tanaka H,  Iijima H,  Saito M,  Aizawa N,  Yamamoto 
T,  Enomoto H,  Iwata Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  
Hirota S,  Hirota S,  Yamanaka J,  Iimuro Y,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  New malignancy grading system 
for hepatocellular carcinoma using sonazoid contrast 
enhanced ultrasonography.  The 60th Annual Meeting 
of the American Association for the Study of Liver 
Diseases（AASLD2009） 2009.10 Boston

Iijima H,  Tanaka H,  Saito M,  Aizawa N,  Yamamoto 
T,  Enomoto H,  Iwata Y,  Imanishi H,  Shimomura 
S,  Yamanaka J,  Fujimoto J,  Hirota S,  Tsujimura T,  
Nishiguchi S.  Non-invasive diagnosis of liver fibrosis 
using virtual tough tissue quantification.  The 60th 
Annual Meeting of the American Association for the 
Study of Liver Diseases（AASLD2009） 2009.10 Boston

Yamanaka J,  Sugimoto T,  Iijima H,  Tanaka H,  Hirano 
T,  Kuroda N,  Okada T,  Saito S,  Asano Y,  Uyama 
N,  Satake M,  Yoshida Y,  Suzumura K,  Kondo Y,  
Iimuro Y,  Shimomura S,  Nakamura H,  Nishiguchi 
S,  Fujimoto J.  Usefulness of contrast-enhanced 
intraoperative ultrasonography in cirrhotic patients 
undergoing l iver resect ion for hepatocel lu lar 
ca rc inoma.  The 60th Annua l Meet ing of the 
American Association for the Study of Liver Diseases 

（AASLD2009） 2009.10 Boston
Kondo Y,  Kuroda N,  Yamanaka J,  Iimuro Y,  Hirano 

T,  Okada T,  Asano Y,  Satake M,  Fujimoto J.  The 
advant age of t he t h ree-d imens iona l v i r t ua l 
simulat ion software for safety management of 
pancreaticoduodenectomy.  40th Anniversary Joint 
Meeting of the American Pancreatic Association & 

Japan Pancreas Society 2009.11 Honolulu
Kuroda N,  Satake M,  Suzumura K,  Takahashi M,  

Ohashi K,  Yoshida Y,  Asano Y,  Okada T,  Oh K,  
Fujimoto J.  Experience of local resection of the 
head of the pancreas combined with longitudinal 
pancreaticojejunostomy（Frey’s procedure in the 
management of patients with chronic pancreatitis）.  
40th Anniversary Joint Meeting of the American 
Pancreatic Association & Japan Pancreas Society 
2009.11 Honolulu

Okada T,  Kuroda N,  Satake M,  Suzumura K,  Takahashi 
M,  Ohashi K,  Yoshida Y,  Oh K,  Yamanaka J,  Iimuro 
Y,  Fujimoto J.  Laparoscopic pancreatic resection: 
experience of seven patients with pancreatic tumor. 
40th Anniversary Joint Meeting of the American 
Pancreatic Association & Japan Pancreas Society 
2009.11 Honolulu

Satake M,  Kuroda N,  Uyama N,  Hirano T,  Okada T,  
Eibl G,  Go VL,  Hines OJ,  Reber H,  Suzumura K,  
Fujimoto J.  The comparative study of angiogenetic 
and angiostatic CXC chemokines in human pancreatic 
cancer.  40th Anniversary Joint Meeting of the 
American Pancreatic Association & Japan Pancreas 
Society 2009.11 Honolulu

Satake M,  Kuroda N,  Uyama N,  Hirano T,  Okada T,  
Takahashi M,  Eibl G,  Go VLW,  Fujimoto J.  Cox-2 
expression and opposite growth effect of N-3 and 
-6 PUFAs in pancreatic cancer cell l ines.  40th 
Ann iversary Joint Meet ing of the Amer ican 
Pancreatic Association & Japan Pancreas Society 
2009.11 Honolulu

［全国規模の学会］
飯室勇二,  藤元治朗.  ヒト肝切除後の再生過程における門

脈血流動態変化の意義―コンピューターシミュレーショ
ンからのアプローチ―. （シンポジウム）第114回日本解剖
学会総会・全国学術集会 2009.3 岡山

藤元治朗 .   肝細胞癌に対する分子治療の基礎的検討.  
（ワークショップ）第109回日本外科学会定期学術集会 
2009.4 福岡

飯室勇二,  宇山直樹,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  岡
田敏弘,  平野公通,  黒田暢一,  山中潤一,  藤元治朗.  肝
再生制御因子としての肝内門脈血流動態の解析と肝内メ
カニカルストレス受容体の検索.  第109回日本外科学会定
期学術集会 2009.4 福岡

平野公通,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  岡田敏弘,  斉
藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  吉田康彦,  鈴村和大,  藤
元治朗.  肝細胞癌に対する遺伝子治療―臨床応用に向け
ての問題点.  第109回日本外科学会定期学術集会 2009.4 
福岡

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  麻野泰包,  宇山直樹,  藤元治朗.  当
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科における非B非C型肝細胞癌切除例の臨床および予後
の検討.  第109回日本外科学会定期学術集会 2009.4 福
岡

宇山直樹,  飯室勇二,  鈴村和大,  佐竹真,  吉田康彦,  杉本
貴昭,  麻野泰包,  斉藤慎一,  王孔志,  岡田敏弘,  平野公
通,  山中潤一,  藤元治朗.  肝内胆管癌組織及び非癌部
門脈領域におけるFibril collagen及びFACIT collagen発
現の免疫組織学的検討.  第109回日本外科学会定期学術
集会 2009.4 福岡

近藤祐一,  斉藤慎一,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  杉本貴昭,  麻野泰包,  藤元治朗.  
肝切除シミュレーションソフトの要点と盲点.  第109回日
本外科学会定期学術集会 2009.4 福岡

小坂久,  善本知広,  中西憲司,  藤元治朗.  HGFを用いた術
後癒着予防法の展開.  第109回日本外科学会定期学術集
会 2009.4 福岡

山中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  当科における肝細胞癌切
除後長期成績からみた肝癌治療アルゴリズムの検討. （シ
ンポジウム）第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

飯室勇二,  斉藤慎一,  宇山直樹,  杉本貴昭,  平野公通,  山
中潤一,  藤元治朗.  CT-DICOMデータを基にした肝循環 

（門脈血流）の流体シミュレーション解析.  第95回日本消
化器病学会総会 2009.5 札幌

小坂久,  大橋浩一郎,  善本知広,  中西憲司,  藤元治朗.  
腹腔内癒着形成ラットモデルの開発と解析.  第95回日本
消化器病学会総会 2009.5 札幌

濵田哲宏,  王孔志,  宇多優吾,  矢田章人,  森川司朗,  康義
治,  垣内富栄,  藤元治朗.  胆嚢摘出術を行わなかった胆
石イレウスの1例.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 
札幌

矢田章人,  王孔志,  吉田康彦,  宇山直樹,  鈴村和大,  近藤
祐一,  岡田敏弘,  藤元治朗.  術前放射線化学療法が奏
効した直腸悪性黒色腫の1例.  第95回日本消化器病学会
総会 2009.5 札幌

近藤祐一,  王孔志,  吉田康彦,  鈴村和大,  宇山直樹,  岡田
敏弘,  藤元治朗.  胃癌術後再発と鑑別が困難であった結
腸間膜デスモイドの1例.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

宇山直樹,  飯室勇二,  鈴村和大,  佐竹真,  吉田康彦,  杉本
貴昭,  麻野泰包,  斉藤慎一,  王孔志,  岡田敏弘,  平野公
通,  山中潤一,  藤元治朗.  肝内胆管癌組織及び非癌部
におけるFibril collagen及びFACIT collagen発現の免疫
組織学的検討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

飯室勇二,  岡田敏弘,  矢田章人,  宇山直樹,  杉本貴昭,  斉
藤慎一,  平野公通,  山中潤一,  藤元治朗.  C型慢性肝
炎・肝硬変および肝細胞癌の治療における腹腔鏡下脾摘
術の検討. （ワークショップ）第64回日本消化器外科学会
総会 2009.7 大阪

山中潤一,  岡田敏弘,  飯室勇二,  平野公通,  斉藤慎一,  杉
本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  近藤祐一,  藤元治朗.  腹
腔鏡（補助下）肝切除術の適応拡大と標準化に向けて.  

（ビデオシンポジウム）第64回日本消化器外科学会総会 
2009.7 大阪

宇山直樹,  飯室勇二,  杉本貴昭,  斉藤慎一,  王孔志,  岡田
敏弘,  平野公通,  黒田暢一,  山中潤一,  藤元治朗.  肝内
胆管癌細胞においてDDRI受容体はErk依存的に細胞増
殖及び浸潤能を制御している.  第64回日本消化器外科学
会総会 2009.7 大阪

佐竹真,  黒田暢一,  岡田敏弘 ,  平野公通 ,  麻野泰包 ,  
Guido E,  吉田康彦,  鈴村和大,  Go VL,  藤元治朗.  膵
癌細胞株の増殖におけるプロスタグランディン代謝経路の
検討.  第64回日本消化器外科学会総会 2009.7 大阪

宇多優吾,  平野公通,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  宇山直樹,  藤元治朗.  肝
切除後肝再生における血管新生の役割の解析.  第64回日
本消化器外科学会総会 2009.7 大阪

岡田敏弘,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  平野公通,  王
孔志,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  藤元治朗.  VPP
システムによる腹腔鏡手術関連機器の新規手術室整備と
運用の実際.  第64回日本消化器外科学会総会 2009.7 大
阪

宇山直樹,  飯室勇二,  藤元治朗.  Fascinによる星細胞機
能制御. （ワークショップ）第13回日本肝臓学会大会 
2009.10 京都

飯室勇二,  宇山直樹,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  岡
田敏弘,  平野公通,  黒田暢一,  山中潤一,  藤元治朗.  非
侵襲的門脈血流動態評価の検討.  第13回日本肝臓学会
大会 2009.10 京都

Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  
Yumikura S,  Akira S,  Nakanishi K.  Contribution of 
TRIF-mediated IL-18 release to LPS-induced liver 
injury in mice. （ワークショップ）第39回日本免疫学会
総会・学術集会 2009.12 大阪

大橋浩一郎,  岡田敏弘,  鈴村和大,  吉田康彦,  佐竹真,  宇
山直樹,  杉本貴昭,  麻野泰包,  王孔志,  平野公通,  山
中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  肝硬変を合併した腹腔鏡
下胆嚢摘出術の検討.  第22回日本内視鏡外科学会総会 
2009.12 東京

岡田敏弘,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  王孔志,  麻野
泰包,  杉本貴昭,  宇山直樹,  吉田康彦,  佐竹真,  鈴村和
大,  近藤祐一,  今村美智子,  末岡英明,  大橋浩一郎,  藤
元治朗.  安全な鏡視下胆嚢摘出術（LC）を行うために−
重篤な合併症から得た知見と我々が行う現行の術式−.  
第22回日本内視鏡外科学会総会 2009.12 東京

宇山直樹,  岡田敏弘,  今村美智子,  近藤祐一,  鈴村和大,  
吉田康彦,  杉本貴昭,  麻野泰包,  斉藤慎一,  王孔志,  平
野公通,  黒田暢一,  山中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  腹
腔鏡下胆嚢摘出術を施行した粘液産生性胆嚢癌の一例.  
第22回日本内視鏡外科学会総会 2009.12 東京

吉田康彦,  岡田敏弘,  鈴村和大,  佐竹真,  宇山直樹,  麻野
泰包,  王孔志,  平野公通,  藤元治朗.  腹腔鏡下胆嚢摘
出術後に胆嚢癌と診断された11例の検討.  第22回日本内
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視鏡外科学会総会 2009.12 東京
杉本貴昭,  岡田敏弘,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒

田暢一,  斉藤慎一,  麻野泰包,  藤元治朗.  当科における
後腹膜腫瘍6例に対する腹腔鏡治療の成績.  第22回日本
内視鏡外科学会総会 2009.12 東京

王孔志,  岡田敏弘,  吉田康彦,  佐竹真,  宇山直樹,  鈴村和
大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村美智子,  麻野泰包,  藤元
治朗.  腹腔鏡補助下低位前方切除術後に発症した5mm
ポートサイトヘルニアの1例.  第22回日本内視鏡外科学会
総会 2009.12 東京

飯室勇二,  岡田敏弘,  鈴村和大,  吉田康彦,  宇山直樹,  山
中潤一,  藤元治朗.  巨大肝嚢胞に対する鏡視下開窓術後
の肝再生に関する検討.  第22回日本内視鏡外科学会総会 
2009.12 東京

［その他の学会］
清水義之,  川原央好,  奥山宏臣,  渡邊高士,  谷岳人,  山中

宏晃,  窪田昭男,  佐々木隆士,  藤元治朗.  高カロリー輸
液施行中, カテーテル-気管瘻を形成した1例.  第24回日本
静脈経腸栄養学会 2009.1 鹿児島

鈴村和大,  黒田暢一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  矢田章人,  
王孔志,  森川司朗,  飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  宇山直樹,  佐竹真,  吉田康彦,  近藤
祐一,  岡本共弘,  藤元治朗.  ノロウイルス感染症にて診
断が遅れた穿孔性虫垂炎の1例.  第45回日本腹部救急医
学会総会 2009.3 東京

近藤祐一,  山中潤一,  斉藤慎一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  王孔志,  杉本貴昭,  藤元治朗.  高
齢者進行肝癌の2例. （特別企画）第21回日本肝胆膵外
科学会・学術集会 2009.6 名古屋

斉藤慎一,  近藤祐一,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直樹,  藤
元治朗.  肝胆膵領域における3-D統合画像の有用性とCT
撮影・画像加工の工夫. （ミニシンポジウム）第21回日本
肝胆膵外科学会・学術集会 2009.6 名古屋

岡田敏弘,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平野公通,  王
孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直樹,  吉田
康彦,  佐竹真,  鈴村和大,  近藤祐一,  杉原正大,  藤元治
朗.  鏡視下手術に伴う総胆管損傷の再建におけるIVRの
応用. （ミニシンポジウム）第21回日本肝胆膵外科学会・
学術集会 2009.6 名古屋

飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  黒
田暢一,  岡田敏弘,  麻野泰包,  宇山直樹,  藤元治朗.  ア
シアロ糖タンパクレセプターの空間的発現解析による残
肝機能評価. （ミニシンポジウム）第21回日本肝胆膵外科
学会・学術集会 2009.6 名古屋

山中潤一,  斉藤慎一,  三浦行矣,  長尾朋洋,  近藤祐一,  飯
室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡田敏弘,  杉本貴昭,  麻
野泰包,  宇山直樹,  廣田省三,  藤元治朗.  肝切除シミュ
レーションプログラムの開発から臨床実用化までの道程.  

（ミニパネルディスカッション）第21回日本肝胆膵外科学
会・学術集会 2009.6 名古屋

近藤祐一,  山中潤一,  斉藤慎一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  王孔志,  藤元治朗.  肝悪性腫瘍が
疑われた多発性肝嚢胞の1例.  第21回日本肝胆膵外科学
会・学術集会 2009.6 名古屋

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  麻野泰包,  宇山直樹,  藤元治朗.  肝
細胞癌切除術における術中造影超音波検査の有用性.  
第21回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2009.6 名古屋

宇山直樹,  黒田暢一,  鈴村和大,  佐竹真,  吉田康彦,  杉本
貴昭,  麻野泰包,  斉藤慎一,  王孔志,  岡田敏弘,  平野公
通,  山中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  膵癌細胞における
Heart Schock Protein（HSP）47の役割.  第21回日本肝
胆膵外科学会・学術集会 2009.6 名古屋

佐竹真,  黒田暢一,  岡田敏弘,  麻野泰包,  宇山直樹,  鈴村
和大,  大橋浩一郎,  藤元治朗.  当科における腹腔鏡下膵
切除7例の検討.  第21回日本肝胆膵外科学会・学術集会 
2009.6 名古屋

平野公通,  山中潤一,  飯室勇二,  岡田敏弘,  斉藤慎一,  杉
本貴昭,  宇山直樹,  近藤祐一,  藤元治朗.  転移性肝癌に
対する3Dシミュレーションの有用性.  第21回日本肝胆膵
外科学会・学術集会 2009.6 名古屋

近藤祐一,  斉藤慎一,  田中弘教,  飯島尋子,  杉本貴昭,  岡
田敏弘,  平野公通,  飯室勇二,  山中潤一,  下村壯治,  西
口修平,  藤元治朗.  術前診断に苦慮した細胆管細胞癌の
2例.  第185回近畿外科学会 2009.6 神戸

高橋果里,  黒田暢一,  岩田恵典,  鈴村和大,  杉本貴昭,  王
孔志,  岡田敏弘,  平野公通,  山中潤一,  飯室勇二,  西口
修平,  藤元治朗.  巨大単胞性嚢胞形態を示した膵IPMN
の1例.  第185回近畿外科学会 2009.6 神戸

鈴村和大,  王孔志,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  平野
公通,  岡田敏弘,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇
山直樹,  佐竹真,  吉田康彦,  近藤祐一,  藤元治朗.  内視
鏡的粘膜切除術を施行した食道癌術後4年目に発生した
再建胃管癌の1例.  第34回日本外科系連合学会学術集会 
2009.6 東京

王孔志,  今村美智子,  福永渉,  木下幸治,  松下一行,  上田
邦彦,  岡田敏弘,  藤元治朗.  Capecitabine単独療法に
Cyclophosphamideの追加投与が奏効した乳癌肝転移の1
例.  第34回日本外科系連合学会学術集会 2009.6 東京

今村美智子,  筒井ひろ子,  安田好文,  内田良介,  弓倉静英,  
審良静男,  中西憲司.  Contribution of TRIF to LPS-
induced liver injury in mice. （ワークショップ）第74回
日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 2009.6 
京都

佐竹真,  黒田暢一,  平野公通,  Guido E,  岡田敏弘,  王孔
志,  麻野泰包,  宇山直樹,  鈴村和大,  Go VL,  藤元治
朗.  9種膵癌細胞の増殖におけるCOXを介したプロスタグ
ランディン代謝経路の解析と検討.  第40回日本膵臓学会
大会 2009.7 東京

小坂久,  大橋浩一郎,  黒田暢一,  山中潤一,  飯室勇二,  
藤元治朗 .  肝原発悪性線維性組織球腫（Mal ignant 
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Fibrous Histiocytoma）の一例.  第186回近畿外科学会 
2009.11 大阪

岡本共弘,  黒田暢一,  飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  岡
田敏弘,  王孔志,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  宇山直樹,  吉田
康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村美智子,  小
谷穣治,  藤元治朗.  嚢腫空腸吻合術後45年目に胆道出
血をきたした先天性胆道拡張症の1例. 第186回近畿外科
学会 2009.11 大阪

［研究会・講演会等］
鈴村和大,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平野公通,  岡

田敏弘,  王孔志,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山
直樹,  佐竹真,  吉田康彦,  近藤祐一,  藤元治朗.  胆管圧
排を伴う肝門型肝腫瘍切除時の術中胆管損傷に対する対
策.  第37回近畿肝臓外科研究会 2009.2 尼崎

吉田康彦,  岡田敏弘,  宇山直樹,  鈴村和大,  近藤祐一,  大
橋浩一郎,  杉原正大,  藤元治朗.  技術レベルに応じた鏡
視下手術における手術教育.  第17回阪神内視鏡手術勉
強会 2009.2 神戸

近藤祐一,  斉藤慎一,  田中弘教,  飯島尋子,  杉本貴昭,  岡
田敏弘,  平野公通,  飯室勇二,  山中潤一,  下村壯治,  西
口修平,  藤元治朗.  診断に苦慮した肝腫瘍症例. 第8回阪
神エコーレベルアップミーティング  2009.2  西宮

吉田康彦,  黒田暢一,  岡田敏弘,  飯室勇二,  山中潤一,  平
野公通,  王孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇
山直樹,  佐竹真,  鈴村和大,  近藤祐一,  藤元治朗.  繰り
返す肝膿瘍に対して胆のう摘出が有効であった2例.  第
102回大阪胆道疾患研究会 2009.3 大阪

黒田暢一,  近藤祐一,  斉藤慎一,  平野公通,  岡田敏弘,  王
孔志,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直樹,  吉田康彦,  佐
竹真,  鈴村和大,  小坂久,  中井紀博,  今村美智子,  西上
隆之,  山中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  術前に胆管内発
育型肝内胆管癌（IG-ICC）と診断した肝嚢胞性病変（von 
Meyenburg complex）の1切除例.  兵庫県消化器外科研
究会 2009.5 神戸

山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡田敏弘,  王
孔志,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  佐竹
真,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村
美智子,  飯島尋子,  廣田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝
細胞癌初回切除後10年生存に関与する予後因子の検討.   

（シンポジウム）第45回日本肝癌研究会 2009.7 福岡
平野公通,  山中潤一,  麻野泰包,  飯室勇二,  黒田暢一,  岡

田敏弘,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  藤元治朗.  肝内胆管癌 
（ICC）に対する外科治療成績の検討. （パネルディスカッ
ション）第45回日本肝癌研究会 2009.7 福岡

飯室勇二,  岡田敏弘,  矢田章人,  宇山直樹,  杉本貴昭,  斉
藤慎一,  平野公通,  山中潤一,  藤元治朗.  血小板数減
少を伴う肝硬変合併肝癌症例に対する鏡視下脾摘術の意
義. （ワークショップ）第45回日本肝癌研究会 2009.7 福
岡

山中潤一,  岡田敏弘,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  斉
藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  吉田康彦,  佐

竹真,  鈴村和大,  近藤祐一,  大橋浩一郎,  藤元治朗.  
3D画像支援と鏡視下肝授動先行を併用した腹腔鏡（補助
下）肝切除術. （ビデオセッション）第45回日本肝癌研究
会 2009.7 福岡

斉藤慎一,  山中潤一,  近藤祐一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  藤
元治朗.  三次元統合画像を使用した術前肝切除シミュ
レーション:新たな活用とその有用性.  第45回日本肝癌研
究会 2009.7 福岡

近藤祐一,  山中潤一,  斉藤慎一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  王孔志,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇
山直樹,  吉田康彦,  佐竹真,  鈴村和大,  藤元治朗.  門脈
前区域灌流領域の分類の肝切除への応用.  第45回日本
肝癌研究会 2009.7 福岡

宇山直樹,  飯室勇二,  近藤祐一,  鈴村和大,  佐竹真,  吉田
康彦,  杉本貴昭,  麻野泰包,  斉藤慎一,  王孔志,  岡田敏
弘,  平野公通,  黒田暢一,  山中潤一,  藤元治朗.  肝内胆
管癌細胞におけるdiscoidin domain 1受容体（DDR1受容
体）の役割.  第45回日本肝癌研究会 2009.7 福岡

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  廣
田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細胞癌切除術における
術中造影超音波検査の有用性.  第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

黒田暢一,  佐竹真,  飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  岡田
敏弘,  王孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直
樹,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村
美智子,  藤元治朗.  膵管空腸粘膜吻合時の膵管チューブ
留置の必要性に関する検討（経験）.  第36回日本膵切研
究会 2009.8 和歌山

佐竹真,  黒田暢一,  飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  岡田
敏弘,  王孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直
樹,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村美
智子,  藤元治朗.  圧挫結紮法（crush & tie法）による膵
切離.  第36回日本膵切研究会 2009.8 和歌山

近藤祐一,  山中潤一,  斉藤慎一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  杉本貴昭,  麻野泰包,  藤元治朗.  
門脈前区域灌流領域の分類の検討と肝切除への応用.  第
4回肝癌治療シミュレーション研究会 2009.9 神戸

斉藤慎一,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平野公通,  岡
田敏弘,  王孔志,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  近
藤祐一,  藤元治朗.  当科における術前肝切除シミュレー
ションの工夫.  第4回肝癌治療シミュレーション研究会   
2009.9 神戸

岡田敏弘,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平野公通,  王
孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  吉田康彦,  藤
元治朗.  肝胆膵脾領域における鏡視下手術の標準化・定
型化に向けて. （主題Ⅱ）第22回近畿内視鏡外科研究会 
2009.9 神戸

吉田康彦,  岡田敏弘,  近藤祐一,  鈴村和大,  宇山直樹,  王
孔志,  藤元治朗.  当科における学生・前期研修医に対す
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る内視鏡外科手術トレーニング. （パネルディスカッショ
ン）第22回近畿内視鏡外科研究会 2009.9 神戸

大橋浩一郎,  岡田敏弘,  鈴村和大,  吉田康彦,  佐竹真,  宇
山直樹,  杉本貴昭,  麻野泰包,  王孔志,  平野公通,  山
中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  肝硬変を合併した腹腔
鏡下胆嚢摘出術の経験.  第22回近畿内視鏡外科研究会 
2009.9 神戸

岡本共弘,  谷口英治,  太田喜久子,  吉川正人,  大橋秀一.  
腹腔鏡下摘出術を行った巨大S状結腸間膜嚢胞の一例.  
第22回近畿内視鏡外科研究会 2009.9 神戸

関保二,  奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  藤元治朗.  直
腸肛門奇形症例手術時の筋肉刺激装置どうされていま
すか？困ってませんか？.  第62回小児外科わからん会 
2009.10 大阪

近藤祐一,  黒田暢一,  鈴村和大,  佐竹真,  岡田敏弘,  平野
公通,  王孔志,  麻野泰包,  宇山直樹,  吉田康彦,  今村美
智子,  中井紀博,  岡本共弘,  藤元治朗.  膵sarcomatoid 
adenocarcinomaの1切除例.  第58回近畿膵疾患談話会 
2009.10 大阪

■その他■
岡田敏弘.  日本外科学会ビデオライブラリー  最新手術シ

リーズ（第108回定期学術集会優秀ビデオ演題）.  2008-
07  消化器領域鏡視下手術における重篤な術中偶発症
―胆嚢摘出（LC）の胆管損傷と脾臓摘出（LS）の出血―.  

（DVD）東京:日本外科学会, 2009.

小児外科
Pediatric Surgery

■学術論文■
［総説］
奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  窪田昭男,  川原央好,  

長谷川利路,  米田光宏,  野瀬恵介,  三谷泰之,  野村元成,  
白石淳,  北島博之,  藤村正哲.  胎児発育不全における消
化管機能障害−消化管穿孔ならびに胎便関連性腸閉塞に
関する検討−.  周産期学シンポジウム 2009;27:43-6.

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  窪田昭男,  川原央好,  
長谷川利路,  米田光宏,  野瀬恵介,  三谷泰之,  野村元成.  
早産児に多い小児外科疾患とその対応.  産婦人科治療 
2009;98:406-10.

上原秀一郎,  窪田昭男,  長谷川利路,  奥山宏臣,  川原央好,  
三谷泰之,  野村元成.  先天性食道閉鎖症の出生前診断.  
小児外科 2009;41:472-5.

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  窪田昭男,  川原央好,  
長谷川利路,  米田光宏,  野瀬恵介,  三谷泰之,  野村元成,  
白石淳,  北島博之.  子宮内発育遅延症例における胎便関
連性腸閉塞.  小児外科 2009;41:500-3.

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之 ,  窪田昭男,  川原央
好.  十二指腸閉鎖症に対する十二指腸吻合術.  小児外科 
2009;41:936-41.

田附裕子,  岡田敏弘,  飯干泰彦,  奥山宏臣,  福澤正洋,  藤
元治朗.  膵腫瘍に対する脾温存膵尾部腫瘍切除術.  小児
外科 2009;41:981-6.

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之 ,  窪田昭男,  川原央
好.  低出生体重児における胎便関連性腸閉塞.  小児外科 
2009;41:1191-5.

［原著］
Kawahara H,  Okuyama H,  Mitani Y,  Nomura M,  Nose 

K,  Yoneda A,  Hasegawa T,  Kubota A,  Fukuzawa M.  
Influence of thoracoscopic esophageal atresia repair 
on esophageal motor function and gastroesophageal 
reflux.  J Pediatr Surg 2009;44:2282-6.

澤田明久,  井上雅美,  近藤統,  木本富子,  山田佳世,  中山
雅弘,  桑江優子,  西川正則,  大川洋二,  井田孔明,  徳田
桐子,  真部淳,  土屋邦彦,  奥山宏臣,  窪田昭男,  川原央
好,  長谷川利路,  米田光宏,  竹本理,  山田淳二,  川端秀
彦,  田村太資,  木内恵子,  平野慎也,  宇野誠,  竹下泰史,  
石原卓,  岡村隆行,  坂田尚己,  水谷修紀,  中畑龍俊,  迫
正廣,  多和昭雄,  尾路祐介,  坪井昭博,  小山真穂,  岡
芳弘,  安井昌博,  杉山治夫,  河敬世.  小児がんに対する
WT1ペプチドによるワクチン療法.  小児がん 2009;46:6-
16.

［症例報告］
高間勇一,  奥山宏臣,  窪田昭男,  中岡達雄,  東孝,  中村哲

郎,  福澤正洋.  稀な先天性頸部皮膚病変である正中頸裂
congenital midline cervical cleftの2例.  日本小児外科
学会雑誌 2009;45:744-8.

■学会発表■
［全国規模の学会］
奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  窪田昭男,  川原央好,  

長谷川利路,  米田光宏,  野瀬恵介,  三谷泰之,  野村元成,  
白石淳,  北島博之,  藤村正哲.  胎児発育不全における消
化管機能障害―消化管穿孔ならびに胎便関連性腸閉塞
に関する検討―. （シンポジウム）第27回日本周産期・新
生児医学会周産期学シンポジウム 2009.1 福島

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  窪田昭男,  川原央好.  
新生児における内視鏡手術の工夫と問題点. （ビデオワー
クショップ）第109回日本外科学会定期学術集会 2009.4 
福岡

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  小谷穣治,  上田敬博.  
小児救急における小児外科の役割―救命救急センター
との連携について―.  第46回日本小児外科学会学術集会 
2009.6 大阪

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣.  輪状膵を伴う先天性
十二指腸狭窄症の術後2年11ヶ月に反復性急性膵炎で発
症した膵・胆管合流異常症の一女児例.  第46回日本小児
外科学会学術集会 2009.6 大阪

清水義之,  佐々木隆士,  奥山宏臣.  腹腔鏡下腸回転異常症
手術を施行した13-trisomyの幼児例.  第46回日本小児外
科学会学術集会 2009.6 大阪

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣,  小川智美,  皆川京子.  
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超低出生体重児に発生した特発性胆道穿孔の1例.  第45
回日本周産期・新生児医学会学術集会 2009.7 名古屋

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之.  long gapのA型食道閉
鎖症に対する胸腔鏡下根治術. （シンポジウム）第22回日
本内視鏡外科学会総会 2009.12 東京

清水義之,  佐々木隆士,  奥山宏臣.  重症心身障害者におけ
る腹腔鏡補助下経皮的胃瘻造設術（LAPEG）. 第22回日
本内視鏡外科学会総会 2009.12 東京

［その他の学会］
清水義之,  川原央好,  奥山宏臣,  渡邊高士,  谷岳人,  山中

宏晃,  窪田昭男,  佐々木隆士,  藤元治朗.  高カロリー輸
液施行中, カテーテル-気管瘻を形成した1例.  第24回日本
静脈経腸栄養学会 2009.1 鹿児島

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣.  Meigs症候群類似の症
状を呈した卵巣顆粒膜細胞腫の一例.  第45回日本小児外
科学会近畿地方会 2009.8 神戸

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  田附裕子.  腹腔鏡下鼠
径ヘルニア根治術時に診断された精巣性女性化症候群の
1例.  第18回日本小児泌尿器科学会総会 2009.9 淡路

［研究会・講演会等］
佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣.  開腹既往のないイレウ

ス・・・小腸狭窄!その原因は?.  第61回小児外科わからん
会 2009.3 大阪

関保二,  奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  藤元治朗.  直
腸肛門奇形症例手術時の筋肉刺激装置どうされていま
すか？困ってませんか？.  第62回小児外科わからん会 
2009.10 大阪

清水義之,  佐々木隆士,  関保二,  奥山宏臣.  血便を認め,  
メッケルシンチ陽性の女児の1症例.  第62回小児外科わか
らん会 2009.10 大阪

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣.  2種類の漢方治療が著
効したA型食道閉鎖症の一例.  第14回日本小児外科漢方
研究会（PSJM2009） 2009.10 鹿児島

佐々木隆士.  2種類の漢方治療が著効したA型食道閉鎖
症の一例.  第7回兵庫県臨床漢方医会総会学術集会 
2009.11 神戸

奥山宏臣.  小児における内視鏡外科手術の現況.  平成21年
度第3回兵庫医科大学医学会学術講演会 2009.11 西宮

乳腺・内分泌外科
Breast and Endocrine Surgery

■著書■
三好康雄,  村瀬慶子,  西藤勝.  タキサン系化学療法の効果

予測.  稲治英生  編.  乳癌テーラーメード治療の理論と実
践.  東京:金原出版, 2009:39-49.

三好康雄,  村瀬慶子.  乳癌の基礎  乳癌におけるシグナル
情報伝達機構の異常.  戸井雅和  編.  みんなに役立つ乳
癌の基礎と臨床.  大阪:医薬ジャーナル社, 2009：92-100.

三好康雄,  野口眞三郎.  遺伝性･家族性乳癌.  福富隆志 編.  

乳癌診療ハンドブック.  改訂第2版.  東京:中外医学社, 
2009:307-24.

■学術論文■
［総説］
三好康雄,  村瀬慶子,  西藤勝.  乳癌網羅的遺伝子解析に

よる予後予測と治療効果予測.  乳癌の臨床 2009;24:339-
49.

三好康雄 ,   村瀬慶子,   西藤勝.   ホルモン耐性と薬物
療法  シグナル伝達阻害薬との併用.  医学のあゆみ 
2009;230:37-44.

三好康雄.  乳癌の化学予防−現状と今後の展望−.  内分泌
外科 2009;26:249-53.

［原著］
Shimomura A,  Miyoshi Y,  Taguchi T,  Tamaki Y,  

Noguchi S.  Association of loss of BRCA1 expression 
with centrosome aberration in human breast cancer.  
J Cancer Res Clin Oncol 2009;135:421-30.

Tamaki Y,  Kotsuma Y,  Miyoshi Y,  Noguchi S.  Breast 
cancer risk assessment for possible tailored screening 
for Japanese women.  Breast Cancer 2009;16:243-7.

Yasuda Y,  Saito M,  Yamamura T,  Yaguchi T,  Nishizaki T.  
Extracellular adenosine induces apoptosis in Caco-2 
human colonic cancer cells by activating caspase-9/-3 
via A2a adenosine receptors.  J Gastroenterol 
2009;44:56-65.

Yaguchi T,  Saito M,  Yasuda Y,  Nishizaki T.  Caspase-4 
activation in association with decreased adenosine 
deaminase activity may be a factor for gastric ulcer.  
Digestion 2009;81:62-7.

［症例報告］
王孔志,  今村美智子,  村瀬慶子,  西藤勝,  伊藤敬,  廣田誠

一,  三好康雄,  藤元治朗.  多発骨格筋転移をきたした再
発乳癌の1例.  乳癌の臨床 2009;24:753-7．

■学会発表■
［全国規模の学会］
三好康雄,  村瀬慶子.  化学療法の効果予測因子−臨床の立

場から−. （シンポジウム）第17回日本乳癌学会学術総会 
2009.7 東京

村瀬慶子,  伊藤敬,  西藤勝,  一井重利,  王孔志,  三好康雄.  
乳癌リンパ節転移診断における超音波検査とFDG-PET
の比較検討.  第17回日本乳癌学会学術総会 2009.7 東京

下村淳,  三好康雄,  田口哲也,  玉木康博,  野口眞三郎.  ヒ
ト乳癌におけるBRCA1の発現低下と中心体異常との相関.  
第17回日本乳癌学会学術総会 2009.7 東京

先田功,  芝英一,  山本仁,  三好康雄.  カテゴリー３の石灰
化で診断されたDCISの３例.  第17回日本乳癌学会学術
総会 2009.7 東京

［その他の学会］
三好康雄.  乳がん易罹患性の診断. （スポンサードセッショ

ン）第21回日本内分泌外科学会総会 2009.5 岡山
三好康雄.  乳癌の発生におけるホルモン調節機構. （シン
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ポジウム）第41回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 
2009.9 神戸

西藤勝,  村瀬慶子,  三好康雄,  畑田卓也,  一井重利.  アナ
ストロゾール投与により早期に縮小効果が得られた局所
進行乳癌の１例.  第7回日本乳癌学会近畿地方会 2009.12 
神戸

三好康雄.  ホルモン受容体陽性乳癌を考える. （ランチョン
セミナー）第7回日本乳癌学会近畿地方会 2009.12 神戸

［研究会・講演会等］
三好康雄 .  乳癌の最新治療−特に個別化治療について−.  
（特別講演）神戸市北区医師会学術講演会 2009.2 神戸

三好康雄.  ステレオマンモトーム症例の検討. （特別講演）
第25回西宮マンモグラフィ研究会 2009.2 西宮

三好康雄.  Anastrozole投与による関節症状,  ほてり発
現について,  最近の話題.  第40回兵庫乳腺疾患研究会 
2009.5 神戸

三好康雄,  村瀬慶子,  西藤勝.  センチネルリンパ節生検に
ついて−併用法−.  第40回兵庫乳腺疾患研究会 2009.5 
神戸

三好康雄 .  乳癌の薬物療法−サブタイプ別の感受性につ
いて. （指定講演）3rd Gunma Breast Cancer Forum 
2009.6 前橋

三好康雄.  家族性乳がん−特に治療方針について−. （シン
ポジウム）第3回家族性腫瘍セミナー 2009.7 松山

三好康雄.  乳癌の化学療法感受性予測.  平成21年度第1回
兵庫医科大学医学会学術講演会 2009.7 西宮

三好康雄 .  乳癌の易罹患性に関与する遺伝子変異. （指
定講演）第12回家族性腫瘍カウンセラー養成セミナー 
2009.8 東京

三好康雄.  乳がんの早期発見と最新の治療について.  西宮
市医師会内科医会学術講演会 2009.9 西宮

三好康雄.  サブタイプ別の化学療法について.  第4回武庫川
Breast Cancer Seminar 2009.9 西宮

三好康雄.  診療ガイドラインに基づいた乳がん診療. （特別
講演）乳がん治療セミナー 2009.10 神戸

三好康雄.  乳がん治療セミナー. （パネルディスカッション）
乳がん治療セミナー 2009.10 神戸

三好康雄.  サブタイプ別の化学療法について. （講演）第3
回武庫川乳癌セミナー 2009.10 尼崎

■その他■
三好康雄.  家族性乳がん卵巣がん入門.  日本家族性腫瘍

学会家族性腫瘍カウンセラー養成セミナーNews Letter 
2009;10:2-5.

三好康雄.  Triple-negative乳癌の病態と治療戦略.  第1回
Kobe Breast Young Frontier Meeting 2009.1 神戸

三好康雄.  乳がん  より適切な治療.  乳がん市民公開講座 
2009.4 神戸

三好康雄.  閉経後乳癌の術後initial therapyの現状と展望.  
（座談会）閉経後乳癌の術後initial therapyの現状と展
望 2009.8 東京

三好康雄.  閉経後乳癌のホルモン療法−St.Gallen2009の話

題−.  Breast Cancer Clinical Meeting 2009.8 西宮
村瀬慶子.  腋窩リンパ節転移との鑑別が困難であった乳

癌の症例.  第9回阪神エコーレベルアップミーティング 
2009.9 西宮

上部消化管外科
Upper Gastrointestinal Surgery

■著書■
笹子三津留.  幽門側位切除.  出月康夫  編.  写真で学ぶ日

本の癌手術1.  初版.  東京:インターメディカ, 2009:115-36.
笹子三津留,  藤原康弘,  高上洋一.  がん.  主婦の友社  編.  

ハンディ版・１億人の家庭の医学.  東京:主婦の友インフォ
ス情報社, 2009:8-9.

阪眞,  笹子三津留.  胃癌手術後合併症の種類と頻度.  荒
井邦佳  編.  胃外科の要点と盲点.  第2版.  東京:文光堂, 
2009:160-2.

笹子三津留,  杉原健一  総編.  消化器外科手術ナビガイド  
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倉長平,  國場幸均,  園山輝久，大辻英吾.  食道癌転移再
発巣に対するラジオ派焼灼療法の有効性についての検討.  
第47回日本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

藤原斉,  窪田健,  市川大輔,  菊池正二郎,  岡本和真,  栗生
宣明,  生駒久視,  中西正芳,  落合登志哉,  阪倉長平,  國
場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  転移再発および局所進行
食道癌に対するDCF療法についての検討.  第47回日本癌
治療学会学術集会 2009.10 横浜

梅原誠司,  藤原斉,  窪田健,  菊池正二郎,  市川大輔,  栗生
宣明,  生駒久視,  中西正芳,  岡本和真,  落合登志哉,  阪
倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  当科における
食道癌穿孔に対する治療症例についての検討.  第47回日
本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

岡村寛子,  藤原斉,  窪田健,  市川大輔,  菊池正二郎,  岡本
和真,  栗生宣明,  生駒久視,  中西正芳,  落合登志哉,  阪

倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  当科における
食道癌内視鏡治療後の追加加療としての手術施行症例の
検討.  第47回日本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

須知健太郎,  藤原斉,  窪田健,  市川大輔,  菊池正二郎,  栗
生宣明,  生駒久視,  中西正芳,  岡本和真,  落合登志哉,  
阪倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  同時性胃癌
合併食道癌症例の治療方針についての検討.  第47回日本
癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

中西正芳,  國場幸均,  栗生宣明,  生駒久視,  窪田健,  市川
大輔,  菊池正二郎,  藤原斉,  岡本和真,  阪倉長平,  落合
登志哉,  園山輝久,  大辻英吾.  当科における進行直腸癌
に対する術前化学放射線療法.  第47回日本癌治療学会
学術集会 2009.10 横浜

藤原由規,  吉川麗月,  海邉展明,  松本友寛,  小石健二,  山
下英孝,  笹子三津留.  食道癌化学放射線療法後患者の
予後因子としての幹細胞関連マーカー発現の意義.  第47
回日本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

海邉展明,  藤原由規,  吉川麗月,  松本友寛,  小石健二,  山
下英孝,  笹子三津留.  食道癌化学放射線療法後患者に
おける癌幹細胞マーカーとしてのALDH1発現の意義.  第
47回日本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

吉川麗月,  栁秀憲,  藤原由規,  飯島尋子.  5-FU infusion-
based chemotherapy随伴肝障害における造影超音波 

（CEUS）の臨床的意義.  第47回日本癌治療学会学術集
会 2009.10 横浜

藤原由規,  吉川麗月,  海邉展明,  松本友寛,  小石健二,  笹
子三津留.  食道がん,  術前化学放射線療法後切除標本
における癌幹細胞マーカー発現の臨床的意義.  第51回日
本消化器病学会大会 2009.10京都

［その他の学会］
松本友寛,  笹子三津留,  藤原由規,  山本憲康,  小石健二,  

児島正道,  山村武平,  三輪洋人.  胃空腸吻合術後S-1投
与が奏効し治癒切除し得た幽門狭窄合併進行胃癌の１例.  
第81回日本胃癌学会総会 2009.3 東京

黒川幸典,  辻仲利政,  藤谷和正,  笹子三津留,  佐野武,  福
田治彦.  日韓共同臨床試験実施における問題点の対処
法.  第81回日本胃癌学会総会 2009.3 東京

吉川貴己,  長晴彦,  円谷彰,  佐野武,  笹子三津留.  微小
な腹膜転移（minimal peritoneal metastasis, MPM）を
伴うスキルス胃癌の治療戦略.  第81回日本胃癌学会総会 
2009.3 東京

海邉展明,  藤原由規,  小石健二,  松本友寛,  山下英孝,  
笹子三津留.  気管浸潤した胸部上中部食道癌2手術症例
の検討.  第185回近畿外科学会 2009.6 神戸

笹子三津留.  胃癌手術の基本とこつ.  第71回日本臨床外科
学会総会 2009.11 京都

藤原斉,  窪田健,  市川大輔,  菊池正二郎,  岡本和真,  栗生
宣明,  生駒久視,  中西正芳,  落合登志哉,  阪倉長平,  國
場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  血中CRP値を用いたパー
ティションモデル作成に基づくCRT早期効果予測. （シン
ポジウム）第71回日本臨床外科学会総会 2009.11 京都
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國場幸均,  中西正芳,  栗生宣明,  市川大輔,  藤原斉,  菊
池正二郎,  岡本和真,  阪倉長平,  落合登志哉,  園山輝
久,  大辻英吾.  大腸癌に対する標準化された腹腔鏡下
手術. （ビデオセッション）第71回日本臨床外科学会総会 
2009.11 京都

落合登志哉,  生駒久視,  栗生宣明,  窪田健,  中西正芳,  市
川大輔,  菊池正二郎,  藤原斉,  岡本和真,  阪倉長平,  國
場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  合併症ゼロの生体肝臓移
植ドナー肝切除を目指して.  第71回日本臨床外科学会総
会 2009.11 京都

西野小百合,  生駒久視,  石井博道,  栗生宣明,  窪田健,  中
西正芳,  市川大輔,  菊池正二郎,  藤原斉,  岡本和真,  落
合登志哉,  阪倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  
膵頭十二指腸切除後の残膵癌に対し残膵全摘を施行した
１例.  第71回日本臨床外科学会総会 2009.11 京都

中島慎吾,  生駒久視,  石井博道,  栗生宣明,  窪田健,  中西
正芳,  市川大輔,  菊池正二郎,  藤原斉,  岡本和真,  落合
登志哉,  阪倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  膵
液瘻感染とその起炎菌.  第71回日本臨床外科学会総会 
2009.11 京都

飯高大介,  大西一嘉,  陰山典男,  生駒久視,  窪田健,  中西
正芳,  市川大輔,  菊池正二郎,  岡本和真,  藤原斉,  落合
登志哉,  阪倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  乳
癌小腸転移により腸閉塞を来たした１例.  第71回日本臨
床外科学会総会 2009.11 京都

石井博道,  生駒久視,  中島慎吾,  栗生宣明,  窪田健,  中西
正芳,  市川大輔,  菊池正二郎,  藤原斉,  岡本和真,  落合
登志哉,  阪倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  腫
瘍部の高度なA-Pシャントを有する肝細胞癌に対して手術
を施行した１例.  第71回日本臨床外科学会総会 2009.11 
京都

石本武史,  藤原斉,  窪田健,  市川大輔,  岡本和真,  菊池正
二郎,  栗生宣明,  生駒久視,  中西正芳,  落合登志哉,  阪
倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  消化器癌化学
療法中に発症した急性細菌性髄膜炎の２例.  第71回日本
臨床外科学会総会 2009.11 京都

川口耕,  中西正芳,  栗生宣明,  生駒久視,  窪田健,  市川大
輔,  菊池正二郎,  藤原斉,  岡本和真,  落合登志哉,  阪倉
長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英吾.  空腸カルチノイド
の1例.  第71回日本臨床外科学会総会 2009.11 京都

畠山知也,  米花正智,  小西博貴,  中西正芳,  栗生宣明,  生
駒久視,  窪田健,  菊池正二郎,  市川大輔,  岡本和真,  落
合登志哉,  阪倉長平,  國場幸均,  園山輝久,  大辻英
吾.  CTで術前診断し腹腔鏡補助下に手術を施行した魚
骨による小腸穿孔の１例.  第71回日本臨床外科学会総会 
2009.11 京都

［研究会・講演会等］
笹子三津留.  胃がんの術後補助療法update. （特別講演）

第2回緑区病診連携合同講演会 2009.2 名古屋
笹子三津留.  胃癌術後補助化学療法  展望. （特別講演）

第７回宮崎消化器癌治療研究会 2009.2 宮崎

笹子三津留.  New England Journal of Medicine掲載を成
功させる方法.  平成20年度兵庫医科大学医学会総会およ
び第4回学術講演会 2009.3 西宮

笹子三津留.  胃癌の修学的治療−現状と今後の展望−.  （特
別講演）第１回岐阜DIF研究会 2009.3 岐阜

笹子三津留.  グリベック時代における手術の位置付け. （特
別講演）第６回岩手GIST研究会 2009.5 岩手

笹子三津留.  最新の胃がん治療−手術と薬物療法−.  沼津
外科医会学術講演会 2009.5 静岡

笹子三津留.  進行癌に対する腹腔鏡下胃切除術. （特別講
演）第5回近畿腹腔鏡下胃切除セミナー 2009.6 大阪

笹子三津留.  cT2胃癌に対する開腹胃切除術. （特別講演）
第5回近畿腹腔鏡下胃切除セミナー 2009.6 大阪

笹子三津留.  胃癌に対する手術手技の基礎と実際. （特別
講演）Gastric Cancer Forum for CAMPTO 2009.7 北
海道

笹子三津留.  臨床試験について. （ミニレクチャー）神戸胃
癌術後化学療法研究会世話人会 2009.7 兵庫

笹子三津留. 早期胃癌に対する機能温存手術．（特別講演）
第4回消化器がん学術講演会 2009.8 徳島

Sasako M.  Japanese experience of neo-adjuvant 
chemotherapy for gastr ic cancer. （Luncheon 
Seminor）World Congress on Gastrointestinal Cancer: 
Asian Perspectives 2009.8 Taipei

笹子三津留.  最新の胃癌治療:うそ,  ほんと？. （特別講演）
第93回京都実地医家の会例会 2009.9 京都

笹子三津留.  胃がん治療のUp to Date.  第25回中津臨床消
化器勉強会 2009.12 大阪

Sasako M.  Critical Appraisal Skills Workshop for 
Surgery. （Speaker）HA Commissioned Training 
2009/2010 2009.12 Hong Kong

Sasako M.  Master workshop on Gastric Surgery.  
（Speaker) HA Commissioned Training 2009/2010 
2009.12 Hong Kong

■その他■
小野裕之,  小山恒男,  後藤田卓志,  笹子三津留.  胃癌内視

鏡治療の現況と将来展望. （座談会）胃がんperspective 
2009;2:241-9.

笹子三津留.  今後のがん治療のあるべき姿.  第9回県民医
療公開講座 2009.3 兵庫

笹子三津留.  進行胃がんの外科治療.  第4回函館市民健康
講座 2009.9 函館

松本友寛 .  胃切除術の治療.  第11回クリニカルパス大会 
2009.11 西宮

   下部消化管外科
Lower Gastrointestinal Surgery

■著書■
松原長秀.  大腸鋸歯病変の分子生物学的特徴.  武藤徹一



101兵庫医大業績録（2009）

郎  監,  杉原健一,  藤盛孝博,  五十嵐正広,  渡邉聡明  
編.  大腸疾患NOW2008.  東京:日本メディカルセンター, 
2008:96-101.

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹.  回腸嚢肛門吻
合術.  笹子三津留,  杉原健一  総編.  消化器外科手術ナ
ビガイド  大腸･小腸.  東京:中山書店, 2009:19-27.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  中村光宏.  S状結腸粘液瘻
造設術,  Hartmann手術.  笹子三津留,  杉原健一  総編.  
消化器外科手術ナビガイド  大腸･小腸.  東京:中山書店, 
2009:39-45.

塚本潔,  野田雅史,  外賀真,  冨田尚裕.  S状結腸切除術.  
笹子三津留,  杉原健一  総編.  消化器外科手術ナビガイ
ド  大腸･小腸.  東京:中山書店, 2009:136-43.

野田雅史,  外賀真,  塚本潔,  久野隆史,  松原長秀,  冨田尚
裕.  低位前方切除術.  笹子三津留,  杉原健一  総編.  消
化器外科手術ナビガイド  大腸･小腸.  東京:中山書店, 
2009:144-56.

池内浩基,  中埜廣樹,  内野基.  5.人工肛門造設の適応と管
理.  杉田昭  編.  内科医にもわかる直腸肛門病変.  東京:
日本メディカルセンター, 2009:125-32.

冨田尚裕.  切除不能進行･再発大腸癌の治療方針.  杉原
健一  編.  インフォームドコンセントのための図説シリー
ズ 抗悪性腫瘍薬  大腸癌.  大阪:医薬ジャーナル社, 
2009:38-45.

池内浩基,  内野基,  冨田尚裕.  クローン病手術症例の長期
予後の検討.  飯田三雄  編.  消化器病学の進歩 Ⅰ 消化管
領域.  東京:日本消化器病学会, 2009:263-5.

■学術論文■
［総説］
松原長秀.  リンチ症候群screening上の課題.  家族性腫瘍 

2008;8:58-60.
大嶋勉,  池内浩基,  山岸大介,  松岡宏樹,  田中慶太,  久野

隆史,  塚本潔,  中村光宏,  外賀真,  内野基,  野田雅史,  
冨田尚裕,  竹末芳生.  感染予防のための周術期管理  下
部消化管手術における術前処置−機械的腸管処置と経口
抗菌薬投与の是非−.  消化器外科 2009;32:63-7.

外賀真,  野田雅史,  大嶋勉,  塚本潔,  久野隆史,  冨田尚
裕.  腹会陰式直腸切断術.  手術 2009;63:149-56.

外賀真,  野田雅史,  冨田尚裕.  大腸ポリープ.  消化器外科
nursing 2009;（春季増刊）:76-83.

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹末芳生,  冨
田尚裕.  クローン病に合併する小腸癌.  IBD Research 
2009;3:75-80.

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕.  潰瘍
性大腸炎に対する最適な外科治療とは？  全大腸切除術 
１期手術か２期・３期手術か  １期手術の立場から.  臨床
外科 2009;64:581-6.

久野隆史,  冨田尚裕.  小腸悪性腫瘍 −診断と治療法の選
択−.  消化器外科 2009;32:891-5.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  冨田尚裕,  松本
譽之.  潰瘍性大腸炎術後の長期予後.  日本消化器病学

会雑誌 2009;106:989-95.
冨田尚裕.  分子標的治療薬の新展開  大腸癌.  The GI 

Forefront 2009;5:91-2.
野田雅史,  外賀真,  塚本潔,  大嶋勉,  久野隆史,  田中慶

太,  山岸大介,  冨田尚裕.  下部直腸癌の治療  術後補助
化学療法.  外科 2009;71:188-93.

冨田尚裕,  野田雅史,  松原長秀.  大腸がんの術後補助化
学療法  本邦における大腸がん術後補助化学療法の今.  
Mebio 2009;26:106-15.

堀和敏,  池内浩基,  内野基,  樋田信幸,  日下剛,  應田義
雄,  中村志郎,  松本譽之,  豊島史彦,  富田寿彦,  金鏞
民,  三輪洋人.  潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸病変の
所見と経過  胃・十二指腸病変.  胃と腸 2009;44:1549-59.

池内浩基,  中埜廣樹,  内野基,  山村武平.  結腸切除術後の
手縫いによる結腸−結腸吻合.  臨床外科 2009;64:240-3.

寺嶋真理子,  池内浩基,  小谷穣治.  消化器系疾患  炎症性
腸疾患.  救急医学 2009;33:1352-7.
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田尚裕.  筋膜十字切開法によるloop式回腸人工肛門造
設と排出障害予防効果.  第71回日本臨床外科学会総会 
2009.11 京都

野田雅史,  山岸大介,  久野隆史,  塚本潔,  外賀真,  松原
長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  パワースター,  リガシュアー,  
シャープフック型ハーモニックスカルペルを使用した下部
直腸癌に対する肛門括約筋温存手術.  第71回日本臨床外
科学会総会 2009.11 京都

谷口和孝,  池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野
晃弘,  冨田尚裕.  22歳でcolitic cancerの合併を認めた,  
若年発症潰瘍性大腸炎の１例.  第71回日本臨床外科学会
総会 2009.11 京都

山岸大介,  野田雅史,  久野隆史,  塚本潔,  外賀真,  松原長
秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  直腸癌切除不能肝転移に対
し,  neoadjuvant chemotherapy後に4回肝切除をおこな
い長期生存中の1例.  第186回近畿外科学会 2009.11 大
阪

［科学研究費等班会議］
池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  福田能啓,  中村

志郎,  松本譽之.  クローン病直腸切断術の適応基準−直
腸切断術症例からみた検討−（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総会 
2009.2 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  佐々木巖.  

クローン病人工肛門造設例の経過と合併症の検討−多施
設共同研究−．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克
服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」
班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  舟山裕士,  池内浩
基,  根津理一郎,  板橋道朗,  飯合恒夫,  荒木俊光,  渡
辺聡明,  佐々木巖.  潰瘍性大腸炎,  クローン病に合併
した小腸,  大腸癌 −クローン病に合併した大腸癌の
surveillance program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」班平成21年度第1回総会 2009.7 
東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  中村志郎,  松本
譽之.  手術症例からみた潰瘍性大腸炎に合併する大腸癌
症例の現状（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難
治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す
る調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  佐々木巖.  
クローン病人工肛門造設例の経過と合併症の検討 −多
施設共同研究−.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  横山陽子,  加
藤恭一,  中村志郎,  池内浩基.  急性期クローン病患者に
対するインフリキシマブの末梢免疫システムに与える長期
経過−末梢血制御性T細胞を中心に−（各個研究）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1
回総会 2009.7 東京

［研究会・講演会等］
冨田尚裕.  大腸癌化学療法−最近の話題−. （特別講演）

第19回阪神腸疾患勉強会 2009.1 尼崎
三﨑真生子,  池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨

田尚裕,  大塚欣敏,  谷澤隆邦,  森本高広.  術前にITPを
合併した潰瘍性大腸炎の１手術例.  第9回日本小児IBD
研究会 2009.2 大阪

池内浩基.  炎症性腸疾患の術後長期経過. （ランチョンセミ
ナー）第9回日本小児IBD研究会 2009.2 大阪

冨田尚裕.  大腸癌術後補助化学療法の臨床試験.  大腸癌
術後補助化学療法フォーラム 2009.2 大阪

冨田尚裕 .   大腸癌術後補助化学療法 −これからの臨
床試験のあり方−. （特別講演）CRC Symposium in 
KANAZAWA 2009.3 金沢

池内浩基.  クローン病手術症例からみた今後の治療方針.   
（特別講演）第13回長野炎症性腸疾患（I BD）研究会 
2009.3 長野

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  加
藤恭一,  日下剛,  中村志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に
おける末梢血Ｔ細胞の存在と役割について.  第12回京都
免疫ワークショップ学術集会 2009.3 京都

池内浩基.  潰瘍性大腸炎とクローン病の手術治療−兵庫
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医大の成績−. （特別講演）第20回大腸肛門疾患懇話会 
2009.3 京都

冨田尚裕.  大腸癌診療最新のトピックス−化学療法の進歩
−. （特別講演）兵庫県全外科医会学術集会 2009.5 神
戸

松原長秀.  癌死因トップとなった大腸癌の最新の治療法.  
（特別講演）第164回兵庫県全外科医会学術集会 2009.5 
神戸

野田雅史.  大腸療法の実際. （症例提示）第36回兵医大腸
疾患研究会 2009.6 尼崎

池内浩基.  内科医に知っていて欲しい外科からの要望.  （基
調講演）第32回IBD Club Jr.研究会 2009.6 東京

池内浩基.  高齢者の潰瘍性大腸炎の問題点.  第14回関西
腸疾患セミナー 2009.8 大阪

池内浩基.  内科医に知ってほしいIBD外科治療.  徳島炎症
性腸疾患講演会 2009.9 徳島

池内浩基.  炎症性腸疾患の外科治療の現状. （特別講演）
第32回愛媛炎症性腸疾患研究会 2009.9 松山

池内浩基.  炎症性腸疾患とストーマ管理の問題点.  第26
回北海道ストーマリハビリテーション研究会学術集会 
2009.9 札幌

内野基.  腸の腫瘍と炎症.  第1回Gut Challenge Meeting 
2009.9 東京

池内浩基.  小児および高齢者潰瘍性大腸炎に対する外科
治療における諸問題. （特別講演）第24回大腸病態治療
研究会 2009.10 大阪

冨田尚裕.  大腸癌治療ガイドライン2009の解説−化学療法
を中心に−.  第7回新札幌がんフォーラム 2009.10 札幌

■その他■
池内浩基.  炎症性腸疾患の外科治療.  すこぶる快腸倶楽部

10周年イベント 2009.1 広島
池内浩基.  クローン病の手術適応からみた治療方針. （特

別講演）松山レミケードセミナー 2009.2 松山
冨田尚裕.  分子標的治療薬の新展開 大腸癌.  TAKEDA 

GI FORUM 2009 2009.2 東京
冨田尚裕.  大腸がんの基礎とがん化学療法.  がん専門薬剤

師研修事業（厚生労働省補助金事業） 2009.2 西宮
池内浩基.  クローン病の病態からみた手術適応. （特別講

演）エキスパートミーティング−クローン病治療を考える会− 
2009.3 岡山

池内浩基.  クローン病の病態からみた手術適応. （特別講
演）Wakayama Biologic Conference 2009.3 和歌山

池内浩基.  腸を守る  外科編. （教育講演）エレンタール講
演会 2009.4 大阪

池内浩基.  クローン病に対する外科的治療の現状と新たな
る可能性. （特別講演）自治医科大学大学院医学研究科
特別講義 2009.6 埼玉

松原長秀.  癌死因トップとなった大腸癌の最新の診断・治
療法.  大阪大学保健学科 2009.6 大阪

池内浩基.  IBDセンターの設立とクローン病に対する外科治
療の現状について.  兵庫IBD連携Meeting 2009.8 神戸

冨田尚裕,  野水整,  岩間毅夫,  執印太郎,  樋野興夫.  家族
性腫瘍の診療とサポート体制を考える.  近畿大学シンポ
ジウム 2009.9 大阪

野田雅史 .   大腸がんの肝転移.  鳥居薬品社内研修会 
2009.9 神戸

池内浩基.  炎症性腸疾患に対する外科治療の現状.  滋賀
IBDフォーラム外科医療講演会 2009.10 大津

池内浩基.  クローン病に対する外科治療の現状と新たなる
可能性.  IBD Seminar 2009.11 倉敷

産科婦人科学
Obstetrics and Gynecology

■学術論文■
［総説］
Kumamoto K,  Yang XY,  Hasegawa A,  Komori S,  Koyama 

K.  CD52 expression is induced in the mouse uterus at 
the time of embryo implantation.  J Reprod Immunol 
2009;82:32-9.

Hasegawa A,  Kumamoto K,  Mochida N,  Komori S,  
Koyama K.  Gene expression profile during ovarian 
folliculogenesis.  J Reprod Immunol 2009;83:40-4.

和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  中西健太郎,  衣田隆俊,  原
田佳世子,  内田暁子,  堀内功,  小森慎二,  香山浩二.  当
院の陣痛促進・誘発に関する後方視野的研究.  産婦人科
の進歩 2009;61:121-2.

鍔本浩志,  伊藤公彦,  竹内聡,  井谷嘉男,  荒川敦志,  田畑
務,  細川健一.  緩和医療に関する３次医療施設婦人科医
師へのアンケート調査 ―関西臨床腫瘍研究会（KCOG）
婦人科グループ―.  産婦人科の進歩 2009;61:241-6.

田中宏幸.  3D-CTを用いた胎児骨系統疾患の検討.  産婦人
科の進歩 2009;61:290-1.

田中宏幸,  香山浩二.  子宮穿孔.  日本臨牀 2009;67（増刊
5）:494-6．

小森慎二,  和田龍,  武信尚史.  子宮粘膜下筋腫.  日本臨牀 
2009;67（増刊5）:275-7.

小森慎二,  中村有里,  坂佳世.  性分化異常症.  臨床婦人科
産科 2009;63:1043-6.

森龍雄,  細田容子,  山田幸生,  須野成夫.  当院で施行した
TVM手術について.  近畿中央病院医学雑誌 2009;29:15-
8．

小森慎二.  抗精子抗体および抗透明帯抗体の解析.  兵庫
医科大学医学会雑誌 2009;34:47-51．

［原著］
Calongos G,  Hasegawa A,  Komori S,  Koyama K .  

Harmful effects of anti-zona pellucida antibodies 
in folliculogeneses,  oogenesis, and fertilization.  J 
Reprod Immunol 2009;79:148-55.

■学会発表■
［全国規模の学会］
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福岡実,  長谷川昭子,  堀内功,  小森慎二,  香山浩二.  透明
帯欠損マウスを用いた透明帯機能の検討.  第61回日本産
科婦人科学会学術講演会 2009.4 京都 

田中宏幸,  長谷川昭子,  細田容子,  福岡実,  小森慎二,  香
山浩二.  遺伝子発現を指標にした,  IVG発育卵母細胞の
クオリティ評価.  第61回日本産科婦人科学会学術講演会 
2009.4 京都

小森慎二,  福岡実,  細田容子,  衣田隆俊,  内田暁子,  田中
宏幸,  香山浩二.  ヒト顆粒膜細胞株におけるアンドロゲ
ンのkit ligandの発現調節に関する検討.  第61回日本産科
婦人科学会学術講演会 2009.4 京都

中村有里,  小森慎二,  和田龍,  鍔本浩志,  田中宏幸,  香山
浩二,  近藤宣幸,  島博基.  完全型アンドロゲン不応症に
セミノーマを合併した1症例.  第61回日本産科婦人科学会
学術講演会 2009.4 京都

青井千尋,  中村有里,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  小森
慎二,  香山浩二.  選択的帝王切開術中に発症し救命し得
た臨床的羊水塞栓症の1症例.  第61回日本産科婦人科学
会学術講演会 2009.4 京都

堀内功,  中村有里,  福岡実,  原田佳世子,  和田龍,  衣田
隆俊,  小森慎二,  香山浩二.  不育症例のBMIとその治
療成績の検討.  第61回日本産科婦人科学会学術講演会 
2009.4 京都

長谷川昭子,  原田佳世子,  小森慎二,  香山浩二.  雌性生殖
組織におけるCD52の発現と不育症との係わりについて.  
第61回日本産科婦人科学会学術講演会 2009.4 京都

小森慎二,  田中宏幸,  香山浩二.  ヒト顆粒膜細胞株KGN
でのkit ligandの発現におけるアンドロゲンの作用の検討.  
第82回日本内分泌学会学術総会 2009.4 群馬

小森慎二,  中村有里,  鍔本浩志,  田中宏幸,  近藤宣幸,  玉
置知子.  セミノーマを発症した完全型アンドロゲン不応症
の1症例.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

澤井英明,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  磯野員倫,  皆川
京子,  三村博子,  管原由恵,  玉置知子,  沼部博直,  西村
玄,  小森慎二.  妊娠中期に胎児骨格異常を認め,  出生前
胎児3D-CTでKniest dysplasiaと診断,  出生後に2型コ
ラーゲン遺伝子変異を検出した1症例.  日本人類遺伝学
会第54回大会 2009.9 東京

東直人,  伊藤善啓,  黒岩孝則,  森本麻衣,  西岡亜紀,  関口
昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  化学物質
過敏症患者での周術期管理の経験. （ミニシンポジウム）
第59回日本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

［その他の学会］
持田菜穂子,  長谷川昭子,  小森慎二,  香山浩二.  In vitro

発育卵胞由来卵母細胞の遺伝子発現について.  第50回日
本哺乳動物卵子学会 2009.5 東京

鍔本浩志,  衣田隆俊,  和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  子
宮内膜間質肉腫（low grade ESS）.  第120回近畿産科婦
人科学会総会ならびに学術集会 2009.6 神戸

堀内功,  坂佳世,  中村有里,  和田龍,  衣田隆俊,  原田佳世
子,  小森慎二,  香山浩二.  当院における不妊症症例に対

する腹腔鏡検査の現況.  第120回近畿産科婦人科学会総
会ならびに学術集会 2009.6 神戸

和田龍,  武信尚史,  伴知子,  坂佳世,  原田佳世子,  内田
暁子,  伊藤善啓,  田中宏幸,  小森慎二,  香山浩二.  妊
娠中期に骨格異常を認め胎児CTにてFamily of Kniest-
Stickler Dysplasiaと出生前診断した1症例.  第120回近
畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会 2009.6 神戸

伊藤善啓,  堀内功,  荻野舞,  坂佳世,  伴知子,  武信尚史,  
和田龍,  金澤理一郎,  鍔本浩志,  小森慎二.  腹腔鏡下
手術におけるフィブリノゲンシート局所止血剤（タココン
ブ）使用時の工夫 ―子宮外腹膜妊娠例に対する手術症
例より―.  第49回日本産科婦人科内視鏡学会 2009.9 高
知 

和田龍,  原田佳世子,  武信尚史,  内田暁子,  坂佳世,  荻野
舞,  田中宏幸,  小森慎二.  血小板数１万/mm3台で超緊急
帝王切開を要した2症例.  第121回近畿産科婦人科学会学
術集会 2009.11 神戸

金澤理一郎,  荻野舞,  矢田有里,  和田龍,  伊藤善啓,  鍔本
浩志,  小森慎二.  再発子宮内膜間質肉腫の診断における
PET-CT検査の有用性について.  第121回近畿産科婦人
科学会学術集会 2009.11 神戸

坂根理矢,  原田佳世子,  武信尚史,  内田暁子,  坂佳世,  荻
野舞,  田中宏幸,  小森慎二.  妊娠高血圧症候群にCK異
常高値を認め,  術後に多発筋炎を診断された１例.  第121
回近畿産科婦人科学会学術集会 2009.11 神戸

田中宏幸,  長谷川昭子,  持田菜穂子,  Lutufi H,  小森慎二.  
雄性生殖組織特異CD52分子の補体制御活性について.  
第24回日本生殖免疫学会総会・学術集会 2009.11 東京

吉武洋,  丸山真由子,  柳田光昭,  高森建二,  長谷川昭子,  
荒本慶彦.  坑精子抗体Ts4関連分子Dipeptidase 3のマウ
ス精巣における分子性状と発現に関する検討.  第24回日
本生殖免疫学会総会・学術集会 2009.11 東京

堀内功,  坂佳世,  和田龍,  中村有里,  持田菜穂子,  小森慎
二,  近藤宣幸,  澤井英明.  顕微授精−胚移植後の妊娠症
例に対する羊水染色体検査の分析.  第54回日本生殖医学
会総会・学術講演会 2009.11 金沢

 ■その他■
小森慎二.  子宮内膜症の最近の話題.  3地区合同産婦人科

医会研修会 2009.2 西宮
小森慎二.  卵透明帯の研究における最近の話題.  第9回横

浜ART研究会 2009.2 横浜
小森慎二.  産婦人科での中高年女性の管理.  第18回徳島頻

尿・尿失禁研究会 2009.3 徳島
原田佳世子.  胎児心スクリーニングにより出生前診断し得た

胎児心奇形の1症例.  第11回尼崎地区産婦人科疾患勉強
会 2009.5 尼崎

堀内功.  不妊症症例に対する腹腔鏡検査の現況.  第11回
尼崎地区産婦人科疾患勉強会 2009.5 尼崎

堀内功,  原田佳世子,  伊藤善啓,  荻野舞,  坂佳世,  伴知
子,  武信尚史,  和田龍,  金澤理一郎,  鍔本浩志,  小森慎
二.  当院で経験した子宮外妊娠症例に対する腹腔鏡下手
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術症例 ―フィブリノゲンシート局所止血剤（タココンブ）
使用時の工夫―.  第8回兵庫産婦人科内視鏡手術懇話会 
2009.7 神戸

衣田隆俊,  坂佳世,  荻野舞,  伴知子,  中村有里,  金澤理一
郎,  堀内功,  鍔本浩志,  小森慎二.  月経時周期的に腸閉
塞を繰り返し小腸切除を施行した一例.  第20回近畿エン
ドメトリオーシス研究会 2009.8 大阪

和田龍.  血小板減少1万台で緊急帝王切開手術を要した2症
例.  第12回尼崎地区産婦人科疾患勉強会 2009.11 尼崎

田中宏幸.  周産期における胎児形態異常について.  第12回
尼崎地区産婦人科疾患勉強会 2009.11 尼崎

堀理照,  和倉久美,  半田雅文,  平省三,  小森慎二.  遺伝子
解析を施行したHyperreactio leteinalis（黄体化過剰反
応）.  第39回阪神周産期勉強会 2009.11 西宮

小森慎二.  子宮癌・卵巣癌の治療の現状.  第6回兵庫医科
大学病院病診・病院連携の会 2009.11 西宮

武信尚史.  当科での前置胎盤の管理.  第10回西宮・兵庫医
科大学産婦人科勉強会 2009.11 西宮

 

整形外科学
Orthopaedic Surgery

■著書■
田中寿一.  キャスト固定法の基本手技.  松下隆  編.  骨折

治療の要点と盲点.  第1版.  東京:文光堂, 2009:42-9.
■学術論文■

［総説］
森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上真一,  加藤

洋規,  吉矢晋一.  阪神地区での脊柱検診の現状と潜在性
二分脊椎の疫学的検討.  小児の脳神経 2009;34:27-9.

中山寛,  八木正義,  吉矢晋一.  鏡視下手術のための局所
解剖学とportal,  皮切の作成.  整形外科最小侵襲手術
ジャーナル 2009;50:2-9.

福西成男.  I BDに合併する関節症状とその対策.  IBD 
Research 2009;3:33-6.

吉矢晋一 .   半月板損傷（円板状半月板）.  関節外科 
2009;28:523-8.

藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  豊川成和,  乾淳幸,  坂田亮
介,  黒坂昌弘.  SLAC wristとSNAC wrist.  関節外科 
2009;28:516-21.

森山徳秀,  圓尾圭史,  岡田文明,  橘俊哉,  井上真一,  吉矢
晋一.  血液透析に伴う頸椎病変の診断と治療.  脊椎脊髄
ジャーナル 2009;22:1024-31.

吉矢晋一.  膝関節痛.  関節外科 2009;28（10月増刊）:162-
73.

八木正義,  吉矢晋一,  津森洋平,  山口基,  中山寛.  ACL再
再建術の問題点と対策─初回手術時に膝蓋腱を使用し
た場合の我々の経験─.  Orthopaedics 2009;22:49-54.

藤岡宏幸,  田中寿一,  奥野宏昭,  山際得益,  常深健二
郎,  吉矢晋一.  上肢  肘関節痛の治療.  ペインクリニック 

2009;30:1481-91.
［原著］
Futani H,  Okumura Y,  Fukuda Y,  Fukunaga S,  

Hasegawa S,  Yoshiya S.  Giant cell tumor of the 
sternum: a case report and review of the literature.  
Anticancer Res 2008;28:4117-20.

圓尾圭史,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  井上真一,  吉矢
晋一.  馬蹄形スペーサーを用いたTLIFの手術成績  箱形
と馬蹄形スペーサーの比較.  中部日本整形外科災害外科
学会雑誌 2009;52:39-40.

岡田文明,  森山徳秀,  山中一浩,  橘俊哉,  吉矢晋一.  腰椎
破壊性脊椎関節症に対しpedicle screwとhookを併用した
後方固定術の中期成績.  中部日本整形外科災害外科学
会雑誌 2009;52:81-2.

有住文博,  八木正義,  吉矢晋一,  星野祐一,  中山寛,  山口
基.  アメリカンフットボール選手に生じた外傷性膝蓋骨脱
臼の2例.  スポーツ傷害 2009;14: 22-3.

武久敬洋,  糸原仁,  岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  吉矢晋
一.  頸・腰椎固定術後に胸椎病変をきたした破壊性脊柱
関節症の1例.  整形外科 2009;60:125-9.

福永訓,  麩谷博之,  吉田瞳,  奥野真起子,  肥塚明日香,  吉
矢晋一.  胞巣状軟部肉腫の超音波像について.  中部日本
整形外科災害外科学会雑誌 2009;52:311-2.

西尾祥史,  福西成男,  麩谷博之,  今村史明,  福永訓,  吉
矢晋一.  悪性リンパ腫による著しい寛骨臼の破壊に対
して化学療法が著効しK-Tプレートと同種骨移植で再
建し得た症例.  中部日本整形外科災害外科学会雑誌 
2009;52:329-30.

柏薫里,  横井英之,  加藤洋規,  八木正義,  吉矢晋一.  透析
患者に発生した陳旧性大腿四頭筋腱断裂の1例.  中部日
本整形外科災害外科学会雑誌 2009;52:355-6.

井上真一,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  吉矢
晋一.  Dropped head syndromeの治療経験.  中部日本
整形外科災害外科学会雑誌 2009;52:377-8.

奥野真起子,  福永訓,  麩谷博之,  加藤洋規,  吉田瞳,  吉
矢晋一.  後頸部に発生したmalignant solitary fibrous 
t umorの1例.  中部日本整形外科災害外科学会雑誌 
2009;52:431-2.

今村史明,  福西成男,  八木正義,  麩谷博之,  吉矢晋一,  厚
井薫,  立石博臣.  当科における京セラ型UKAを用いた人
工膝単顆置換術の成績.  膝 2009;33:291-6.

藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  豊川成和,  乾淳幸,  坂田
亮介,  黒坂昌弘.  骨接合術と骨軟骨移植を併用して治
療した距骨骨軟骨傷害の一例.  日本足の外科学会雑誌 
2009;30:1-4.

藤岡宏幸,  国分毅,  坂田亮介,  乾淳幸,  黒坂昌弘,  山崎京
子.  遠位橈尺関節障害に対する関節形成術.  中部日本整
形外科災害外科学会雑誌 2009;52:623-4.

乾淳幸,  藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  豊川成和,  黒坂昌
弘.  骨接合術後に偽関節となった舟状骨骨折の検討.  中
部日本整形外科災害外科学会雑誌 2009;52:631-2.
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名倉一成,  藤岡宏幸,  国分毅,  三谷誠,  鍋島祐次,  黒坂昌
弘.  月状骨周囲脱臼の治療経験.  中部日本整形外科災害
外科学会雑誌 2009;52:633-4.

国分毅,  名倉一成,  豊川成和,  乾淳幸,  坂田亮介,  藤岡宏
幸.  鏡視下腱板修復術の術後成績  術前拘縮の影響につ
いて.  肩関節 2009;33:389-92.

乾淳幸,  国分毅,  藤岡宏幸,  名倉一成,  豊川成和.  ポリ-L-
乳酸（PLLA）を用いたscaffoldによる肩腱板再生の検討.  
肩関節 2009;33:729-32.

奥野宏昭,  田中寿一,  大迎知宏,  蔭山敬久,  吉矢晋一.  
DTJ screwを用いた指節関節固定術の検討.  日本手の外
科学会雑誌 2009;25:663-6.

福西成男,  福井智一,  西尾祥史,  今村史明,  吉矢晋一.  
RA臼底突出を伴った寛骨臼insufficiency fracture 3
例に対するKT plateを用いた臼蓋再建術.  Hip Joint 
2009;35:519-22.

西尾祥史,  福西成男,  今村史明,  福井智一,  吉矢晋一.  大
腿骨にピンを刺入しないCT free navigation THAにおけ
る脚長差補正の検討.  Hip Joint 2009;35:596-8.

横井英之,  中山寛,  福井智一,  今村史明,  八木正義,  戸祭
正喜,  福西成男,  吉矢晋一.  小児期大腿骨外顆離断性骨
軟骨炎に対するドリリング ─治癒期間予測因子の検討─.  
関節鏡 2009;34:215-9.

Tachibana T,  Yokoi H,  Kirita M,  Marukawa S,  Yoshiya 
S.  Instability of the pelvic ring and injury severity 
can be predictors of death in patients with pelvic ring 
fractures: a retrospective study.  J Orthop Traumatol 
2009;10:79-82.

Ikeda R,  Fujioka H,  Nagura I,  Kokubu T,  Toyokawa 
N,  Inui A,  Makino T,  Kaneko H,  Doita M,  
Kurosaka M.  The effect of porosity and mechanical 
property of a synthetic polymer scaffold on repair of 
osteochondral defects.  Int Orthop 2009;33:821-8.

Iwakura T,  Miwa M,  Sakai Y,  Niikura T,  Lee SY,  
Oe K,  Hasegawa T,  Kuroda R,  Fujioka H,  Doita 
M,  Kurosaka M.  Human hypertrophic nonunion 
t issue conta ins mesenchymal progenitor cel ls 
with multilineage capacity in vitro.  J Orthop Res 
2009;27:208-15.

Nakayama J,  Fujioka H,  Nagura I,  Kokubu T,  Makino 
T,  Kuroda R,  Tabata Y,  Kurosaka M.  The effect of 
fibroblast growth factor-2 on autologous osteochondral 
transplantation. Int Orthop 2009;33:275-80.

Nish imoto K,  Kuroda R,  Mizuno K,  Hosh ino 
Y,  Nagamune K,  Kubo S,  Yagi M,  Yamaguchi 
M,  Yoshiya S,  Kurosaka M.  Analysis of the graft 
bending angle at the femoral tunnel aperture in 
anatomic double bundle anterior cruciate ligament 
reconstruction: a comparison of the transtibial and 
the far anteromedial portal technique.  Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc 2009;17:270-6.

Fukunishi S,  Fukui T,  Nishio S,  Imamura F,  Yoh 
K,  Yoshiya S.  Results of total hip arthroplasty 
for dialysis arthropathy in long-term hemodialysis 
patients.  J Orthop Sci 2009;14:285-91.

Fukunishi S,  Fukui T,  Nishio S,  Imamura F,  Yoshiya S.  
Multiple pelvic insufficiency fractures in rheumatoid 
pat ients with muti lat ing changes.  Orthopedic 
Reviews 2009;1:e23.

Yamanegi K,  Yamane J,  Hata M,  Ohyama H,  Yamada 
N,  Kato-Kogoe N,  Futani H,  Nakasho K,  Okamura H,  
Terada N.  Sodium valproate, a histone deacetylase 
inhibitor, decreases the secretion of soluble Fas 
by human osteosarcoma cells and increases their 
sensitivity to Fas-mediated cell death.  J Cancer Res 
Clin Oncol 2009;135:879-89.

Yamada N,  Hata M,  Ohyama H,  Yamanegi K,  Kogoe 
N,  Nakasho K,  Futani H,  Okamura H,  Terada N.  
Immunotherapy with interleukin-18 in combination 
with preoperative chemotherapy with ifosfamide 
effectively inhibits postoperative progression of 
pulmonary metastases in a mouse osteosarcoma 
model.  Tumour Biol 2009;30:176-84.

Nabeshima Y,  Mori H,  Fujii H,  Ozaki A,  Mitani 
M,  Fujioka H.  Ankle valgus and subtalar varus in 
treated clubfoot.  J Foot Ankle Surg 2009;48:615-9.

［症例報告］
Matsuzaki T,  Kokubu T,  Nagura I,  Toyokawa 

N,  Inui A,  Fujioka H,  Doita M,  Kurosaka M.  
Anterosuperior dislocation of the shoulder joint in an 
older patient with Parkinson's disease.  Kobe J Med 
Sci 2009;54:E237-40.

Fujioka H,  Kokubu T,  Akisue T,  Nagura I,  Toyokawa 
N,  Inui A,  Sakata R,  Kurosaka M.  Treatment of 
subungual glomus tumor.  Kobe J Med Sci 2009;55:E1-
4.

Fukui T,  Ishida K,  Shoji T,  Ito K,  Matsushima 
S,  Kuroda R,  Fujioka H,  Kurosaka M,  Yoshida 
K.  A palmar fracture-dislocation of the proximal 
interphalangeal joint of the middle finger caused 
by bowling : A Case Report.  J Sports Sci Med 
2009;8:144-7.

Mitani M,  Nabeshima Y,  Ozaki A,  Mori H,  Issei N,  
Fujii H,  Fujioka H,  Doita M.  Arthroscopic reduction 
and percutaneous cannulated screw fixation of a 
capitellar fracture of the humerus: a case report.  J 
Shoulder Elbow Surg 2009;18:e6-9.

Inui A,  Kokubu T,  Fujioka H,  Toyokawa N,  Nakagiri 
K,  Doita M,  Kurosaka M.  Shoulder fracture 
dislocation associated with axillary artery injury: a 
case report.  J Shoulder Elbow Surg 2009;18:e14-6.

Fujioka H,  Kokubu T,  Makino T,  Nagura I,  Toyokawa 
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N,  Inui A,  Sakata R,  Kurosaka M.  Stress fracture 
of the first rib in a high school weight lifter.  J Sports 
Sci Med 2009;8:308-10.

Nagura I,  Fujioka H,  Kokubu T.  Extensor pollicis 
longus tendon rupture after intramedullary nail 
fixation of a fracture of the radius.  J Hand Surg Eur 
Vol 2009;34:695.

Nagura I,  Fujioka H,  Nabeshima Y,  Kokubu T,  Doita 
M,  Kurosaka M.  Monteggia fracture managed 
by intramedullary Kirschner wire fixation with 
pyknodysostosis.  J Orthop Sci 2009;14:820-2.

Takahashi M,  Fujioka H,  Tsunoda M,  Onishi Y,  
Harada T,  Kurosaka M.  Extraarticular triplane 
fracture of the distal tibial epiphysis in a child.  J 
Orthop Sci 2009;14:823-5.

Nakayama H,  Yagi M,  Yoshiya S.  Intraosseous ganglion 
in the subchondral region of the lateral femoral 
condyle in an 11-year-old girl: a case report.  Sports 
Med Arthrosc Rehabil Ther Technol 2009;5:25.

■学会発表■
［国際学会］
Fukunishi S,  Nishio S,  Imamura F,  Fukui T,  Yoshiya 

S.  Adjustment of leg length discrepancy in THA 
using CT-free navigation system without the use 
of a femoral tracker.  55th Annual Meeting of the 
Orthopaedic Research Society 2009.2 Las Vegas

Yamagiwa T,  Fukunishi S,  Tachibana T,  Okamura H,  
Yoshiya S,  Kashiwamura S.  Abrogation of regulatory 
T cell function deteriorates rheumatoid arthritis.  
55th Annual Meeting of the Orthopaedic Research 
Society 2009.2 Las Vegas

Kashiwa K,  Kotobuki N,  Ohgushi H,  Yagi M,  Fukunishi 
S,  Yoshiya S.  Tissue-eng ineered bone-tendon 
xenogeneic graft seeded with mesenchymal stem cell. 
55th Annual Meeting of the Orthopaedic Research 
Society 2009.2 Las Vegas

Tsumori Y,  Yoshiya S,  Okayama A,  Yagi M,  Shibanuma 
N,  Kubo D,  Kobashi S,  Kondo K,  Hata Y.  Analysis 
of Three-d imensiona l k inemat ics of the ACL-
reconstructed knee using dig ita l radiography 
and MDCT images.  55th Annual Meeting of the 
Orthopaedic Research Society 2009.2 Las Vegas

Nishio S,  Yamada N,  Fukunaga S,  Fukunishi S,  Futani 
H,  Okamura H,  Terada N,  Yoshiya S.  Enhanced 
suppression of pulmonary metastasis of malignant 
melanoma cel ls by combined administration of 
a-galactosylceramide and interleukin-18.  55th Annual 
Meeting of the Orthopaedic Research Society 2009.2 
Las Vegas

Moriyama T,  Okada F,  Tachibana T,  Maruo K,  Inoue 
S,  Yoshiya S.  Postoperative spinal cord herniation 

with pseudomeningocele in the cervical spine-a case 
report.  The 25th Annual Meeting of the European 
Section of the Cervical Spine Research Society  

（CSRS-E） 2009.6 Uppsala
Nishio S,  Fukunishi S,  Imamura F,  Fukui T,  Yoshiya 

S.  Adjustment of leg length discrepancy in THA 
using CT-free navigation system without the use of 
a femoral tracker.  9th Annual Meeting of CAOS-
International 2009.6 Boston

Nakayama J,  Fujioka H,  Nagura I,  Kokubu T,  Makino 
T,  Kuroda R,  Tabata Y,  Kurosaka M.  The 
mechanical effect of fibroblast growth factor-2 on 
autologous osteochondral transplantation.  Tissue 
Engineering & Regenerative Medicine International 
Society（TERMIS）2nd World Congress  2009.8 Soul

Fujioka H ,  Tanaka J,  Okuno H ,  Tomatsur i M,  
Kageyama T.  Salvage operation of scaphoid nonunion 
after surgical treatment.  64th Annual Meeting of the 
American Society for Surgery of the Hand 2009.9 San 
Francisco

Fujioka H,  Toyokawa N,  Inui A,  Sakata R,  Kokubu 
T,  Nagura I.  Repair of full-thickness cartilage defect 
with electrospinning bioabsorbable synthetic polymer 
scaffold without cultured cells. （Best Poster Award）
64th Annual Meeting of the American Society for 
Surgery of the Hand 2009.9 San Francisco 

Tanaka J,  Fujioka H.  Salvage operation of scahoid 
nonunion a fter surg ica l treatment hypothesis.  
13th Annual Meeting of the Deutsch-Japanische 
Orthopadische Tagung 2009,  German-Japanese-
Orthopaedic Congress 2009,  German Congress of 
Orthopaedics and Trauma Surgery（DKOU） 2009.10 
Berlin 

Morooka T,  Miyawaki A,  Moriyama T,  Yoshiya S,  Kotani 
J.  Reduction method of thoracic spine dislocation 
fracture by partial vertebral body resection.  Trauma 
Care 2009 2009.10 Ulm

Tanaka J.  Salvage operation of scahoid nonunion after 
surgical treatment. （Invited Lecture）International 
Hand Symposium,  Kyungpook National University 
2009 2009.12 Daegu

Tanaka J.  Ulnar collateral ligament reconstruction in 
throwing athletes using TJ screw system. （Invited 
Lecture）International Hand Symposium,  Kyungpook 
National University 2009 2009.12 Daegu

［全国規模の学会］
吉矢晋一,  八木正義,  黒田良祐,  黒坂昌弘.  多重折りハム

ストリング腱を用いたMCL再建術. （シンポジウム）第82
回日本整形外科学会学術総会 2009.5 福岡

福西成男,  西尾祥史,  吉矢晋一,  福井智一,  柴沼均.  CT 
free navigationを用いたTHAにおいて恥骨結合上の軟部
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組織の厚みがcupの設置角に及ぼす影響.  第82回日本整
形外科学会学術総会 2009.5 福岡

藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  豊川成和,  乾淳幸,  黒坂昌
弘,  蔭山敬久,  戸祭正喜,  奥野宏昭,  田中寿一,  吉矢晋
一.  骨接合術にて骨癒合が得られなかった舟状骨骨折に
対するサルベージ手術の検討.  第82回日本整形外科学会
学術総会 2009.5 福岡

Tachibana T,  Moriyama T,  Okada F,  Maruo K,  Inoue S.  
The therapeutic impact of isolation of organisms in 
patients with pyogenic spondylitis.  第82回日本整形外
科学会学術総会 2009.5 福岡

井上真一,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  吉矢
晋一.  頸椎外側塊スクリューの中期成績（画像診断を中
心に）. 第82回日本整形外科学会学術総会 2009.5 福岡

中山寛,  山口基,  八木正義,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌
弘.  複合靱帯損傷膝における後外側支持機構損傷に対す
る一次修復術の検討.  第82回日本整形外科学会学術総
会 2009.5 福岡

津森洋平,  八木正義,  岡山明洙,  吉矢晋一,  柴沼均,  小
橋昌司,  畑豊.  2D/3D image registrationに基づくACL
再建膝の動作解析.  第82回日本整形外科学会学術総会 
2009.5 福岡

久保晴司,  村津裕嗣,  黒田良祐,  木下恵祐,  吉矢晋一,  黒
坂昌弘.  TKA術前後の膝kinematicsと最大屈曲角度と
の関係.  第82回日本整形外科学会学術総会 2009.5 福岡

国分毅,  名倉一成,  藤岡宏幸,  豊川成和,  乾淳幸,  坂田亮
介,  藤田健司,  黒坂昌弘.  スーチャーブリッジ法による鏡
視下肩腱板修復術の検討.  第82回日本整形外科学会学
術総会 2009.5 福岡

福永訓,  麩谷博之,  奥野真起子,  江川博昭,  吉田瞳,  有住
文博,  藤原勇輝,  吉矢晋一.  孤立性線維腫瘍の3例.  第
42回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2009.7 横
浜

福永訓,  麩谷博之,  吉矢晋一.  近位大腿骨の転移性骨腫瘍
に対する治療成績.  第42回日本整形外科学会骨・軟部腫
瘍学術集会 2009.7 横浜

麩谷博之,  福永訓,  吉矢晋一.  ラジオ波焼灼術によって大
腿骨頭壊死を来した骨盤転移性骨腫瘍の1例.  第42回日
本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2009.7 横浜

池田里砂,  藤岡宏幸,  牧野健,  国分毅,  名倉一成,  豊川成
和,  乾淳幸,  坂田亮介,  黒坂昌弘.  生体吸収性高分子
scaffold単独移植による軟骨再生  気孔率の違いによる
効果について.  第24回日本整形外科学会基礎学術集会 
2009.11 横浜

豊川成和,  藤岡宏幸,  牧野健,  国分毅,  名倉一成,  池田里
砂,  乾淳幸,  坂田亮介,  黒坂昌弘.  生体吸収性ナノファ
イバーscaffoldを用いた培養細胞を用いない骨軟骨修復.  
第24回日本整形外科学会基礎学術集会 2009.11 横浜

乾淳幸,  国分毅,  藤岡宏幸,  名倉一成,  池田里砂,  豊川成
和,  坂田亮介,  黒坂昌弘,  小寺賢,  西野孝.  層状構造の
生体吸収性高分子scaffoldによる腱・靱帯組織再生の試

み.  第24回日本整形外科学会基礎学術集会 2009.11 横
浜

［その他の学会］
福西成男,  今村史明,  西尾祥史,  福井智一,  吉矢晋一.  

K-Tプレートとallograftを用いた臼蓋再建. （シンポジウ
ム）第39回日本人工関節学会 2009.2 東京

今村史明,  福西成男,  八木正義,  柏薫里,  津森洋平,  西尾
祥史,  吉矢晋一.  人工股関節置換術後の静脈血栓予防
薬フォンダパリヌクス投与による効果と副作用の検討.  第
39回日本人工関節学会 2009.2 東京

西尾祥史 ,  福西成男 ,  福井智一,  吉矢晋一 .  THA 
navigat ion systemはTHA経験の少ない整形外科医
にとって有用なツールか？.  第39回日本人工関節学会 
2009.2 東京

森山徳秀.  脊椎疾患による慢性疼痛の病態と治療  脊椎外
科医の立場から. （シンポジウム）第38回日本慢性疼痛学
会 2009.2 神戸

山際得益,  田中寿一,  大迎知宏,  奥野宏昭,  藤原勇輝,  
吉矢晋一.  後方型野球肘（Valgus extension overload 
syndrome）6例の治療経験.  第21回日本肘関節学会学術
集会 2009.2 東京

戸祭正喜,  田中寿一,  吉矢晋一.  外側型上腕骨小頭離断性
骨軟骨炎症例に対する骨釘を用いた離断骨軟骨片固定術.  

（シンポジウム）第21回日本肘関節学会学術集会 2009.2 
東京

江川博昭,  戸祭正喜,  山際得益,  吉矢晋一.  小児上腕骨顆
上骨折に創外固定法を用いて治療した1例.  第22回日本
創外固定・骨延長学会 2009.3 京都

田中寿一.  TJ screw systemの開発とその応用. （特別講
座）第52回日本手の外科学会学術集会 2009.4 東京

藤岡宏幸,  池田里砂,  国分毅,  名倉一成,  黒坂昌弘.  培養
細胞を用いない軟骨修復用高分子スキャホールドにおけ
る適切な気孔率の検討.  第52回日本手の外科学会学術
集会 2009.4 東京

藤岡宏幸,  黒坂昌弘,  田中寿一,  戸祭正喜,  蔭山敬久.  サ
ルベージ手術を行った舟状骨骨折の検討.  第52回日本手
の外科学会学術集会 2009.4 東京

山際得益,  大迎知宏,  奥野宏昭,  蔭山敬久,  田中寿一.  く
びれのあった骨間神経麻痺の治療成績. （パネルディス
カッション）第52回日本手の外科学会学術集会 2009.4 
東京

江川博昭,  田中寿一,  大迎知宏,  奥野宏昭,  吉矢晋一.  手
舟状骨中枢型偽関節の治療経験.  第52回日本手の外科
学会学術集会 2009.4 東京

乾淳幸,  国分毅,  藤岡宏幸,  名倉一成,  黒坂昌弘.  層状構
造の生体吸収性高分子（PLLA）scaffoldによる腱組織再
生の試み.  第52回日本手の外科学会学術集会 2009.4 東
京

金谷貴子,  藤岡宏幸,  黒坂昌弘,  乾淳幸,  山崎京子.  手根
管症候群重症例に対する手掌刺激による複合筋活動電位
の検討.  第52回日本手の外科学会学術集会 2009.4 東京
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豊川成和,  藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  黒坂昌弘.  軟骨
修復のための生体吸収性ナノファイバーscaffold.  第52回
日本手の外科学会学術集会 2009.4 東京

国分毅,  坂田亮介,  名倉一成,  藤岡宏幸,  黒坂昌弘.  関節
リウマチ患者における母指IP関節固定術の検討.  第52回
日本手の外科学会学術集会 2009.4 東京

藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  豊川成和,  坂田亮介,  黒坂
昌弘.  SLAC wristに対する部分手関節固定術.  第112回
中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2009.4 京都

岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  井上真一,  吉
矢晋一.  CMCTとCMCVを用いた胸髄症の運動機能評
価.  第112回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.4 京都

奥野宏昭,  田中寿一,  大迎知宏,  山際得益,  吉矢晋一.  
DTJ screwを用いた橈骨頭・頸部骨折の治療成績.  第112
回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2009.4 京
都

八木正義,  吉矢晋一.  スポーツ障害・外傷の予防. （シンポ
ジウム）第112回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会 2009.4 京都

吉田瞳,  麩谷博之,  福永訓,  吉矢晋一.  大腿骨に病的骨折
を来した高齢者骨肉腫の1例.  第112回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会 2009.4 京都

豊川成和,  藤岡宏幸,  国分毅,  名倉一成,  乾淳幸,  黒坂昌
弘.  舟状骨骨折偽関節に対する腸骨移植を併用した骨接
合術の治療成績.  第112回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 2009.4 京都

名倉一成,  国分毅,  豊川成和,  藤岡宏幸,  黒坂昌弘,  藤
田郁夫.  診断に難渋した肩関節初発の関節リウマチの1
例.  第112回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.4 京都

圓尾圭史,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  井上真一,  加藤
洋規,  吉矢晋一.  透析性脊椎症の術後生命予後と周術
期合併症,  危険因子について.  第38回日本脊椎脊髄病学
会 2009.4 神戸

吉矢晋一,  八木正義,  黒田良祐,  黒坂昌弘.  合併靭帯損
傷. （シンポジウム関連レクチャー）第1回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会（JOSKAS 2009） 2009.6 札幌

田中寿一.  第五中足骨基部疲労骨折（いわゆるJones骨折）
の治療. （パネルディスカッション）第1回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会（JOSKAS 2009） 2009.6 札幌

田中寿一.  スポーツ選手の手・肘傷害治療. （教育講演）第
117回西日本整形・災害外科学会 2009.6 久留米

藤岡宏幸,  名倉一成,  国分毅,  豊川成和,  乾淳幸,  坂田亮
介,  牧野健,  黒坂昌弘,  戸祭正喜,  吉矢晋一.  Freiberg
病に対する自家骨軟骨移植術の一例.  第34回日本足の外
科学会 2009.6 東京

柏薫里,  福西成男,  八木正義,  今村史明,  津森洋平,  吉矢
晋一.  ステロイド性大腿骨顆部骨壊死に対する観血的治
療の経験.  第1回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 

（JOSKAS 2009） 2009.6 札幌

中山寛,  山口基,  津森洋平,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌
弘.  前十字靱帯再建術後の膝伸展制限の変化.  第1回日
本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS 2009） 
2009.6 札幌

津森洋平,  八木正義,  吉矢晋一,  川野圭朗,  小橋昌司,  畑
豊,  柴沼均. （シンポジウム）複合慣性センサを用いた
pivot shift testの定量的評価の試み.  第1回日本関節鏡・
膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS 2009） 2009.6 札
幌

名倉一成,  国分毅,  坂田亮介,  乾淳幸,  豊川成和,  藤岡
宏幸,  黒坂昌弘.  鏡視下生検術が有用であったリウマチ
肩の1例.  第1回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 

（JOSKAS 2009） 2009.6 札幌
山口基,  中山寛,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌弘.  ACL再

建術後早期に移植腱が再断裂した症例の特徴.  第1回日
本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS 2009） 
2009.6 札幌

田中寿一,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  吉矢晋一.  舟状骨偽関節
の治療 ─遊離骨移植・骨釘とDTJ screwによる治療─.  

（主題）第35回日本骨折治療学会 2009.7 横浜
藤岡宏幸,  乾淳幸,  国分毅,  牧野健,  名倉一成,  黒坂昌弘,  

戸祭正喜,  田中寿一,  平中崇文,  辻充男.  小児上腕骨外
顆骨折の治療経験.  第35回日本骨折治療学会 2009.7 横
浜

藤岡宏幸,  乾淳幸,  牧野健,  国分毅,  黒坂昌弘,  戸祭正喜,  
蔭山敬久,  奥野宏昭,  田中寿一,  吉矢晋一.  骨接合術に
て骨癒合不全となった舟状骨骨折に対するサルベージ手
術．第35回日本骨折治療学会 2009.7 横浜

乾淳幸,  藤岡宏幸,  坂田亮介,  豊川成和,  名倉一成,  国分
毅,  牧野健,  黒坂昌弘.  舟状骨偽関節に伴う変形性手関
節症に対する部分手関節固定術の治療成績.  第35回日本
骨折治療学会 2009.7 横浜

新倉隆宏,  三輪雅彦,  藤岡宏幸,  酒井良忠,  大江啓介,  李
相亮,  名倉一成,  岩倉崇,  黒坂昌弘.  ロッキングコンプ
レッションプレートは上肢偽関節手術の内固定具として有
用か？.  第35回日本骨折治療学会 2009.7 横浜

吉矢晋一 .   関節疾患を有する中高齢者をlocomot ive 
syndromeにしないために. （シンポジウム）第35回日本整
形外科スポーツ医学会学術集会 2009.9 前橋

藤岡宏幸,  山際得益,  奥野宏昭,  戸祭正喜,  常深健二郎,  
田中寿一,  吉矢晋一.  舟状骨骨折  体操選手を中心に.  

（シンポジウム）第35回日本整形外科スポーツ医学会学
術集会 2009.9 前橋

相澤徹,  中山寛,  吉矢晋一,  井形高明.  徳島県における小
学生女子バレーボール選手メディカルチェック事業の実状.  
第35回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2009.9 前
橋

吉矢晋一.  膝関節スポーツ外傷の次世代の治療. （教育講
演）第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.10 神戸

藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉矢晋一,  牧
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野健.  SLAC wristに対する部分手関節固定術（4-corner 
arthrodesis）. （指定主題）第113回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会 2009.10 神戸

麩谷博之 ,  福永訓,  有住文博,  吉矢晋一.  良性骨腫瘍
に対する鏡視下病巣掻爬術と人工骨移植併用の有用
性.  第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.10 神戸

福永訓,  麩谷博之,  藤原勇輝,  吉矢晋一.  PET-CTが診断
に有用であった神経鞘腫症の1例.  第113回中部日本整形
外科災害外科学会・学術集会 2009.10 神戸

福永訓,  麩谷博之,  吉矢晋一.  第5趾の基節骨に発生した
軟骨肉腫の一例.  第113回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 2009.10 神戸

圓尾圭史,  森山徳秀,  岡田文明,  橘俊哉,  堀之内豊,  吉矢
晋一.  強直性脊椎骨増殖症に伴う胸腰椎横断性骨折の治
療と問題点.  第113回中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会 2009.10 神戸

中山寛,  山口基,  佐々木謙,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌
弘.  レムナントを温存した前十字靱帯（ACL）再建術の問
題点.  第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会 2009.10 神戸

堀之内豊,  森山徳秀,  岡田文明,  橘俊哉,  圓尾圭史,  吉矢
晋一.  多椎間の腰椎固定術後に生じた仙骨疲労骨折の2
例.  第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.10 神戸

有住文博,  福永訓,  麩谷博之,  吉矢晋一.  特発性一過
性大腿骨頭萎縮症にcore decompressionを行った一
例.  第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.10 神戸

藤原勇輝,  横井英之,  八木正義,  吉矢晋一,  中山寛,  山口
基.  小児期大腿骨外顆離断性骨軟骨炎の治療成績手術
治療と保存治療との比較.  第113回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会 2009.10 神戸

河合光徳,  山際得益,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  田中寿一,  吉
矢晋一.  血友病に合併した肘部管症候群の1例.  第113回
中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2009.10 神
戸

牧野健,  国分毅,  名倉一成,  坂田亮介,  黒坂昌弘,  藤岡
宏幸.  関節リウマチにおける母指IP関節固定術の治療経
験.  第113回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2009.10 神戸

今村史明,  福西成男,  福井智一,  吉矢晋一.  人工股関節置
換術後の静脈血栓予防薬フォンダパリヌクス投与による効
果と副作用の検討.  第36回日本股関節学会 2009.10 京都

福西成男,  福井智一,  西尾祥史,  藤原勇輝,  吉矢晋一.  
Garden Ⅲ,  Ⅳの大腿骨頚部骨折に対するanatomical 
large head（ADEPT HIP）を用いたTHAの治療成績.  
第36回日本股関節学会 2009.10 京都

福井智一 ,   福西成男 ,   西尾祥史,  吉矢晋一 .   C T 
free navigation systemを用いたTHAにおけるtotal 
anteversionの検討.  第36回日本股関節学会 2009.10 京

都
西尾祥史,  福西成男,  今村史明,  福井智一,  三浦寿一,  吉

矢晋一.  CT free navigation THAにおける脚長差補
正の検討（Navi vs. Manual）.  第36回日本股関節学会 
2009.10 京都

津森洋平,  八木正義,  吉矢晋一,  川野圭朗,  小橋昌司,  柴
沼均. （シンポジウム）複合慣性センサを用いたpivot 
shift testの定量化システム.  第36回日本臨床バイオメカ
ニクス学会 2009.10 松山

柴沼均,  吉矢晋一,  中島祐介,  津森洋平,  今村史明,  小橋
昌司,  畑豊,  黒坂昌弘.  カルマンフィルタを用いた人工膝
関節の3次元動態解析システム.  第36回日本臨床バイオメ
カニクス学会 2009.10 松山

藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  蔭山敬久,  常深健二郎,  
田中寿一,  吉矢晋一,  戸祭正喜.  投球による肘関節内側
側副靱帯障害に対する靱帯再建術. （シンポジウム）第20
回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2009.11 神戸

田中寿一,  藤岡宏幸.  スポーツによる肘傷害とその治療.  
（教育講演）第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会 
2009.11 神戸

岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之内豊,  吉矢
晋一,  宮脇淳志,  足立克.  ラグビーにおける頸椎・頸髄
損傷.  第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2009.11 
神戸

中山寛,  佐々木謙,  山口基,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌
弘.  サッカー選手に生じた外側半月板前節損傷の検討.  
第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2009.11 神戸

堀井優吉,  曽谷英之,  前田正登,  吉矢晋一,  柳田泰義.  体
幹屈曲伸展動作時の脊椎と骨盤の運動学的分析.  第20
回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2009.11 神戸

柳田泰義,  吉矢晋一.  アメリカン・フットボール選手におけ
る軽度脳震盪時の神経生理学的,  神経心理学的研究.  
第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2009.11 神戸

宮脇淳志,  森山徳秀,  井上真一,  山田太平,  諸岡孝俊,  宇
野耕吉,  小谷穣治,  吉矢晋一.  呼吸不全のため心肺停
止を来した症候性側彎の一例.  第43回日本側彎症学会 
2009.11 東京

［科学研究費等班会議］
森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上真一,  加藤

洋規,  吉矢晋一.  阪神地区での脊柱検診の現状と潜在性
二分脊椎の疫学的検討.  厚生労働省精神・神経疾患研究
委託費「発達期における骨格系と脳脊髄液循環動態の発
生学的特性に基づく高次脳脊髄機能障害の治療および
総合医療に関する研究」平成20年度研究報告会 2008.12 
東京

森山徳秀,  吉矢晋一.  阪神地区での脊柱検診の現状と潜在
性二分脊椎の疫学的検討.  厚生労働省精神・神経疾患研
究委託費「発達期における骨格系と脳脊髄液循環動態の
発生学的特性に基づく高次脳脊髄機能障害の治療および
総合医療に関する研究」平成21年度研究報告会 2009.11 
東京
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［研究会・講演会等］
吉矢晋一,  八木正義,  柏薫里,  津森洋平,  山口基,  中山寛,  

鶴谷舞,  西岡宗徳.  アメリカンフットボール. （シンポジウ
ム）第14回スポーツ傷害フォーラム 2009.1 大阪

大迎知宏,  田中寿一,  奥野宏昭,  山際得益.  手指屈筋腱
損傷（Zone 2）に対するKirchmeyr-Kessler変法による腱
縫合術.  第26回中部日本手の外科研究会 2009.1 浜松

津森洋平,  柏薫里,  八木正義,  今村史明,  福西成男,  吉
矢晋一.  両膝に発生したtransient osteoporosis of the 
kneeの1例.  第423回整形外科集談会京阪神地方会 
2009.1 大阪

田中寿一.  私の舟状骨骨折・偽関節の治療. （教育講演）第
2回兵庫医科大学整形外科セミナー 2009.2 西宮

西尾祥史,  福西成男,  福井智一,  吉矢晋一.  CT free 
navigation systemを用いたTHAにおける脚長差補正の
検討.  第13回兵庫県股関節研究会 2009.2 神戸

吉矢晋一.  膝スポーツ障害・外傷の診断のポイント. （教育
講演）和歌山県整形外科医会 2009.3 和歌山

橘俊哉.  前後合併手術を要した頚椎後弯変形.  第2回神戸
脊椎インスツルメンテーション研究会 2009.3 神戸

宮脇淳志,  足立克,  山田太平,  橋本篤徳,  丸川征四郎,  岡
田文明,  橘俊哉,  森山徳秀,  吉矢晋一.  頭蓋牽引中に神
経症状が悪化した頸椎脱臼骨折の1例.  第15回救急整形
外傷シンポジウム 2009.3 北海道

加藤洋規,  橘俊哉,  森山徳秀,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上
真一,  吉矢晋一.  脊髄症を呈した胸椎石灰化病変の1例.  
第424回整形外科集談会京阪神地方会 2009.3 大阪

福西成男,  西尾祥史,  福井智一,  吉矢晋一.  THA再置換
時に深大腿動脈損傷及び浅大腿動脈血栓症を生じ人工
血管を用いたバイパス手術を必要とした症例.  第35回阪
神地区整形外科を語る会 2009.4 大阪

吉矢晋一.  膝・スポーツ医学の最近の話題. （教育講演）宝
塚整形外科医会学術講演会 2009.6 宝塚

麩谷博之.  運動器疾患に対する超音波診断の活用法 ─骨・
軟部腫瘍を中心に─. （特別講演）TOYエコーフォーラム 
2009.6 京都

河合光徳,  麩谷博之,  福永訓,  吉矢晋一.  寛骨臼近傍に発
生したpneumatocystの1例.  第425回整形外科集談会京
阪神地方会 2009.6 大阪

吉矢晋一.  長距離走のスポーツ傷害とその予防.  平成21年
度健康スポーツ医学再研修会 2009.7 大阪

藤岡宏幸.  小児肘関節部の外傷と傷害. （教育講演）第90
回近畿手の外科症例検討会 2009.7 大阪

橘俊哉,  森山徳秀,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上真一,  堀之
内豊.  Rotatory olisthesisの1例.  第42回脊椎外科同好会 
2009.8 神戸

堀之内豊,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上真一,  森
山徳秀.  腰椎骨巨細胞腫の2例.  第42回脊椎外科同好会 
2009.8 神戸

田中寿一.  スポーツ選手の肘傷害治療. （教育講演）第11
回北海道整形外科手術フォーラム 2009.9 札幌

田中寿一.  プロサッカーチームメディカルケアーの実際 ─最
近の傷害治療から─. （教育講演）第19回大阪スポーツ傷
害研究会 2009.9 大阪

田中寿一.  スポーツ選手の手・肘傷害治療. （教育講演）第
319回MOCの会 2009.9 福岡

森山徳秀.  長期透析患者における脊椎病変の病態と治療.  
第21回兵庫県ROD懇話会 2009.9 神戸

楠山一樹,  福西成男,  藤原勇輝,  津森洋平,  福井智一,  清
野大輔 ,  今村史明,  吉矢晋一.  全人工股関節置換術
を行った変形性股関節症の原因がFemoroacetabular 
impingementと思われた1例.  第426回整形外科集談会京
阪神地方会 2009.9 大阪

吉矢晋一.  膝関節スポーツ外傷 ─予防・評価・対処をどう
するか─. （教育講演）千葉県臨床整形外科医会教育研
修会（千葉整形外科フォーラム2009） 2009.10 千葉

田中寿一.  外固定法の実際. （教育講演）平成21年度日本
骨折治療学会研修会 2009.10 東京

吉矢晋一.  バスケットボールにおける膝障害・外傷 ─評価
と予防─. （教育講演）第6回秋田県スポーツ医・科学セミ
ナー 2009.11 秋田

吉矢晋一.  運動療法とリハビリテーション ─運動器疾患.  
第22回健康スポーツ医学講習会 2009.11 東京

藤岡宏幸.  肘関節部の骨折とスポーツ障害. （教育講演）
第14回兵庫医科大学整形外科開業医会学術講演会 
2009.11 大阪

横山和典,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  森口和哉,  
楠山一樹,  田中寿一,  吉矢晋一.  遠位上腕二頭筋腱皮
下断裂の一例.  第427回整形外科集談会京阪神地方会 
2009.11 大阪

田中寿一.  サッカーとスポーツ傷害.  第21回中之島リウマチ
セミナー 2009.12 大阪

■その他■
吉矢晋一.  スポーツによる膝障害 ─評価と診断─.  日本体

育協会公認アスレティックトレーナー関西連絡会第25回
研修会 2009.1 大阪

田中寿一.  外科的治療（手根管症候群・肘部管症候群）.  
第10回県民医療公開講座 2009.10 神戸

田中寿一.  日本での種目別チームドクターのシステムと現状.  
「Jリーグ」チームドクター会議2009 2009.11 神戸

藤岡宏幸.  中高齢者に多いケガ.  兵庫医科大学病院市民健
康講座 2009.11 西宮

形成外科学
Plastic Surgery

■著書■
垣淵正男.  Ⅱ-22頭皮額皮弁（scalping forehead flap）.  波

利井清紀  監,  田原真也  編.  形成外科ADVANCE  シ
リーズ2-6  各種局所皮弁による顔面の再建.  改訂第2版.  
東京:克誠堂出版, 2009.



114 兵庫医大業績録（2009）

■学術論文■
［総説］
垣淵正男.  先天性眼瞼下垂に対する大腿筋膜による吊り上

げ術.  形成外科 2009;52:551‐8.
垣淵正男.  頰骨・頰骨弓骨折.  Johns 2009;25:1283-8.
西本聡.  多血小板血漿:Platelet Rich Plasmaの臨床応用に

ついて.  兵庫医科大学医学会雑誌 2009;34:67-72.
［原著］
垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  河合建一郎,  松田健,  阪上

雅史.  移植神経に対する端側神経縫合を用いた顔面神経
再建.  Facial Nerve Research 2009;29:101-4.

鵜山淳,  河村淳史,  山元一樹,  長嶋達也,  西本聡,  大山知
樹,  西島栄治,  佐藤志以樹,  中尾秀人,  野村耕治,  大津
雅秀,  阪本浩一.  重症のsyndromic craniosynostosisに
対する集学的治療.  Neurological Surgery 2009;37:25-
34．

［症例報告］
藤田和敏,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児.  顔面多発骨折に

よる仮性動脈瘤から大量出血をきたした1例.  日本頭蓋顎
顔面外科学会会誌 2009;25:345-50.

■学会発表■
［国際学会］
Kakibuchi M,  Nishimoto S,  Fukuda K,  Kawai K,  Kojima 

M,  Kageyama A,  Tsumano T,  Fujita K.  End-to-side 
neurorrhaphy to nerve graft for the reconstruction 
of multiple branches of facial nerve.  XI International 
Facial Nerve Symposium 2009.4 Rome 

Kawai K,  Carré A,  James A,  Galvez M,  Longaker 
M,  Lorenz P.  Beta-Catenin dependent Wingless 

（Wnt）signaling increases re-epithelization and scar 
formation after fullthickness skin wounding.  54th 
Annual Meeting of the Plastic Surgery Research 
Council 2009.5 Pittsburgh

Tsumano T,  Kawai K,  Nishimoto S,  Fukuda K,  Kageyama 
A,  Fujita K,  Yanai A,  Kakibuchi M.  Contribution 
of adipose derived stromal cell for irradiated wound 
repair.  54th Annual Meeting of the Plastic Surgery 
Research Council 2009.5 Pittsburgh

Kakibuchi M,  Nishimoto S,  Fukuda K,  Kawai K,  Kojima 
M,  Kageyama A,  Tsumano T,  Fujita K.  End-to-Side 
neurorrhaphy to nerve graft: application for facial 
nerve reconstruction.  5th Congress of the World 
Society for Reconstructive Microsurgery 2009.6 
Okinawa

Nishimoto S.  Clinical application of bone marrow 
derived platelet rich plasma（bm-PRP）.  The 10th 
Congress of the International Confederation for 
Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery-Asian 
Pacific Section 2009.10 Tokyo

Kakibuch i M .  St at ic procedures for pa ra ly t ic 
lagophthalmos and pseudo-ptosis in facial paralysis.  

The 10th Congress of the International Confederation 
for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery-
Asian Pacific Section 2009.10 Tokyo

［全国規模の学会］
藤田和敏,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  小島正裕,  蔭山

晶子,  妻野知子,  柳井亜矢子.  高齢者の四肢デグロービ
ング損傷に対するFarmer法の経験.  第52回日本形成外
科学会総会・学術集会 2009.4 横浜

妻野知子,  西本聡,  福田健児,  小島正裕,  蔭山晶子,  藤田
和敏,  柳井亜矢子,  垣淵正男.  耳介軟骨を用いた下眼瞼
兎眼矯正術について.  第52回日本形成外科学会総会・学
術集会 2009.4 横浜

蔭山晶子,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  小島正裕,  妻野
知子,  藤田和敏,  柳井亜矢子.  悪性腫瘍切除後の眼窩欠
損に対するリン酸カルシウムペーストの使用経験.  第52回
日本形成外科学会総会・学術集会 2009.4 横浜

小島正裕,  柳井亜矢子,  藤田和敏,  妻野知子,  蔭山晶子,  
福田健児,  西本聡,  垣淵正男.  眼窩底骨折に対する再手
術症例の検討.  第52回日本形成外科学会総会・学術集会 
2009.4 横浜

西本聡,  妻野知子,  下北良,  沖原伸一郎,  太田万理,  山
内太介,  福田健児,  垣淵正男.  レーザー光による骨切断
装置の開発.  第52回日本形成外科学会総会・学術集会 
2009.4 横浜

西本聡,  妻野知子,  下北良,  沖原伸一郎,  太田万理,  山
内太介,  福田健児,  垣淵正男.  レーザー光によるウサ
ギ橈骨の切断.  第18回日本形成外科学会基礎学術集会 
2009.10 東京

藤原敏宏,  久保盾貴,  小島正裕,  福田健児,  西本聡,  垣淵
正男,  細川亙.  各創傷被覆材の抗菌効果の比較検討.  第
18回日本形成外科学会基礎学術集会 2009.10 東京

福田健児.  眼窩内側壁吹き抜け骨折で術後高度な外眼筋
麻痺を生じた１例.  第27回日本頭蓋顎顔面外科学会学術
集会 2009.11 東京

藤原敏宏.  顔面骨骨折治療における下眼瞼切開の合併症の
検討.  第27回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2009.11 
東京

西本聡.  網膜芽細胞腫治療後変形に対する頬骨,  眼窩骨切
り前方移動術.  第27回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集
会 2009.11 東京

西本聡,  藤原敏宏,  妻野知子,  福田健児,  小島正裕,  蔭山
晶子,  垣淵正男.  定常および間欠的低圧の線維芽細胞に
及ぼす影響.  第39回日本創傷治癒学会 2009.12 東京

［その他の学会］
藤田和敏,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  河合建一郎,  小

島正裕,  横山茂和,  蔭山晶子,  妻野知子,  柳井亜矢子.  
右上半身Ⅲ度熱傷から発症したProbable Toxic Shock 
Syndromeの一例.  第1回日本創傷外科学会総会・学術集
会 2009.1 東京

垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  河合建一郎,  小島正裕,  蔭
山晶子,  妻野知子,  藤田和敏,  松田健.  端側縫合を利用
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した顔面神経即時再建について.  第33回日本頭頸部癌学
会・第30回頭頸部手術手技研究会 2009.6 札幌

福田健児,  垣淵正男,  西本聡,  小島正裕,  藤原敏宏,  蔭山
晶子,  妻野知子.  四肢の外傷に対する遊離皮弁移植の適
応評価の検討. （パネルディスカッション）第36回日本マイ
クロサージャリ―学会学術集会 2009.10 徳島

朝倉麻紀子,  三浦宏之,  小島正裕.  両肘に生じた結節性黄
色腫の1例.  第415回日本皮膚科学会大阪地方会 2009.10 
大阪

小島正裕,  藤原敏宏,  福田健児,  西本聡,  垣淵正男,  武石
明精.  創閉鎖時のFUT併用療法.  第15回日本臨床毛髪
学会 2009.12 神戸

Kawai K,  Kong W,  Li S,  Lorenz P.  Dot cells increase 
skin healing through increased endothelial cell and 
blood vessel formation.  2nd Annual Stanford Plastic 
Surgery Research Symposium 2009.4 Stanford

木下将人,  福田健児,  外岡真紀,  大西薫,  石瀬久子,  妻野
知子,  蔭山晶子,  藤原敏宏,  小島正裕,  西本聡,  垣淵正
男.  フィラー注入により陰茎部潰瘍を生じた一例.  第93回
日本形成外科学会関西支部学術集会 2009.12 西宮

［研究会・講演会等］
西本聡,  大山和樹,  福田健児,  河合建一郎,  小島正裕,  蔭

山晶子,  妻野知子,  藤田和敏,  柳井亜矢子,  吉村由希,  
小野田素大,  垣淵正男.  小耳症手術における肋軟骨フ
レーム作成時の吸収糸および瞬間接着剤による固定.  第
14回形成外科手術手技研究会 2009.2 大阪

小島正裕,  石瀬久子,  大西薫,  外岡真紀,  木下将人,  藤田
和敏,  妻野知子,  蔭山晶子,  藤原敏宏,  福田健児,  西本
聡,  垣淵正男.  当院における乳房再建.  第40回兵庫乳腺
疾患研究会 2009.5 神戸

藤原敏宏,  妻野知子,  蔭山晶子,  小島正裕,  福田健児,  西
本聡,  垣淵正男.  当院における乳房再建.  第1回関西
Oncoplastic Breast Surgery研究会 2009.6 大阪

垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  河合建一郎,  松田健,  阪上
雅史.  移植神経に対する端側神経縫合を用いた顔面神経
再建.  第32回日本顔面神経研究会 2009.6 淡路

木下将人,  藤田和敏,  妻野知子,  蔭山晶子,  福田健児,  西
本聡,  垣淵正男.  放射線照射を併用したケロイド切除術
の経験.  第31回兵庫県形成外科医会研究会 2009.6 神戸

藤原敏宏,  福田健児,  西本聡,  垣淵正男,  細川亙,  久保盾
貴.  神経細胞と創傷治癒の関連.  第4回瘢痕・ケロイド治
療研究会 2009.8 東京

垣淵正男.  形成外科あれこれ.  51st LSJ Seminar 2009.10 
Stanford

西本聡,  大山知樹,  松田健,  福田健児,  垣淵正男.  骨髄液
由来PRP（bm-PRP）について.  第1回PRP（多血小板血
漿）療法研究会 2009.11 大阪

石瀬久子,  外岡真紀,  木下将人,  妻野知子,  藤原敏宏,  小
島正裕,  福田健児,  西本聡,  垣淵正男.  乳児の頭部巨大
母斑の一例.  兵庫県形成外科医会 2009.11 神戸

外岡真紀,  妻野知子,  西本聡,  垣淵正男.  Sturge-Weber 

Sy nd r omeの治療について.  兵庫県形成外科医会 
2009.11 神戸

朝倉麻紀子,  崎元和子,  三浦宏之,  小島正裕.  鼻の横に生
じた外歯瘻.  第11回ギンナン皮膚科談話会 2009.12 大阪

■その他■
福田健児.  形成外科と美容外科.  兵庫医科大学病院市民

健康講座 2009.8 兵庫

泌尿器科学
Urology

■著書■
島博基.  アンドロゲン受容体.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久

史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:96.

島博基.  アンドロゲン不応症.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久
史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:96-7.

島博基.  スワイヤー症候群.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1520.

島博基.  精巣退縮症候群.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1548.

島博基.  テストステロン.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院,  
2009:1937.

島博基.  ミュラー管遺残症候群.  伊藤正男,  井村裕夫,  高
久史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学
書院, 2009:2702.

島博基.  両側無精子症.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院,  
2009:2894.

山本新吾.  無症候性最近尿は治療が必要か？.  後藤百万,  
小川修,  筧善行,  出口隆,  鈴木孝治  編.  EBM 泌尿器
疾患の治療2009-2010.  東京:中外医学社, 2009:441-5.

金丸聰淳,  山本新吾.  CASE13 左人工関節脱臼,  左下腿
潰瘍治療後,  突然発熱・悪寒を訴え血圧低下をきたした
55歳女性.  山口惠三,  舘田一博  編.  New専門医を目指
すケース・メソッド・アプローチ 11 感染症.  東京:日本医事
新報社, 2009:164-9.

樋口喜英,  上田康生,  野島道生,  山田祐介,  三井要造,  鈴
木透,  丸山琢雄,  善本哲郎,  山本新吾.  腎移植後固有が
ん肺転移に対する免疫療法により移植腎機能廃絶となっ
た1例.  日本臨床腎移植学会  監.  日本臨床腎移植学会
記録集  第42回腎移植症例集. 2009:94-6.

■学術論文■
［総説］
山本新吾.  尿路感染症における病原因子の役割.  化学療法

の領域 2009;25:404-11．
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山本新吾,  野島道生,  滝内秀和,  田ノ岡征雄,  石藏礼一,  
上紺屋憲彦,  廣田省三,  島博基.  血管navigation.  腎移
植・血管外科 2009;20:140-9.

樋口喜英.  腎癌.  泌尿器ケア 2009;14:314-6.
山本新吾.  出血性膀胱炎（放射線性・薬剤性・ウイルス性）.  

泌尿器ケア 2009;14:330-1.
近藤宣幸.  腹圧性尿失禁.  泌尿器ケア 2009;14:344-6.
樋口喜英.  尿路結石.  泌尿器ケア 2009;14:347-9.
近藤宣幸.  男性不妊症.  泌尿器ケア 2009;14:354-6.
山本新吾.  術後の感染予防  米国・ヨーロッパ・日本のガイ

ドラインの相違点.  泌尿器ケア 2009;14:704-5.
山本新吾,  丸山琢雄 ,  樋口喜英 .  膀胱尿管逆流症にお

ける抗菌薬予防投与のPros and Cons.  Urology View 
2009;7:112-6.

金丸聰淳,  山本新吾.  Q＆Aで学ぶ  術創に感染が生じたと
きの管理方法.  泌尿器ケア 2009;14:887-92.

島博基,  樋口喜英,  山本新吾.  尿道下裂:生まれたときに尿
道下裂で手術が必要といわれました.  いつ頃手術をすれ
ばよいのですか.  小児外科 2009;41:862-5.

島博基.  性分化異常.  兵庫医科大学医学会雑誌 2009;34:15-
24.

［原著］
Takahashi A,  Muratani T,  Yasuda M,  Takahashi 

S,  Monden K,  Ishikawa K,  Kiyota H,  Arakawa 
S,  Matsumoto T,  Shima H,  Kurazono H,  Yamamoto 
S.  Genetic profi les of f luoroquinolone-resistant 
Escherichia coli isolated obtaind from patients with 
cystitis : phylogeny,  virulence factors,  PAIusp-
subtypes,  and mutation patterns.  J Clin Microbiol 
2009;47:791-5.

Yamamoto S,  Akiyama K,  Yoshimoto T,  Kanokogi 
M,  Yabumoto H,  Ihara H,  Ishikawa E,  Yoshioka 
M,  Kokura K,  Shima H.  Clinical efficacy of oral 
administration of 200 mg gatifloxacin once daily for 3 
days for the treatment of patients with uncomplicated 
cystitis.  J Infect Chemother 2009;15:104-7.

Yamamoto S,  Tanooka M,  Ando K,  Yamano T,  Ishikura R,  
Nojima M,  Hirota S,  Shima H.  Diagnostic accuracy 
of a volume-rendered computed tomography movie 
and other computed tomography-based imaging 
methods in assessment of renal vascular anatomy for 
laparoscopic donor nephrectomy.  Int Urol Nephrol 
2009;41:785-90.

Imamura M,  Negoro H,  Kanematsu A,  Yamamoto S,  
Kimura Y,  Nagane K,  Yamasaki T,  Kanatani I,  Ito 
N,  Tabata Y,  Ogawa O.  Basic fibroblast growth 
factor causes urinary bladder overactivity through 
gap junction generation in the smooth mauscle.  Am J 
Physiol Renal Physiol 2009;297:F46-54.

梶尾圭介,  善本哲郎,  中野雄造,  荒川創一,  小川隆義,  吉
田隆夫,  三田俊彦,  山本新吾,  島博基,  藤澤正人.  泌

尿器科外来検査・手術に対する感染症予防に関するアン
ケート調査.  泌尿器外科 2009;22:45-51.

上田康生,  川口理作,  滝内秀和,  古倉浩次,  善本哲郎,  三
井要造,  鈴木透,  邱君,  樋口喜英,  丸山琢雄,  近藤
宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  尿中血球成分が
Bladderチェック NMP22 の結果に与える影響.  泌尿器
科紀要 2009;55:71-4.

東郷容和,  福井浩二,  中尾篤,  古倉浩次,  善本哲郎,  青木
大,  川口理作,  藪元秀典,  丸山琢雄,  山本新吾,  島博基.  
陰茎癌の臨床的検討.  泌尿器科紀要 2009;55:205-8.

近藤宣幸,  邱君,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山琢
雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  小児精索静脈瘤に対
する顕微鏡下内精索静脈低位結紮術の治療成績.  日本
泌尿器科学会雑誌 2009;100:519-24.

中尾篤,  福井浩二,  東郷容和,  古倉浩次,  善本哲郎,  藪元
秀典,  鈴木透,  山本新吾,  島博基.  精巣腫瘍89例の臨床
的検討.  臨床泌尿器科 2009;63:609-15.

野島道生,  樋口喜英,  上田康生,  鈴木透,  山田祐介,  三井
要造,  善本哲郎,  井原英有,  近藤宣幸,  山本新吾,  島博
基.  兵庫医科大学における腎移植後悪性腫瘍の検討.  腎
移植・血管外科 2009;20:4-9.

井口亮,  兼松明弘,  渡部淳,  神波大己,  小谷泰一,  吉田
浩士,  伊藤哲之,  山本新吾,  奥野博,  中村英二郎,  西山
博之,  賀本敏行,  坂東徹,  小川修.  生体腎移植における
ET-Kyoto液使用の初期経験.  移植 2009;44:455-60.

松本哲朗,  荒川創一,  高橋聡,  濱砂良一,  山本新吾,  矢内
原仁,  石川悟,  石川清仁,  石原哲,  上原慎也,  江田晋一,  
小野寺昭一,  金丸聰淳,  守殿貞夫,  菊池達也,  清田浩,  
公文裕巳,  栗村雄一郎,  島博基,  高橋彰,  田中一志,  谷
村正信,  塚本泰司,  出口隆,  内藤誠二,  中野雄造,  速見
浩士,  平賀紀行,  藤澤正人,  三浦徹也,  村谷哲郎,  門田
晃一,  安田満,  安福富彦,  渡辺豊彦,  和田耕一郎,  日本
泌尿器科学会泌尿器科領域における感染制御ガイドライ
ン作成委員会.  泌尿器科領域における感染制御ガイドラ
イン.  日本泌尿器科学会雑誌 2009;100:1-27.

松本哲朗,  荒川創一,  村谷哲郎,  安田満,  高橋彰,  公文
裕巳,  門田晃一,  渡辺豊彦,  上原慎也,  川原元司,  中川
昌之,  速見浩士,  山根隆史,  石原哲,  出口隆,  菊池達
也,  内藤誠二,  野村博之,  平賀紀行,  金丸聰淳,  小川
修,  守殿貞夫,  重村克巳,  田中一志,  中野雄造,  藤澤正
人,  三浦徹也,  国島康晴,  高橋聡,  塚本泰司,  松川雅
則,  山田陽司,  赤坂聡一郎,  小野寺昭一,  清田浩,  島博
基,  山本新吾,  繁田正信,  石川清仁,  星長清隆,  濱砂良
一,  長田幸夫.  尿路性器感染症に関する臨床試験実施
のためのガイドライン─第1版─.  日本化学療法学会雑誌 
2009;57:511-25.

野島道生,  秋山隆弘,  石井徳味,  石橋道男,  市川靖二,  伊
藤喜一郎,  井原英有,  打田和治,  大岡啓二,  岡本雅彦,  
小角幸人,  迫裕孝,  杉谷篤,  高井公雄,  高原史郎,  田中
信一郎,  仲谷達也,  林正,  福田康彦,  藤澤正人,  星長清
隆,  堀見忠司,  松屋福蔵.  腎移植患者に発生した悪性腫



117兵庫医大業績録（2009）

瘍  2007年ミゾリビン移植検討会の集計より.  今日の移植 
2009;22:345-9.

［症例報告］
近藤宣幸,  山田祐介,  邱君,  上田康生,  鈴木透,  新長真由

美,  樋口喜英,  丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  小森慎
二,  廣田誠一,  香山浩二,  島博基.  男性不妊外来で発見
された停留精巣術後発生セミノーマの1例.  泌尿器科紀要 
2009;55:103-6.

中村有里,  小森慎二,  和田龍,  鍔本浩志,  田中宏幸,  香
山浩二,  近藤宣幸,  島博基.  完全型アンドロゲン不応症
にセミノーマを合併した1症例.  日本産科婦人科学会雑誌 
2009;61:690.

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,  山本新吾,  山本裕信,  古倉浩次,  新長真
由美,  廣田誠一,  島博基.  膀胱拡大術後37年目に発生し
た膀胱腺癌の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:145-8.

丸山琢雄,  橋本貴彦,  鈴木透,  上田康生,  樋口喜英,  邱
君,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  廣田誠一,  
岡田昌也.  9年後対側に再発した異時性両側精巣悪性リ
ンパ腫の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:639-43.

■学会発表■
［国際学会］
Yamamoto S,  Takahashi A,  Ogawa O,  Shima H.  Genetic 

profiles of f luoroquinolone-resistant Escherichia 
coli isolated from cystitis : phylogeny,  virulence,  
PAIusp-subtypes,  and mutation patterns.  American 
Urological Association Annual Meeting （AUA2009） 
2009.4 Chicago

Suzuki T,  Acharya B,  Terao S,  Yamamoto S,  Shima 
H,  Okamura H,  Gotoh A.  The antitumor effect of γ
δT cells against bladder cancer cells is enhanced 
following upregulation of NKG2D ligands by valproic 
acid.  American Urological Association Annual 
Meeting（AUA2009） 2009.4 Chicago

Ueda Y,  Nojima M ,  Hash imoto M,  Higuchi Y,  
Kinoshita T,  Hao H,  Kyo M,  Ichikawa Y,  Hirota 
S,  Yamamoto S,  Shima H.  Transient disappearance 
of donor-specific antibody on post-transplant day 
1 may indicate high risk for antibody mediated 
acute rejection following kidney transplantation in 
sensitized recipients.  European Society for Organ 
Transplantation（ESOT2009） 2009.8 Paris

［全国規模の学会］
山本新吾.  尿路病原性大腸菌の病原因子. （ワークショッ

プ）第52回日本細菌学会総会 2009.3 名古屋
山本新吾.  尿路感染症の最近の話題 ─単純性膀胱炎から

無症候性細菌尿まで─. （パネルディスカッション）第97
回日本泌尿器科学会総会 2009.4 岡山

鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  近藤宣幸,  野島道生,  山
本新吾,  島博基,  岡村春樹,  後藤章暢.  Valproic acid 

（VPA）によるγδT細胞の膀胱癌に対する抗腫瘍効果

増強の検討.  第97回日本泌尿器科学会総会 2009.4 岡山
近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山

琢雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  当科における乏精
子症の治療成績.  第97回日本泌尿器科学会総会 2009.4 
岡山

上田康生,  山田祐介,  鈴木透,  邱君,  樋口喜英,  丸山琢
雄,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  仙骨麻酔
下経会陰的前立腺生検における痛みと排尿状態への影
響に関する検討.  第97回日本泌尿器科学会総会 2009.4 
岡山

根来宏充,  今村正明,  兼松明弘,  金谷勳,  山崎俊成,  山
本新吾,  田畑泰彦,  小川修.  bFGFによる平滑筋gap 
junction発現を介した過活動膀胱発症機序の解明.  第97
回日本泌尿器科学会総会 2009.4 岡山

野島道生,  上田康生,  樋口喜英,  山田祐介,  鈴木透,  善本
哲郎,  井原英有,  山本新吾,  島博基.  兵庫医科大学にお
ける腎移植207例の検討.  第97回日本泌尿器科学会総会 
2009.4 岡山

造住誠孝,  中井真由美,  伊藤敬,  松田育雄,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  中村有里,  小森慎二,  近藤宣幸,  島博基,  廣田
誠一.  精巣性女性化症候群に発生したセミノーマの1例.  
第98回日本病理学会総会 2009.5 京都

上田康生,  野島道生,  橋本光男,  樋口喜英,  木下朋子,  京
昌弘,  山本新吾.  移植後早期におけるドナー特異的抗体
の経時的変化と抗体関連型急性拒絶反応との関連.  第
45回日本移植学会総会 2009.9 東京

野島道生,  上田康生,  樋口喜英,  山田祐介,  鈴木透,  山本
新吾,  井原英有.  ミゾリビンを使用した腎移植の長期成
績とミコフェノール酸との比較.  第45回日本移植学会総会 
2009.9 東京

鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  近藤宣幸,  野島道生,  山
本新吾,  岡村春樹,  後藤章暢.  Valproic acidによるγδT
細胞の膀胱癌に対する抗腫瘍効果増強の検討.  第47回日
本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

樋口喜英,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  丸山琢雄,  近藤
宣幸,  野島道生,  山本新吾.  兵庫医科大学泌尿器科にお
ける体腔鏡下ドナー腎採取術50例の臨床的検討.  第59回
日本泌尿器科学会中部総会 2009.10 金沢

丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  近
藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  廣田誠一,  造住政孝.  
Cyclophosphamide投与後に発生した膀胱癌の6例.  第59
回泌尿器科学会中部総会 2009.10 金沢

［その他の学会］
樋口喜英,  上田康生,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  善

本哲郎,  三井要造,  邱君,  丸山琢雄,  近藤宣幸,  山本
新吾,  島博基.  免疫療法により移植腎廃絶となった腎移
植後固有腎癌肺転移の1例.  第42回日本臨床腎移植学会 
2009.1 千葉

上田康生,  樋口喜英,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  邱
君,  丸山琢雄,  近藤宣幸,  山本新吾,  島博基.  リツキシ
マブと脾摘を併用し移植しえた高抗体価血液型不適合腎
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移植の2例.  第42回日本臨床腎移植学会 2009.1 千葉
山田祐介,  樋口喜英,  上田康生,  鈴木透,  邱君,  丸山琢

雄,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  野田雅
史,  富田尚裕,  中井真由美,  廣田誠一.  遺伝性非ポリ
ポーシ性大腸癌に合併した異時性両側性腎盂尿管癌の1
例.  第206回日本泌尿器科学会関西地方会 2009.2 大阪

近藤宣幸,  山田祐介,  邱君,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  
丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  射精障害への
フロプロピオン内服治療効果の検討.  第19回日本性機能
学会東部総会 2009.2 長野

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山
琢雄,  野島道生,  山本新吾.  精索静脈瘤患者における陰
嚢皮膚温度測定の意義.  日本アンドロロジー学会第28回
学術大会 2009.7 富山

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  邱君,  
丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  白膜断裂側の
診断にCTが有用であった陰茎折症の1例.  第19回日本性
機能学会中部総会 2009.7 奈良

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山
琢雄,  野島道生,  山本新吾.  糖尿病を有するED患者の
臨床的検討.  日本性機能学会第20回学術総会 2009.9 品
川

丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  近
藤宣幸,  野島道生,  山本新吾.  成人に発生した陰嚢内リ
ンパ管腫の1例.  第208回日本泌尿器科学会関西地方会 
2009.9 大阪

樋口喜英,  上田康生,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  丸山
琢雄,  近藤宣幸,  島博基,  山本新吾,  前川耕平,  前寛,  
谷澤隆邦,  三井要造.  後腹膜鏡下両側固有腎摘除術を
施行した巣状糸球体硬化症の2症例.  第18回日本小児泌
尿器科学会総会 2009.9 淡路

近藤宣幸,  山本新吾.  男性不妊症患者における陰嚢皮膚
温度の検討.  第54回日本生殖医学会総会・学術講演会 
2009.11 金沢

堀内功,  坂佳世,  和田龍,  中村有里,  持田菜穂子,  小森慎
二,  近藤宣幸,  澤井英明.  顕微授精─胚移植後の妊娠
症例に対する羊水染色体検査の分析.  第54回日本生殖医
学会総会・学術講演会 2009.11 金沢

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸
山琢雄,  野島道生 ,  山本新吾.  経尿道的射精管切開
術の経験.  第23回日本Endourology・ESWL学会総会 
2009.11 品川

山本新吾.  単純性尿路感染症 ─急性膀胱炎を中心に─.  
（ワークショップ）第57回日本化学療法学会西日本支
部総会・第52回日本感染症学会中日本地方会学術集会 
2009.11 名古屋

山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山琢雄,  近藤
宣幸,  野島道生,  竹末芳生,  山本新吾.  泌尿器科領域に
おける周術期感染症阻止薬術前単回投与の検討.  第57回
日本化学療法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学
会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山
琢雄,  野島道生,  山本新吾,  造住誠孝,  廣田誠一,  吉田
隆夫.  経尿道的切除を施行した膀胱平滑筋腫の1例.  第
209回日本泌尿器科学会関西地方会 2009.12 京都

［研究会・講演会等］
島博基.  遠赤外線による前立腺癌の抑制効果について.  松

山泌尿器科会学術講演会 2009.1 松山
島博基.  前立腺癌細胞に対する遠赤外線の効果.  西宮市

医師会泌尿器科医会学術講演会 2009.2 西宮
鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  近藤宣幸,  野島道生,  山

本新吾,  島博基,  岡村春樹,  後藤章暢.  膀胱癌細胞株
に対するバルプロ酸によるγδT細胞の抗腫瘍効果増強
の検討.  第18回泌尿器科分子・細胞研究会 2009.2 鹿児
島

樋口喜英,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  邱君,  丸山琢
雄,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  廣田誠
一.  限局前立腺癌における術前内分泌量法の有効性の検
討.  第16回近畿前立腺腫瘍研究会 2009.2 大阪

上田康生,  山田祐介,  鈴木透,  邱君,  樋口喜英,  丸山琢
雄,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  滝内秀
和.  化学療法と放射線療法にてCRを得たホルモン抵抗性
前立腺癌の1例.  第30回阪神泌尿器科医会 2009.3 西宮

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.  転移を有する腎癌患者に対す
るインターロイキン2,  インターフェロン-α併用療法の治療
成績.  第7回兵庫県泌尿器科悪性腫瘍研究会 2009.3 神
戸

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  邱
君,  丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  当科に
おけるTUEBの初期経験.  第11回兵庫排尿障害セミナー 
2009.3 神戸

島博基.  前立腺癌細胞に対する遠赤外線の効果.  日本泌尿
器科学会山梨地方会 2009.3 甲府

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  邱君,  
丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  陰嚢痛を主訴
とする精索静脈瘤に対する顕微鏡下内精索静脈低位結
紮術.  第134回日本生殖医学会関西支部集談会・第38回
関西アンドロロジーカンファレンス 2009.3 大阪

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山
琢雄,  野島道生,  山本新吾.  陰嚢痛を主訴とする精索静
脈瘤に対する手術適応について.  第57回兵庫県泌尿器科
医会 2009.6 神戸

山本新吾.  泌尿器科領域感染症対策uptodate.  第15回倉
敷泌尿器科セミナー 2009.7 倉敷

山本新吾.  泌尿器科領域における周術期感染症予防抗菌
薬の適正使用.  第15回EBM研究会 2009.7 京都

近藤宣幸,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山
琢雄,  野島道生,  山本新吾.  当科におけるED患者の臨
床的検討.  第11回兵庫ED・OAB研究会 2009.8 神戸

丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  近藤
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宣幸,  野島道生,  山本新吾.  転移性腎細胞癌に対するサ
イトカイン療法・分子標的薬の現状.  第10回兵庫がん治
療・細胞療法研究会 2009.9 神戸

山本新吾.  泌尿器科領域における抗菌薬の適正使用.  第96
回九州泌尿器科連合会地方会・第8回佐賀泌尿器科尿路
疾患研究会特別講演会 2009.10 佐賀

樋口喜英,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  丸山琢雄,  近藤
宣幸,  野島道生,  山本新吾.  兵庫医科大学泌尿器科にお
ける腹腔鏡下腎部分切除術の経験.  第31回阪神泌尿器
科医会 2009.10 西宮

近藤宣幸,  邱君,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  
丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾.  ED患者の臨床的検討 
−機能性EDと器質性EDの比較を中心に−.  第39回アン
ドロロジーカンファレンス 2009.10 大阪

樋口喜英,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  丸山琢雄,  近藤
宣幸,  野島道生,  山本新吾,  α1受容体遮断薬による射
精障害へのフロプロピオンの効果.  第59回兵庫県泌尿器
科医会 2009.11 神戸

山田祐介,  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.  泌尿器科領域における周術
期感染症阻止薬術前単回投与の検討.  第20回尿路感染
症研究会 2008.11 東京

山本新吾.  泌尿器科・婦人科領域におけるHPV感染症.  第
4回香川県STD研究会 2009.12 高松

■その他■
丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  邱君,  樋口喜

英,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  当院にお
けるα遮断薬の使用状況および有効性の検討.  ハルナー
ル発売15周年記念学術講演会 2009.1 神戸

山本新吾.  ひょうごの医療  前立腺がん  小線源療法.  神戸
新聞 2009.5.2:5.

山本新吾.  単純性・複雑性尿路感染症におけるキノロン
製剤の有用性.  クラビット錠500mg新発売記念講演会 
2009.6 松山

山本新吾.  ひょうごの医療  腎がん  腹腔鏡手術.  神戸新聞 
2009.9.14:5.

山本新吾.  単純性・複雑性尿路感染症におけるキノロン製
剤の有効性.  Daiich-Sankyo感染症フォーラム 2009.9 山口

山本新吾.  泌尿器科領域における抗菌薬の適正使用.  クラ
ビット錠500mg新発売記念講演会 2009.11 山梨

脳神経外科学
Neurosurgery

■著書■
有田憲生.  4章  プロラクチン産生腺腫.  寺本明,  長村義

之  編.  下垂体腫瘍のすべて.  第1版.  東京:医学書院, 
2009:215-24.

■学術論文■
［総説］

有田憲生.  髄膜腫摘出の工夫  シルビウス裂に発生した異
型髄膜腫.  脳神経外科速報  2009;19:140-5.

有田憲生.  髄膜腫摘出の工夫  再発petroclival meningioma.  
脳神経外科速報 2009;19:628-33.

有田憲生.  髄膜腫摘出の工夫  高次脳機能.  脳神経外科速
報 2009;19:1012-8.

泉本修一.  Gliomaの免疫治療 ―WT1ペプチドワクチン療
法を中心に.  脳神経外科速報 2009;19:170-7.

橋本直哉,  坪井昭博,  千葉泰良,  泉本修一,  岡芳弘,  吉峰
俊樹,  杉山治夫.  WT1遺伝子産物を標的とする脳腫瘍の
免疫療法.  Brain and nerve 2009;61:805-14.

［原著］
Hashiba T,  Hashimoto N,  Izumoto S,  Suzuki T,  

Kagawa N,  Maruno M,  Kato A,  Yoshimine T.  
Serial volumetric assessment of the natural history 
and growth pattern of incidenta l ly discovered 
meningiomas.  J Neurosurg 2009;110:675-84.

［症例報告］
沖田典子,  橋本直哉,  泉本修一,  吉峰俊樹.  画像上増悪と

再燃を繰り返し,  悪性リンパ腫かの診断が困難であった
腫瘤性病変.  Neuro-Oncologyの進歩 2009;18:18.

石原正浩,  泉本修一,  吉峰俊樹.  頭蓋内および脊髄内に
認めた炎症性偽腫瘍の一例.  Neuro-Oncologyの進歩 
2009;18:21-2.

■学会発表■
［国際学会］
Mori K,  Ishikura R,  Fujita S,  Tomogane Y,  Arita N.  

The application of susceptibility weighted magnetic 
resonance imaging（SWI）to diagnosis and treatment 
of meningiomas.  The 3rd Quadrennial Meeting of the 
World Federation of Neuro-Oncology Jointly with the 
6th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology  

（ASNO） 2009.5 Yokohama
［全国規模の学会］
白川学,  髙田恵広,  前野和重,  尾都野一刀,  中野敦久,  有

田憲生.  頸動脈ステント留置術を行った大動脈炎症候群
の一例.  第34回日本脳卒中学会総会 2009.3 島根

泉本修一,  友金祐介,  森鑑二,  香川尚己,  橋本直哉,  有田
憲生.  成人CNS PNETの診断と治療.  日本脳神経外科
学会第68回学術総会 2009.10 東京

森鑑二,  石藏礼一,  藤田重一,  泉本修一,  有田憲生.  磁化
率強調画像の神経膠腫診断への応用.  日本脳神経外科
学会第68回学術総会 2009.10 東京

藤田重一,  森鑑二,  友金祐介,  泉本修一,  有田憲生.  髄膜
腫におけるAurora Bの発現.  日本脳神経外科学会第68
回学術総会 2009.10 東京

白川学,  尾都野一刀,  泉本修一,  有田憲生.  トルコ鞍部腫
瘍に対する内視鏡単独経鼻的手術.  日本脳神経外科学
会第68回学術総会 2009.10 東京

［その他の学会］
白川学,  新光阿以子,  尾都野一刀,  泉本修一,  有田憲生.  
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トルコ鞍部腫瘍に対する内視鏡単独経鼻的手術.  第19回
日本間脳下垂体腫瘍学会 2009.2 東京

森鑑二,  石藏礼一,  藤田重一,  友金祐介,  泉本修一,  有田
憲生.  MRI磁化率強調画像（SWI）の髄膜腫診断・治療
への応用.  第32回日本脳神経CI学会総会 2009.3 京都

森鑑二,  藤田重一,  蒲恵蔵,  泉本修一,  有田憲生.  高齢者
悪性グリオーマに対する化学療法.  第22回日本老年脳神
経外科学会総会 2009.3 広島

陰山博人,  藤田重一,  友金祐介,  有田憲生.  症候性仙骨神
経根嚢腫の3例.  第24回日本脊髄外科学会 2009.5 宮崎

前田行雄,  垣田寛人,  崔永徳,  尾崎功,  虎頭廉,  陰山博
人.  頚椎に発生した peripheral PNETの一例.  第24回日
本脊髄外科学会 2009.5 宮崎

泉本修一,  尾都野一刀,  友金祐介,  藤田重一,  森鑑二,  橋
本直哉,  有田憲生.  運動野大脳鎌巨大髄膜腫,  中心溝
近傍大脳鎌巨大髄膜腫の手術−高次機能障害の改善と
運動機能の改善.  第14回日本脳腫瘍の外科学会 2009.9 
東京

友金祐介,  藤田重一,  森鑑二,  蒲恵蔵,  泉本修一,  有田憲
生.  後頭蓋窩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14回日本脳腫瘍の外
科学会 2009.9 東京

泉本修一,  友金祐介,  森鑑二,  香川尚己,  橋本直哉,  有
田憲生.  成人CNS PNETの幼児期PNETとの臨床病理
学的相違とIDH1遺伝子変異.  第27回日本脳腫瘍学会 
2009.11 大阪

森鑑二,  石藏礼一,  泉本修一,  有田憲生.  磁化率強調画像 
（SWI）の悪性神経膠腫病態評価への応用.  第27回日本
脳腫瘍学会 2009.11 大阪

白川学,  髙田恵広,  前野和重,  尾都野一刀,  石藏礼一,  有
田憲生.  Matrix 2の初期使用経験.  第25回日本脳神経
血管内治療学会総会 2009.11 富山

［研究会・講演会等］
有田憲生.  小脳血管芽腫の手術.  第20回石打カンファレン

ス 2009.2 長野
有田憲生.  小脳血管芽腫の手術. （特別講演）第14回北里

脳神経外科微小解剖セミナー 2009.2 神奈川
泉本修一,  尾都野一刀,  友金祐介,  有田憲生.  悪性脳腫瘍

に対するWT1ワクチン療法の試み.  第20回石打カンファ
レンス 2009.2 長野

陰山博人 ,  藤田重一,  有田憲生.  頚椎dynamic canal 
stenosis の一例.  The 2nd STR Spine Forum in Zao 
2009.2 宮城

陰山博人,  藤田重一,  有田憲生.  手術が有効であった症候
性仙骨神経根嚢腫の一例.  第59回近畿脊髄外科研究会 
2009.3 大阪

陰山博人,  藤田重一,  有田憲生.  手術が有効であった症候
性仙骨神経根嚢腫の一例.  第4回博多中洲脊髄懇話会 
2009.4 福岡

尾都野一刀,  藤田重一,  陰山博人,  友金祐介,  白川学,  森
鑑二,  泉本修一,  蒲恵蔵,  有田憲生.  シルビウス裂内に

発生した異形髄膜腫の一例.  第69回近畿脳腫瘍研究会 
2009.4 大阪

泉本修一,  白川学,  有田憲生.  TSH産生下垂体腺腫におけ
るオクトレオチド術前短期投与とその腫瘍病理学的検討.  
第24回兵庫県下垂体疾患症例検討会 2009.6 西宮

泉本修一,  尾都野一刀,  白川学,  有田憲生.  TSH産生下垂
体腺腫におけるオクトレオチド術前短期投与とその腫瘍
病理学的検討.  第10回舞連カンファレンス 2009.8 徳島

陰山博人 ,  藤田重一,  有田憲生 .  転移性頚椎椎体腫瘍
再手術の一例.  Summer Forum for Practical Spinal 
Surgery2009 2009.8 愛知

白川学,  髙田恵広,  前野和重,  尾都野一刀,  中野敦久,  石
藏礼一,  有田憲生.  大動脈炎症候群起因の頚動脈狭窄
に対し頚動脈ステント留置術を行った一例.  第27回日本
Metalic Stent and Graft研究会 2009.8 大阪

白川学,  有田憲生.  内視鏡単独経鼻的経蝶形骨洞手術―
手術の実際と当院での成績. （教育講演）第43回兵庫内
分泌研究会 2009.8 神戸

森鑑二,  笠間周平,  泉本修一,  芳川浩男,  有田憲生.  脳幹
部神経膠腫と鑑別が困難であった神経Sweet病の一例.  
第70回近畿脳腫瘍研究会 2009.9 大阪

友金祐介,  森鑑二,  藤田重一,  泉本修一,  有田憲生.  成人
PNETの1例.  第70回近畿脳腫瘍研究会 2009.9 大阪

森鑑二.  病理診断が脳腫瘍でなかった時. （会長講演）第
97回近畿脳腫瘍病理検討会 2009.11 大阪

■その他■
白川学,  髙田恵広,  石藏礼一,  泉本修一,  有田憲生.  非

造影3T MR perfusionの試み.  第1回阪神ストロークカン
ファレンス 2009.1 大阪

白川学.  脳卒中について.  西宮市民講座 2009.6 西宮
白川学,  髙田恵広,  前野和重,  尾都野一刀,  石藏礼一,  有

田憲生.  総頚動脈ステント留置術を施行した大動脈炎症
候群の一例.  第38回近畿脳神経血管内手術ワークショッ
プ 2009.7 和歌山

白川学,  髙田恵広,  前野和重,  尾都野一刀,  石藏礼一,  有
田憲生.  特殊な頚動脈ステント留置術の一例 −大動脈炎
症候群−.  第2回阪神ストロークカンファレンス 2009.7 大
阪

泉本修一.  下垂体の病気と下垂体機能低下症 ～脳神経外
科の立場から～.  下垂体ホルモン低下症って何？ 2009.10 
大阪

白川学,  泉本修一,  有田憲生.  GH産生下垂体腺腫の治療
成績 −臨床経過と治癒判定時期について−.  第5回アクロ
メガリーフォーラム 2009.10 東京

 

眼科学
Ophthalmology

■著書■
池田誠宏.  眼内充填物質と眼軸測定.  大鹿哲郎  編.  眼
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科プラクティス 25 眼のバイオメトリー.  東京:文光堂, 
2009:208-9.

三村治.  レーザー眼瞼手術.  田野保雄  編.  眼科プラクティ
ス 26  眼科レーザー治療.  東京:文光堂, 2009:345-9.

三村治.  視神経・視覚路疾患.  坪田一男,  木下茂,  山本哲
也,  後藤浩,  大鹿哲郎,  谷原秀信  編.  眼科研修ノート.  
東京:診断と治療社, 2009:338-43.

三村治.  眼球運動障害・眼振.  坪田一男,  木下茂,  山本哲
也,  後藤浩,  大鹿哲郎,  谷原秀信  編.  眼科研修ノート.  
東京:診断と治療社, 2009:349-56.

鈴木克彦.  視力検査・屈折矯正・調節検査.  下村嘉一,  松
村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東
京:メジカルビュー社, 2009:64-7.

神野早苗.  視野検査.  下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池
田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカルビュー社, 
2009:68-73.

神野早苗.  色覚.  下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池田恒彦  
編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカルビュー社, 2009:74-5.

石川裕人,  池田尚弘.  斜照法・徹照法・強膜透照法.  下村
嘉一,  松村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学
ABC.  東京:メジカルビュー社, 2009:76-7.

神野早苗.  眼瞼・結膜では何に注意して診るか？  角膜では
何に注意して診るか？.  下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池
田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカルビュー社, 
2009:78-9.

池田尚弘.  前房・虹彩では何に注意して診るか？.  下村嘉
一,  松村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  
東京:メジカルビュー社, 2009:80-1.

池田尚弘.  水晶体・前部硝子体では何に注意して診るか？.  
下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療
学ABC.  東京:メジカルビュー社, 2009:82-3.

木村直樹,  池田尚弘.  細隙灯顕微鏡を用いた眼底検査では
何に注意して診るか？.  下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池
田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカルビュー社, 
2009:84-5.

池田誠宏.  眼底検査の基本手技とは？.  下村嘉一,  松村美
代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジ
カルビュー社, 2009:86-7.

池田誠宏.  眼底検査では何を診るか？.  下村嘉一,  松村美
代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジ
カルビュー社, 2009:88-9.

池田尚弘.  蛍光造影検査.  下村嘉一,  松村美代,  三村治,  
池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカルビュー社, 
2009:90-3.

西村雅史.  眼位・眼球運動・両眼視機能.  下村嘉一,  松村
美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メ
ジカルビュー社, 2009:98-101.

神野早苗.  緑内障検査.  下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池
田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカルビュー社, 
2009:102-7.

細谷友雅.  涙液分泌・導涙検査.  下村嘉一,  松村美代,  三

村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:108-9.

細谷友雅.  細菌・ウィルスの検査,  塗抹標本.  下村嘉一,  松
村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東
京:メジカルビュー社, 2009:112-7.

大野新一郎.  電気生理学的検査.  下村嘉一,  松村美代,  三
村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:118-21.

神野早苗.  角膜形状解析の基本と実際は？.  下村嘉一,  松
村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東
京:メジカルビュー社, 2009:122-3.

池田誠宏.  超音波検査で何がわかる？.  下村嘉一,  松村美
代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジ
カルビュー社, 2009:124-5.

池田誠宏.  黄斑・視神経乳頭のOCT検査で何がわかるか？.  
下村嘉一,  松村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療
学ABC.  東京:メジカルビュー社, 2009:126-7.

鈴木克彦.  HRT検査はどのように行うか？.  下村嘉一,  松
村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東
京:メジカルビュー社, 2009:128-9.

池田尚弘.  HRA検査はどのように行うか？.  下村嘉一,  松
村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東
京:メジカルビュー社, 2009:130-1.

石川裕人.  眼球突出度測定とは？.  下村嘉一,  松村美代,  
三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:136-7.

岡本紀夫.  眼瞼の炎症性疾患とは？.  下村嘉一,  松村美代,  
三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:140-1.

岡本紀夫.  内反症・外反症・睫毛乱生症・兎眼とは？.  下村
嘉一,  松村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学
ABC.  東京:メジカルビュー社, 2009:142-3.

岡本紀夫.  眼瞼の腫瘍とは？.  下村嘉一,  松村美代,  三
村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:144-5.

三村治.  眼瞼下垂・眼瞼けいれんとは？.  下村嘉一,  松村美
代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジ
カルビュー社, 2009:146-7.

西村雅史.  眼窩内炎症性疾患とは？.  下村嘉一,  松村美代,  
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西村雅史.  動眼神経麻痺とは？.  下村嘉一,  松村美代,  三
村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東京:メジカル
ビュー社, 2009:240-1.
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西村雅史.  甲状腺眼症・重症筋無力症とは？.  下村嘉一,  
松村美代,  三村治,  池田恒彦  編.  眼科診療学ABC.  東
京:メジカルビュー社, 2009:246-7.
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Nagai N,  Murao T,  Ito Y,  Okamoto N,  Sasaki M.  
Enhancing effects of sericin on corneal wound healing 
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デスの1例.  眼科 2009;51:1043-8.

加藤弘明,  横井則彦,  谷岡秀敏,  外園千恵,  細谷友雅,  木
下茂.  片眼角膜に特異なフルオレセイン濃染像のみられ
た症例.  日本眼科学会雑誌 2009;113:913-9.

山本恭三,  三村治,  川崎勉,  出田隆一,  出田秀尚.  抗カル
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経症を続発した1例.  日本眼科学会雑誌 2009;113:972-9.
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124 兵庫医大業績録（2009）
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■学会発表■
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Takagi M,  Tanaka K,  Wakakura M,  Suzuki T,  
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K,  Sakai T,  Ohkubo S,  Chuman H,  Kigasawa 
K,  Hashimoto M,  Suzuki Y,  Oode H,  Ando, A,  
Oishi A,  Nitta T,  Nishizawa M,  Abe H.  Clinical 
features of anti-aquaporin 4 antibody-positive optic 
neuritis.  The 5th Asian Neuro-ophthalmology Society 

（ASNOS） 2009.11 Tokyo
［全国規模の学会］
松葉沙織,  善本知広,  安田好文,  池田誠宏,  中西憲司,  三

村治.  ブタクサ花粉特異的実験的アレルギー性結膜炎に
対するIL-33の病因的役割の解析. （座長賞受賞）第113
回日本眼科学会総会 2009.4 東京

池田尚弘,  池田誠宏,  田上雄一,  松葉沙織,  三村治.  外傷
性近視の病因.  第113回日本眼科学会総会 2009.4 東京

大野新一郎,  栗本拓治,  奥英弘,  田上雄一,  岡本紀夫,  池
田恒彦,  三村治.  経角膜電気刺激による網膜循環への影
響.  第113回日本眼科学会総会 2009.4 東京

田片将士,  岡本紀夫,  大野新一郎,  木村徹,  上田美子,  三
村治.  網膜白濁の光干渉断層像.  第113回日本眼科学会
総会 2009.4 東京

鈴木克彦,  木村亜紀子,  三村治.  眼瞼痙攣患者のドライア
イについての検討.  第113回日本眼科学会総会 2009.4 東
京

［その他の学会］
木村亜紀子.  斜視  基本的な手技. （教育セミナー）第32回

日本眼科手術学会総会 2009.1 神戸
三村治,  木村亜紀子,  増田明子.  網膜剥離の術後にみられ

る複視.  第32回日本眼科手術学会総会 2009.1 神戸
木村亜紀子.  上下直筋移動術による回旋斜視の矯正.  第32

回日本眼科手術学会総会 2009.1 神戸
三村治.  「眼瞼痙攣」どのように診断し,  どのように治療す

るか. （ランチョンセミナー）第32回日本眼科手術学会総
会 2009.1 神戸

伊藤吉將,  長井紀章,  岡本紀夫,  三村治.  セリシン溶液の
点眼による角膜傷害治癒促進効果.  第33回角膜カンファ
ランス・第25回日本角膜移植学会 2009.2 大阪

長井紀章,  伊藤吉將,  岡本紀夫,  三村治.  Ⅱ型糖尿病モ
デル動物OLETFラットにおける角膜傷害治癒の遅延.  
第33回角膜カンファランス・第25回日本角膜移植学会 
2009.2 大阪

岡本紀夫,  長井紀章,  伊藤吉將,  三村治.  BAC非含有プロ
スタグランジン製剤トラボプロスト点眼液の角膜傷害性の
評価.  第33回角膜カンファランス・第25回日本角膜移植学
会 2009.2 大阪

細谷友雅,  神野早苗,  岡本紀夫,  杉浦雄介,  三村治.  細菌

性角膜潰瘍を契機に発症した高脂血症性偽ぶどう膜炎の
1例.  第33回角膜カンファランス・第25回日本角膜移植学
会 2009.2 大阪

初川嘉一,  仁科幸子,  菅澤淳,  木村亜紀子,  矢ケ崎悌司,  
不二門尚,  平野慎也.  外斜視の多施設共同研究  1.片眼
後転短縮術による最終眼位.  第65回日本弱視斜視学会
総会・第34回日本小児眼科学会総会合同学会 2009.6 大
阪

増田明子,  木村亜紀子,  中村由美子,  内海隆生,  三村治.  
正常眼軸の固定内斜視におけるMRI所見.  第65回日本弱
視斜視学会総会・第34回日本小児眼科学会総会合同学会 
2009.6 大阪

三村治,  木村亜紀子,  増田明子,  内海隆生.  屈折矯正術後
の複視患者の検討.  第65回日本弱視斜視学会総会・第34
回日本小児眼科学会総会合同学会 2009.6 大阪

山田昌和,  藤池佳子,  勝田智子,  水野嘉信,  三木淳司,  牧
野伸二,  彦谷明子,  佐藤美保,  三宅三平,  矢ヶ崎悌司,  
高井佳子,  不二問尚,  木村亜紀子,  三村治,  島村一郎,  
大矢吉美.  多施設共同研究による成人斜視手術の効用分
析.  第65回日本弱視斜視学会総会・第34回日本小児眼科
学会総会合同学会 2009.6 大阪

田上美和,  森井香織,  藤本愛子,  佐々木絢,  西田愛美,  藤
原りつ子,  木村亜紀子.  30年来の調節痙攣に伴う内斜視
に対する治療経験.  第65回日本弱視斜視学会総会・第34
回日本小児眼科学会総会合同学会 2009.6 大阪

長井紀章,  村尾卓俊,  伊藤吉將,  岡本紀夫,  三村治.  Ⅱ型
糖尿病モデル動物OLETFラットにおける角膜傷害治癒
の速度論的解析.  第29回日本眼薬理学会 2009.9 東京

樫本良亮,  山中博樹,  小林希実子,  大久保正道,  三村治,  
野口光一.  ラット坐骨神経障害モデルにおけるERMの発
現とリン酸化.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

佐藤美保,  矢ヶ崎悌司,  杉山能子,  木村亜紀子.  斜視弱視
のヒヤリ・ハット. （インストラクションコース）第63回日本
臨床眼科学会 2009.10 福岡

片上千加子,  高村悦子,  篠崎和美,  神野早苗,  加藤直子,  
外園千恵,  佐々木香る.  やさしい角結膜感染症クリニック 
−正確な初期診断と適切な治療−. （インストラクション
コース）第63回日本臨床眼科学会 2009.10 福岡

北野滋彦,  池田誠宏,  大越貴志子,  佐藤幸裕,  高木均,  山
本禎子.  目にやさしい糖尿病黄斑浮腫治療. （インストラ
クションコース）第63回日本臨床眼科学会 2009.10 福岡

大野新一郎,  岡本紀夫,  田上雄一,  三村治.  クリオフィブ
リノーゲン陽性であった網膜中心動脈閉塞症の1例.  第63
回日本臨床眼科学会 2009.10 福岡

石川裕人.  阪神地区における眼科救急医療の現状. （イブ
ニングセミナー）第63回日本臨床眼科学会 2009.10 福岡

大北陽一,  木村亜紀子,  間原千草,  田中麻紀,  近藤美穂,  
三村治.  成人の大斜視角の外斜視に対する手術効果.  第
50回日本視能矯正学会 2009.10 東京

長井紀章,  村尾卓俊,  伊藤吉將,  岡本紀夫.  ビーズミル
によるトラニラスト・ナノ粒子分散液の調整とその角膜
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透過性の改善.  第59回日本薬学会近畿支部総会・大会 
2009.10 東大阪

村尾卓俊,  長井紀章,  岡本紀夫,  伊藤吉將.  Ⅱ型糖尿病モ
デル動物OLETFラットにおけるセリシン溶液点眼の角膜
傷害治癒促進効果.  第59回日本薬学会近畿支部総会・大
会 2009.10 東大阪

大野新一郎,  栗本拓治,  田上雄一,  岡本紀夫,  三村治.  網
膜動脈分枝閉塞症に対する経角膜電気刺激前後の多
局所網膜電図変化.  第57回日本臨床視覚電気生理学会 
2009.10 浦安

三村治.  甲状腺眼症の眼球運動障害,  複視に対する治療.  
（シンポジウム）第52回日本甲状腺学会 2009.11 名古屋

神野早苗,  鈴木克彦,  鈴木温,  三村治.  円蓋部基底結膜
切開でのトラベクレクトミーにおける結膜縫合不全の検討.  
第20回日本緑内障学会 2009.11 宜野湾

中村由美子,  鈴木克彦,  大出健太,  木村直樹,  神野早苗,  
三村治.  硝子体術後に生じた悪性緑内障の1例.  第20回
日本緑内障学会 2009.11 宜野湾

田上雄一,  大野新一郎,  岡本紀夫,  三村治,  白川学.  下垂
体卒中の一例.  第47回日本神経眼科学会総会 2009.11 
東京

増田明子,  西村雅史,  楠進,  三村治.  単一外眼筋麻痺で初
発したFisher症候群の3例.  第47回日本神経眼科学会総
会 2009.11 東京

西村雅史,  三村治,  高岡俊雄,  笠間周平.  診断が困難で
あった両側乳頭浮腫.  第47回日本神経眼科学会総会 
2009.11 東京

井上貴美子,  池田尚弘 ,  木村直樹,  池田誠宏,  三村治.  
Multiple evanescent white dot syndromeの眼底自発蛍
光.  第48回日本網膜硝子体学会総会・第26回日本眼循環
学会 2009.12 名古屋

中村由美子,  木村直樹,  池田誠宏,  松葉沙織,  鈴木克彦,  
池田尚弘,  三村治.  増殖糖尿病網膜症による血管新生緑
内障に対するBevacizumab併用線維柱帯切除術.  第15回
日本糖尿病眼学会総会 2009.12 名古屋

増田明子,  池田誠宏,  木村直樹,  松葉沙織,  池田尚弘,  三
村治.  びまん性糖尿病黄斑浮腫に対するトリアムシノロン
テノン嚢投与無効例の硝子体手術.  第15回日本糖尿病眼
学会総会 2009.12 名古屋

［研究会・講演会等］
神野早苗.  アレルギー性結膜炎 −眼科領域のアレルギー疾

患−. （特別講演）守口市医師会学術講演会 2009.1 守口
池田誠宏.  今後の抗VEGF療法を考える. （パネルディス

カッション）兵庫県網膜硝子体セミナー 2009.2 神戸
三村治.  やさしい神経眼科−治療編− 神経眼科だってこ

こまで治る！. （特別講演）第4回とやま眼科学術講演会 
2009.2 富山

三村治.  やさしい神経眼科−眼瞼と眼球運動のみかた−.  
（特別講演）第2回千葉眼科プライマリーケア研究会 
2009.2 浦安

三村治.  ボツリヌス毒素療法. （教育講演）眼科診療アップ

デートセミナー2009（IN京都） 2009.3 京都
三村治.  やさしい神経眼科 −眼瞼と眼球運動のみかた−.  
（特別講演）第6回北九州眼科フォーラム 2009.3 北九州

神野早苗,  鈴木克彦,  三村治.  トラベクレクトミーにおける
円蓋部基底結膜切開の術後の縫合不全の検討.  第31回
兵庫県緑内障研究会 2009.3 神戸

細谷友雅.  移植片対宿主病（GVHD）に伴う眼病変. （招待
講演）第11回ボーダレス眼科臨床研究会 2009.4 大阪

池田誠宏.  糖尿病網膜症の管理と糖尿病眼手帳. （特別講
演）東部地区眼科医会学術講演会 2009.5 芦屋

三村治.  やさしい神経眼科 −眼瞼と眼球運動のみかた−.  
（特別講演）第221回鹿児島眼科集談会 2009.5 鹿児島

木村亜紀子.  手術治療の実際.  第25回日本弱視斜視学会
講習会 2009.6 大阪

木村亜紀子.  非共同性斜視の手術治療. （特別講演）第110
回大阪医科大学眼科オープンカンファレンス 2009.6 高槻

中村由美子,  増田明子.  妊娠8ヶ月に生じた網膜内境界膜
下出血.  第96回兵庫医科大学眼科オープンカンファレン
ス 2009.6 西宮

池田尚弘,  増田明子,  西村雅史,  池田誠宏.  ポリープ状脈
絡膜血管症の診断と治療.  第96回兵庫医科大学眼科オー
プンカンファレンス 2009.6 西宮

木村亜紀子.  見逃さないで！小児の斜視・弱視 −診断と治
療のポイント−. （特別講演）尼崎市眼科医会学術講演会 
2009.6 尼崎

三村治.  「眼瞼痙攣」どのように診断し,  どのように治療す
るか. （特別講演）九州眼瞼痙攣シンポジウム 2009.6 博
多

池田誠宏.  糖尿病網膜症診療の実際. （特別講演）第18回
大阪市眼科研究会 2009.7 大阪

岡本紀夫 .  網膜中心動脈閉塞症の病型と光干渉断層像.  
第47回YCH眼科ティータイム 2009.7 大阪

神野早苗.  緑内障ガイドラインに沿った視野管理. （特別講
演）緑内障Webフォーラム 2009.7 尼崎

三村治.  やさしい眼瞼と眼球運動の見方. （特別講演）第45
回倉敷神経内科セミナー 2009.7 倉敷

大野新一郎.  甲状腺眼症の最近の治療. （ミニ教育セミ
ナー）第22回近畿神経眼科セミナー 2009.7 大阪

大北陽一,  木村亜紀子,  間原千草,  田中麻紀,  近藤美穂,  
三村治.  成人の大斜視角の外斜視に対する手術効果.  第
115回兵庫県眼科医会学術集談会 2009.8 西宮

細谷友雅,  神野早苗.  タクロリムス点眼液の使用経験.  第
115回兵庫県眼科医会学術集談会 2009.8 西宮

石川裕人.  阪神地区における眼科救急医療の現状.  第115
回兵庫県眼科医会学術集談会 2009.8 西宮

井上貴美子,  池田尚弘 ,  木村直樹,  池田誠宏,  三村治.  
Multiple evanescent white dot syndromeの眼底自発蛍
光.  第115回兵庫県眼科医会学術集談会 2009.8 西宮

池田誠宏.  糖尿病網膜症の管理と糖尿病眼手帳. （特別講
演）西部地区眼科医会学術講演会 2009.8 姫路

保科幸次.  プロ野球チームの眼科検診.  第97回兵庫医科大
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学眼科オープンカンファレンス 2009.9 西宮
三村治.  「眼瞼痙攣」どのように診断し,  どのように治療す

るか. （特別講演）瀬戸内眼科コロシアムボツリヌス療法
講演会 2009.9 岡山

三村治.  やさしい神経眼科−治療編−神経眼科だってこ
こまで治る. （特別講演）第314回関西眼疾患研究会 
2009.10 京都

神野早苗.  検査における緑内障診断と管理. （特別講演）
灘区眼科秋季勉強会 2009.10 神戸

三村治.  斜視治療最前線 −最近の斜視はここまで治る−.  
（特別講演）第2回湘西眼科医会学術講演会 2009.10 相
模原

池田誠宏.  糖尿病黄斑症の診断と治療. （特別講演）兵庫
県東部地区眼科医会学術講演会 2009.10 西宮

三村治.  眼科でのボツリヌス治療とその対策 −1万回の注
射から−. （特別講演）北海道眼瞼痙攣シンポジウム 
2009.11 札幌

木村亜紀子.  小児の上下斜視 −診断と治療のポイント−.  
（特別講演）第17回広島小児眼科懇話会 2009.11 広島

三村治.  ボツリヌス毒素治療を安全かつ確実に行う方法.  
第22回神経眼科講習会 2009.11 東京

三村治.  甲状腺眼症の眼球運動障害,  複視に対する治療 
（斜視手術）. （特別シンポジウム）第24回日本眼窩疾患シ
ンポジウム 2009.11 金沢

中内一揚,  Leng SL.  シンガポールにて経験した海綿状血
管腫の二例.  第24回日本眼窩疾患シンポジウム 2009.11 
金沢

鈴木克彦.  外傷後の無水晶体・無虹彩・無硝子体眼に続発
した緑内障の治療.  第32回兵庫県緑内障研究会 2009.11 
神戸

■特許■
出澤真理,  高野雅彦,  石川裕人.  エレクトロポレーション

のための方法.  公開日:2005.4.21 公開番号:特開2005-
102537

Okamoto N,  Ito Y,  Kawakami Y,  Kurimoto T,  Nagai N,  
Yamashita T.  A medicament for treating glaucoma 
comprising as an active ingredient cyclodextrin-
clathrate compound of cilostazol.  国際公開日:2009.5.2 
国際公開番号:WO/2009/017259 English

岡本紀夫,  伊藤吉將,  大野新一郎,  川上吉美,  長井紀章,  
栗本拓治.  トラニラストゲル状懸濁液.  公開日:2009.5.28  
公開番号:特開2009-114153

岡本紀夫,  伊藤吉將,  川上吉美,  栗本拓治,  長井紀章,  山
下達也.  シロスタゾールのシクロデキストリン包接化合物
を有効成分とする緑内障治療剤.  公開日:2009.10.8  公開
番号:特開2009-227650

■その他■
木村亜紀子.  まぶたの痙攣.  ラジオ関西「みんなの健康相

談」 2009.8.15
三村治.  物が二重に見えます.  NHKテレビテキスト  今日の

健康 2009;（2月号）:122.

三村治.  印象記  第62回日本臨床眼科学会一般口演「眼
瞼・甲状腺眼症」.  眼科 2009;51:451-2.

岡本紀夫 .  BAC含有で角膜傷害治癒が遅延  ラット角
膜傷害モデルで検討.  Japan Medicine 特別編集版 
2009.4.17:4.

後藤英樹,  久保田久世,  有田玲子,  細谷友雅.  ドライアイ
外来の立ち上げ方 −如何に成功させるか−. （座談会）
Frontiers in Dry Eye 2009;4:14-21.

三村治.  表紙の解説:原田病（Vogt-小柳-原田病）.  眼科 
2009;51:575-6.

三村治.  序論:眼瞼と神経眼科.  神経眼科 2009;26:117.
三村治.  検眼鏡で網膜に異常がない疾患:AZOOR.  眼科医

マルチファインダー 2009;16:11-2.
渡辺仁,  近間泰一郎,  細谷友雅,  小川葉子.  治療法ディ

ベート:ステロイド,  シクロスポリン点眼治療の考え方.  
Frontiers in Dry Eye 2009;4:118-24.

神野早苗.  ものもらい（めばちこ）. 読売ライフ 2009;440:25.
三村治.  序論:先天内斜視の治療.  眼科 2009;51:1607.
三村治.  甲状腺眼症.  眼科医マルチファインダー 2009;17:11-

2.
三村治.  眼瞼痙攣・片側顔面痙攣.  A型ボツリヌス毒素製

剤  ボトックス®注講習・実技セミナー 2009.6 博多
三村治.  目の不快感をおこす病気について.  市民健康セミ

ナー 2009.6 大阪
神野早苗.  眼表面疾患の診断と治療のポイント. （特別講

演）岡崎裕子先生  江別市立病院就任20周年記念講演会 
2009.6 江別

神野早苗.  薬物治療のポイント.  タプロス®点眼液発売記念
講演会 2009.9 神戸

耳鼻咽喉科学
Otorhinolaryngology

■著書■
Sakagami M ,  Yuasa Y.  Techn ique to s impl i fy 

myringoplasty. In: Ozgirgin ON ed.  Surgery of the 
Ear – Current Topics.  Ankara: Rekmay Publishing, 
2009:307-9.

足達治,  阪上雅史.  先天性真珠腫.  日本小児耳鼻咽喉科
学会  編.  小児耳鼻咽喉科診療指針.  東京:金原出版, 
2009:121-3.

阪上雅史.  発生と解剖−口腔−.  日本口腔・咽頭科学会  
編.  口腔咽頭の臨床.  第２版.  東京:医学書院, 2009:2-3.

■学術論文■
［総説］
阪上雅史.  中耳手術と味覚障害.  日耳鼻咽喉科学会専門医

通信 2009;98:4-5.
三代康雄 .  症例に則した鼓室形成術.  Otology Japan 

2009;19:16-9.
都築建三,  三輪高喜,  竹林宏記,  岡秀樹,  大門貴志,  阪上
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雅史. 「日常のにおいアンケート」―紙１枚で可能な嗅覚
評価―.  日本味と匂学会誌 2009;16:5-10.

［原著］
Ohta S,  Sakagami M,  Suzuki M,  Mishiro Y.  Eustachian 

tube function and habitual sniffing in middle ear 
cholesteatoma.  Otol Neurotol 2009;30:48-53.　 

Miuchi S,  Sakagami M,  Tsuzuki K,  Noguchi K,  Mishiro 
Y,  Katsura H.  Taste disturbance after stapes surgery 
– clinical and experimental study.  Acta Otolaryngol 
Suppl 2009:71-8. 

Saka N,  Seo T,  Shimano K,  Kashiba T,  Mori N,  
Sakagami M.  A case of Churg-Strauss syndrome 
with refractory otitis media.  Auris Nusus Larynx 
2009;36:79-81.

Tsuzuki K,  Fukazawa K,  Takebayashi H,  Hashimoto 
K,  Sakagami M.  Difficulty of diagnosing Wegener’s 
granulomatosis in the head and neck region.  Auris Nasus 
Larynx 2009;36:64-70.

Mishiro Y,  Sakagami M ,  Kondoh K,  K itahara 
T,  Kakutan i C.  L ong-term outcomes a f ter 
tympanoplasty with and without mastoidectomy 
for perforated chronic ot it is media.  Eur Arch 
Otorhinolaryngol 2009;266:819-22.

Sakagami M,  Ikeda M,  Tomita H,  Ikui A,  Aiba T,  
Takeda N,  Inokuchi A,  Kurono Y,  Nakashima 
M,  Shibasaki Y,  Yotsuya O.  A zinc-containing 
compound,  Polaprezinc,  is effective for patients with 
taste disorders: randomized,  double-blind,  placebo-
controlled,  multi-center study.  Acta Otolaryngol 
2009;129:1115-20.

Seo T,  Hashimoto M,  Saka N,  Sakagami M.  Hearing 
and vestibular functions after plugging surgery for 
the posterior semicircular canal.  Acta Otolaryngol 
2009;129:1148-52.

Mishiro Y,  Sakagami M,  Adachi O,  Kakutani C.  
Prognostic factors for short-term outcomes after 
ossiculoplasty using multivariate analysis with logistic 
regression.  Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
2009;135:738-41.

坂直樹,  瀬尾徹,  武藤俊彦,  阪上雅史.  繰り返す鼻出血に
より発見された上顎洞含歯性嚢胞例.  耳鼻咽喉科臨床 
2009;102:21-5.

都築建三,  深澤啓二郎,  竹林宏記,  岡秀樹,  三輪高喜,  黒
野祐一,  丹生健一,  松根彰志,  内田淳,  小林正佳,  大
田康,  志賀英明,  小早川達,  阪上雅史.  簡易な嗅覚評
価のための「日常においアンケ−ト」.  日本鼻科学会会誌 
2009;48:1-7.

樫葉恵子,  瀬尾徹 ,  坂直樹,  阪上雅史.  Flutter-l ike 
oscillationと体幹失調を認めた急性小脳炎例.  耳鼻咽喉
科臨床 2009;102:343-6.

坂直樹,  瀬尾徹,  島野宏一,  樫葉恵子,  阪上雅史.  めまい

で発症した傍腫瘍性オプソクロ−ヌス・ミオクロ−ヌス症候
群.  耳鼻咽喉科臨床 2009;102:523-6.

都築建三,  深澤啓二郎,  竹林宏記,  岡秀樹,  西村雅史,  阪
上雅史.  眼症状を呈した副鼻腔疾患の手術例の検討.  耳
鼻咽喉科臨床 2009;102:639-43.

任智美,  阪上雅史.  味覚・嗅覚の老化.  老年精神医学雑誌 
2009;20:725-30.

阪上雅史.  味覚障害と亜鉛.  治療 2009;91（11月臨時増
刊）:88-92.

都築建三,  深澤啓二郎,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  副
鼻腔嚢胞手術症例の臨床検討.  日本耳鼻咽喉科学会会
報 2009;112:801-8. 

［症例報告］
佐川公介,  佐伯暢生,  寺田友紀,  藤久仁親,  宇和伸浩,  阪

上雅史.  舌背部に発生した扁平上皮癌例.  耳鼻咽喉科臨
床 2009;102:347-51.

西岡亜紀,  松井聖,  黒岩孝則,  北野将康,  橋本尚明,  佐
野統,  森正,  深澤啓二郎,  阪上雅史,  大山秀樹,  中正恵
二,  寺田信行.  難治性中耳炎で発症した肥厚性脳硬膜炎
を合併したMPO-ANCA陽性のWegener肉芽腫症の１例.  
臨床リウマチ 2009;21:174-9.

■学会発表■ 
［国際学会］
Sakagami M.  Simple underlay myringoplasty–a new 

method–.（Inv ited Lecture）6th Bremer HNO-
Symposium 2009.1 Bremen

Sakagami M.  Recent topics of surgical management 
of chronic otitis media in Japan. （Invited Lecture）
Conference of Dept.  of Otolaryngology,  University of 
Marburg 2009.2 Marburg

Sakagami M.  Innovations in Middle Ear Reconstruction. 
（Round Table）27th Politzer Society Meeting 2009.9 
London

Sakagami M.  Diagnosis and treatment of taste disorder 
in Japan. （Invited Lecture）Conference of Dept. 
of Otolaryngology,  University of Dresden 2009.9 
Dresden

Sakagami M.  Cartilage palisade tympanoplasty for 
adhesive otitis media. （Invited Lecture）Current 
Otology and Auditory Implant in Guangzhou 2009.9  
Guangzhou

Sakagami M.  Japanese experience in partial implantable 
hear ing a id – Yanag ihara’s method. （Invited 
Lecture）Current Otology and Auditory Implant in 
Guangzhou 2009.9 Guangzhou

Sakagami M,  Mishiro Y,  Seo T,  Adachi O,  Katsura H.  
Surgical management of traumatic perilymph fistula 
with special reference to luxation of the stapes.  

（Oral）27th Politzer Society Meeting 2009.9 London
Mishiro Y,  Sakagami M,  Adachi O,  Kakutabi C.  

Prognostic factors of short-term outcomes after 
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ossiculoplasty using multivariate analysis with logistic 
regression. （Oral）27th Politzer Society Meeting 
2009.9 London

Sakagami M ,  Yuasa Y.  Techn ique to s impl i fy 
myringoplasty. （Instruction Course）113th Annual 
Meeting of American Academy of Otolaryngology- 
Head and Neck Surgery 2009.10 San Diego

Takebayashi H,  Oka H,  Tsuzuki K,  Sakagami M.  An 
odor quest ionnaire for pat ients with ol factory 
disorder.  113th Annua l Meet ing of American 
Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery 
2009.10 San Diego

Oka H,  Sakagami M,  Takebayashi H,  Tsuzuki K.  
Clinical features of patienst with olfactory disorders.  
113th Annual Meeting of American Academy of 
Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2009.10 San 
Diego

Sakagami M ,  Katsura H ,  Adachi O,  Mishiro Y.  
Palisade cartilage tympanoplasty for adhesive otitis 
media. （Oral）10th Taiwan-Japan Conference in 
Otolaryngology,  Head and Neck Surgery 2009.12 
Yilan

Sakagami M.  Surgical treatment for chronic otitis media 
in Japan. （Invited Lecture）Conference at Chang-
Gung Memorial Hospital 2009.12 Linkou

Sakagami M.  Cholesteatoma in Children. （Invited 
L ec t u re）10t h Ta iwa n-Japa n C on fe rence i n 
Otolaryngology,  Head and Neck Surgery 2009.12 Yilan

Saeki N,  Uwa N,  Negoro A,  Tsuzuki K,  Terada T,  
Sakagami M.  Observation of the oral cavity and 
tongue by contrast endoscopy. 10th Taiwan-Japan 
Otolaryngology, Head and Neck Surgery 2009.12 
Yilan

Terada T,  Saeki N,  Uwa N,  Mohri T,  Sakagami M.  
Voice rehabilitation with Provox 2TM voice prosthesis 
following total laryngectomy.  10th Taiwan-Japan 
Otolaryngology,  Head and Neck Surgery 2009.12 
Yilan

［全国規模の学会］
阪上雅史,  桂弘和,  足達治,  三代康雄.  当科における鼓室

硬化症の術後成績.  第110回日本耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会 2009.5 東京

坂直樹,  瀬尾徹,  西川奈見,  橋本健吾,  武藤俊彦,  阪上雅
史.  高齢者のBPPVに対するEpley法の効果.  第110回日
本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2009.5 東京

瀬尾徹,  坂直樹,  橋本美咲子,  阪上雅史.  持続性方向交
代性下向性眼振症例の検討.  第110回日本耳鼻咽喉科学
会総会・学術講演会 2009.5 東京

三代康雄,  足達治,  武藤俊彦,  桂弘和,  阪上雅史.  多変量
解析による耳小骨連鎖術後聴力予後因子の検討.  第110
回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2009.5 東京

足達治,  Mckenna MJ,  三代康雄,  阪上雅史.  耳硬化症モ
デル動物でのビスフォスフォネート製剤の効果の検討.  第
110回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2009.5 東
京

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  慢性副鼻腔炎
の手術所見による炎症部位の検討.  第110回日本耳鼻咽
喉科学会総会・学術講演会 2009.5 東京

［その他の学会］
佐川公介,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  阪上雅史.  当

科における外耳道癌の検討.  第19回日本頭頸部外科学会
総会ならびに学術講演会 2009.1 名古屋

寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  坂口明子,  阪
上雅史.  喉頭悪性線維性組織球腫（MFH）の1例.  第19
回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会 2009.1 
名古屋

佐伯暢生,  寺田友紀,  宇和伸浩,  佐川公介,  藤森貴世子,  
阪上雅史.  当科で経験した成人に発生したリンパ管腫2症
例.  第19回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会 
2009.1 名古屋

池畑美樹,  桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  当科に
おける直達外傷による外リンパ瘻の検討.  第161回日本耳
鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009.3 姫路

竹林宏記,  岡秀樹,  都築建三,  阪上雅史.  当科における嗅
覚障害症例の検討.  第161回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県
地方部会 2009.3 姫路

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  日帰り下鼻介甲
手術の術後成績.  第161回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地
方部会 2009.3 姫路

丹羽正夫,  瀬尾徹,  坂直樹,  阪上雅史.  メニエール病患者
の初診時年齢に関する検討 −メニエール病の高齢化に
ついて−. 第161回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 
2009.3 姫路

阪上雅史.  中耳手術のエビデンスを求めて. （特別講演）第
129回日本耳鼻咽喉科学会秋田県地方会 2009.6 秋田

佐伯暢生,  寺田友紀,  佐川公介,  宇和伸浩,  阪上雅史.  コ
ンタクトエンドスコピーによる舌・口腔病変の観察.  第
33回日本頭頸部癌学会・第30回頭頸部手術手技研究会 
2009.6 札幌

寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  阪上雅史.  中
咽頭側壁癌の臨床検討.  第33回日本頭頸部癌学会・第30
回頭頸部手術手技研究会 2009.6 札幌

佐川公介,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  阪上雅史.  当
科における原発不明癌の検討.  第33回日本頭頸部癌学
会・第30回頸部手術手技研究会 2009.6 札幌

宇和伸浩,  寺田友紀,  佐伯暢生,  佐川公介,  阪上雅史.  当
科における下咽頭癌症例とCD44の関連について.  第33回
日本頭頸部癌学会・第30回頸部手術手技研究会 2009.6 
札幌

任智美,  奥中美恵子,  大西和歌,  阪上雅史.  ダウン症児に
おける聴力評価法の比較検討.  第4回日本小児耳鼻咽喉
科学会総会・学術講演会 2009.6 名古屋
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阪上雅史,  桂弘和,  足達治,  三代康雄.  アブミ骨が前提窓
に陥入した外傷性外リンパ瘻症例.  第71回耳鼻咽喉科臨
床学会 2009.7 旭川

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪上雅史.  眼
症状を呈した副鼻腔疾患の手術症例.  第71回耳鼻咽喉科
臨床学会 2009.7 旭川

奥中美恵子,  三代康雄,  岡秀樹,  橋本美咲子,  大西和歌,  
阪上雅史.  GERD症例に対するPPIと消化管運動改善
薬の効果についての検討.  第71回耳鼻咽喉科臨床学会 
2009.7 旭川

池畑美樹,  瀬尾徹,  坂直樹,  阪上雅史.  異型右鎖骨下動脈
によると考えられた嚥下時違和感の1例.  第71回耳鼻咽喉
科臨床学会 2009.7 旭川

坂口明子,  三代康雄,  足達治,  桂弘和,  阪上雅史.  側頭骨
に発生したchondroblastomaの1例.  第71回耳鼻咽喉科臨
床学会 2009.7 旭川

足達治,  三代康雄,  武藤俊彦,  奥中美恵子,  阪上雅史.  当
科における幼少児後天性真珠腫症例の検討.  第162回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009.7 神戸

雪辰依子,  桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  当科に
おける小児人工内耳症例の術後合併症について.  第162
回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009.7 神戸

貴田紘太,  寺田友紀,  佐伯暢生,  佐川公介,  宇和伸浩,  阪
上雅史.  鼻部に発生した血管肉腫の一例.  第162回日本
耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009.7 神戸

坂口明子,  都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪
上雅史 .  前篩骨洞に発生した骨新生を伴う内反生乳頭
腫の一例.  第162回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 
2009.7 神戸

岡秀樹,  都築建三,  竹林宏記,  阪上雅史.  当科における感
冒罹患嗅覚障害の臨床検討.  第162回日本耳鼻咽喉科学
会兵庫県地方部会 2009.7 神戸

宇和伸浩,  寺田友紀,  佐伯暢生,  佐川公介,  阪上雅史.  下
咽頭癌症例のCD44発現と臨床所見との比較. 第162回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009. 7 神戸

任智美,  梅本匡則,  根来篤,  岡秀樹,  阪上雅史,  高齢者に
おける味覚障害の検討.  第22回日本口腔・咽頭科学会・
学術講演会 2009.9 和歌山

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  坂口明子,  深澤啓二郎,  阪
上雅史.  骨新生を伴った鼻副鼻腔内反性乳頭腫の1症例.  
第48回日本鼻科学会 2009.10 松江

岡秀樹,  都築建三,  竹林宏記,  深澤啓二郎,  阪上雅史.  当
科における嗅覚障害.  第48回日本鼻科学会 2009.10 松江

竹林宏記,  都築建三,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪上雅史.  紙
1枚で可能な「日常のにおいアンケート」による嗅覚評価.  
第48回日本鼻科学会 2009.10 松江

松原弘,  都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪上
雅史.  乾酪性副鼻腔病変の手術症例の臨床検討.  第48
回日本鼻科学会 2009.10 松江

三代康雄,  北原糺,  三谷健二,  太田有美,  足達治,  坂直
樹,  桂弘和,  橋本美咲子,  嶽村貞治,  阪上雅史.  上鼓室

型（弛緩部型）真珠腫の進展度分類と長期成績.  第19回
日本耳科学会総会・学術講演会 2009.10 東京

桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  当科における小児
人工内耳症例の術後合併症について.  第19回日本耳科学
会総会・学術講演会 2009.10 東京

足達治,  三代康雄,  武藤俊彦,  辻恒治郎,  奥中美恵子,  阪
上雅史.  当科における幼少児後天性真珠腫症例の検討.  
第19回日本耳科学会総会・学術講演会 2009.10 東京

奥中美恵子,  任智美 ,  阪上雅史 .  重度難聴用補聴器 
（Naida）の装用効果と発音の改善について.  第19回日本
耳科学会総会・学術講演会 2009.10 東京

橋本美咲子,  三代康雄,  大田重人,  足達治,  桂弘和,  阪
上雅史.  軟素材による外耳道再建術後の鼓膜陥凹と耳
管機能について.  第19回日本耳科学会総会・学術講演会 
2009.10 東京

阪上雅史.  私が経験したワ−スト症例（My worst case 
ever）. （パネルディスカッション）第19回日本耳科学会 
2009.10 東京

都築建三,  松原弘,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  副鼻腔
手術症例の乾酪様物質の起因菌の検討.  第52回日本感
染症学会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

塩田絵里子,  桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  耳管
由来の多覚的耳鳴り症例.  第163日本耳鼻咽喉科学会兵
庫県地方部会 2009.11 西宮

松原弘,  三代康雄,  足達治,  桂弘和,  阪上雅史.  乳突洞に
発生した形質細胞腫の1例.  第163日本耳鼻咽喉科学会兵
庫県地方部会 2009.11 西宮

坂直樹,  瀬尾徹,  阪上雅史.  脊髄小脳変性症の2症例.  第
163日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009.11 西宮

竹林宏記,  都築建三,  岡秀樹,  阪上雅史.  小児福鼻腔炎
の手術症例の検討.  第163日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地
方部会 2009.11 西宮

雪辰依子,  都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  当科
の鼻出血症例の検討.  第163日本耳鼻咽喉科学会兵庫県
地方部会 2009.11 西宮

毛利武士,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  阪上雅史.  巨
大甲状腺腫を合併し急速な原発巣の増大を見た喉頭癌

（spindle cell carcinoma）の一例.  第163日本耳鼻咽喉科
学会兵庫県地方部会 2009.11 西宮

貴田紘太,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  毛利武士,  阪
上雅史.  側頭部に発生した軟骨肉腫の一例.  第163日本
耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2009.11 西宮

［研究会・講演会等］
三代康雄.  聴力改善手術の進歩と病診連携.  第174回兵庫

県耳鼻咽喉科医会学術講演会 2009.4 神戸
■その他■
阪上雅史 .  高度難聴の医療と人工内耳.  難聴フォ−ラム 

2009.11 西宮
阪上雅史 .   リオン型人工中耳の果たした役割–F i r s t 

implantable hearing implant in the world−.  第366回
HCC例会 2009.12 大阪
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阪上雅史.  人工内耳の最近のシンポ.  第366回HCC例会 
2009.12 大阪

桂弘和.  当科に置ける直達外傷における外リンパ瘻の検討.  
第27回阪神勤務医耳鼻咽喉科研究会 2009.4 尼崎

Sakagami M.  Taste disorder after middle ear surgery.  
（Review）Int Adv Otol 2009;5:382-90.

心臓血管外科学
Cardiovascular Surgery

■著書■
光野正孝.  弁膜症に対する非薬物療法.  小川聡  編.  日本

心臓病学会第21回教育セミナーアドバンストコーステキス
ト.  初版.  東京:日本心臓病学会, 2009:76-89. 

■学術論文■
［総説］
宮本裕治 .  ステント生体弁に適する弁置 換 術の実 際.  

Circulation up-to-date 2009;4:204-11.
［原著］
Yamamura M,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Kobayashi 

Y,  Fukui S,  Miyamoto Y.  Edaravone suppresses 
endothelial cell injury in vein grafts of a rat model.  
Int J Angiol 2008;17:221-2.

Miyamoto Y,  Fukui S,  Kajiyama T,  Mitsuno M ,  
Yamamura M,  Tanaka H,  Ryomoto M,  Nishi H.  
Analysis of collateral blood flow to the lower body 
during selective cerebral perfusion: is three-vessel 
perfusion better than two-vessel perfusion?.  Eur J 
Cardiothorac Surg 2009;35:684-7.

Yamamura M,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Kobayashi Y,  
Ryomoto M,  Nishi H,  Fukui S,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  
Miyamoto Y.  Risk factors for open heart surgery in 
hemodialysis patients.  Gen Thorac Cardiovasc Surg 
2009;57:235-8. 

［症例報告］
小林靖彦,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西

宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  TOF
術後38年目に大動脈基部置換術を施行後,  右肺出血を
発症しECMOにて救命し得た１症例.  日本心臓血管外科
学会雑誌 2009;38:75-8.

Ryomoto M,  Mitsuno M,  Nishi H,  Fukui S,  Miyamoto Y,  
Takanashi S.  Surgical repair of a sinus of a Valsalva 
aneurysm ruptured into the left ventricle.  Gen 
Thorac Cardiovasc Surg 2009;57:426-9.

Nishi H,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Ryomoto M,  Fukui 
S,  Miyamoto Y.  Coronary revascularization through 
a median sternotomy after pre-sternal jejunum 
reconstruction for esophageal carcinoma.  Ann 
Thorac Surg 2009;88:667-9.

Nishi H,  Mitsuno M,  Ryomoto M,  Hao H,  Hirota S,  

Miyamoto Y.  Giant cardiac lipoma in the ventricular 
septum involving the tricuspid valve.  Ann Thorac 
Surg 2009;88:1337-9.

Fukui S,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka H,  Ryomoto 
M,  Nishi H,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  Miyamoto 
Y.  Aortic valve replacement in a patient with a 
retrosternal gastric tube and porcelain aorta.  Ann 
Thorac Cardiovasc Surg 2009;15:343-5.

Ryomoto M,  Mitsuno M,  Nishi H,  Fukui S,  Miyamoto 
Y,  Hao H.  Aortic aneurysm due to microscopic 
polyangiitis: a surgical case report.  Ann Thorac Surg 
2009;88:2031-4.

■学会発表■
［国際学会］
Yamamura M,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Kobayashi Y,  

Ryomoto M,  Nishi H,  Fukui S,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  
Miyamoto M.  Quantification of calcified aorta in the 
hemodialysis patients: 2nd report.  The 17th Annual 
Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and 
Thoracic Surgery 2009.3 Taipei

Nishi H ,  Mitsuno M ,  Yamamura M ,  Tanaka H ,  
Kobayashi Y,  Ryomoto M,  Fukui S,  Tsujiya N,  
Kajiyama T,  Miyamoto Y.  Cardiac surgery via median 
sternotomy in patients with pre or retrosternal 
reconstruction for esophageal carcinoma.  The 
17th Annual Meet ing of the Asian Society for 
Cardiovascular and Thoracic Surgery 2009.3 Taipei

Tanaka H,  Mitsuno M,  Ryomoto M,  Kobayashi Y,  Nishi 
H,  Fukui S,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  Miyamoto Y.  
Total arch replacement for extended distal arch 
aneurysms using a non-stented long elepahnt trunk 
through median sternotomy.  The 17th Annual 
Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and 
Thoracic Surgery 2009.3 Taipei

Nishi H,  Miyamoto Y,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka 
H,  Ryomoto M,  Fukui S,  Yoshioka Y,  Tsujiya N,  
Kajiyama T.  Late reoperations after repair of acute 
type A aortic dissection.  19th Biennial Congress 
Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeon 
of Asia 2009.10 Seoul

Tanaka H,  Miyamoto Y,  Mitsuno M,  Yamamura M,  
Ryomoto M,  Nishi H,  Fukui S,  Yoshioka Y,  Tsujiya N,  
Kajiyama T.  Preoperative detection of Adamkiewicz 
a r t e r y by Mu l t i -D e t e c t o r R ow C ompu t e d 
Tomography in patients with a descending thoracic or 
thoracoabdominal aneurysm.  19th Biennial Congress 
Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeon 
of Asia 2009.10 Seoul

Yamamura M,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Ryomoto M,  Fukui 
S,  Miyamoto Y.  Edaravone suppresses reperfusion 
injury after leg ischemia in a rat model.  Asian 
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Chapter Meeting of the International Union of 
Angiology 2009.10 Tokyo

［全国規模の学会］
光野正孝,  山村光弘 ,  田中宏衞,  小林靖彦,  良本政章,  

西宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  
JACVSD risk解析モデルとEuroSCOREとの比較検討 

（第2報:年齢因子等の関与について）.  第39回日本心臓
血管外科学会学術総会 2009.4 富山

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  小林靖彦,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  腹
部大動脈瘤に対するステントグラフトの適応と成績. （会
長要望演題）第39回日本心臓血管外科学会学術総会 
2009.4 富山

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  小林靖彦,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  70歳
以上の高齢者に対する機械弁による大動脈弁置換術の有
用性についての検討.  第39回日本心臓血管外科学会学術
総会 2009.4 富山

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  小林
靖彦,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  上行
大動脈石灰化症例に対する治療戦略 ―大動脈遮断はど
こまで可能か―.  第39回日本心臓血管外科学会学術総
会 2009.4 富山

西宏之,  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.  急性
A型大動脈解離術後の再手術の安全性.  第39回日本心
臓血管外科学会学術総会 2009.4 富山

山村光弘,  光野正孝,  田中宏衞,  良本政章,  西宏之,  福
井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  慢性血液透
析症例の開心術における積極的術後持続血液透析瀘過  

（CHDF）の有用性. （会長要望演題）第39回日本心臓血
管外科学会学術総会 2009.4 富山

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  小林靖彦,  良
本政章,  西宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  宮本裕治.  肝硬
変合併症例の開心術予後予測法.  第39回日本心臓血管
外科学会学術総会 2009.4 富山

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  小林靖彦,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  企
業性腹部用ステントグラフトの適応基準順守の重要性.  

（パネルディスカッション）第37回日本血管外科学会総会 
2009.5 名古屋

西宏之,  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.  慢性
A型大動脈解離手術症例の検討.  第37回日本血管外科学
会総会 2009.5 名古屋

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  小林靖彦,  良
本政章,  西宏之,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  感染
性胸部大動脈瘤（遠位弓部～胸腹部）の治療経験.  第37
回日本血管外科学会総会 2009.5 名古屋

光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  出力

調整のアルゴリズムと貫壁性の判断基準. （ワークショッ
プ）第62回日本胸部外科学会定期学術集会 2009.10 横
浜

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  心外
膜下心室瘤の2症例.  第62回日本胸部外科学会定期学術
集会 2009.10 横浜

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  食道
癌胸骨前空腸導管再建術後の胸骨正中切開下冠血行再
建.  第62回日本胸部外科学会定期学術集会 2009.10 横
浜

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  右室
側心室中隔に発生した巨大心臓脂肪腫に対する切除手術.  
第62回日本胸部外科学会定期学術集会 2009.10 横浜

辻家紀子,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  宮本裕治.  僧帽
弁置換術後の左室破裂修復術後４年目に剣状突起下に
巨大血腫が出現した１例.  第62回日本胸部外科学会定期
学術集会 2009.10 横浜

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  胸
腹部大動脈瘤手術におけるAdamkiewicz動脈同定と
Staged operationによる合併症予防の有用性.  第62回日
本胸部外科学会定期学術集会 2009.10 横浜

吉岡良晃,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  大動
脈二尖弁における上行大動脈拡大の特徴.  第62回日本胸
部外科学会定期学術集会 2009.10 横浜

山村光弘,  光野正孝,  田中宏衞,  良本政章,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  血液
透析症例における大動脈弁置換術の治療戦略 ―生体弁
の優位性―. （ワークショップ）第47回日本人工臓器学会
大会 2009.11 新潟

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  小口
径弁による大動脈弁置換術の遠隔期成績についての検討
―Patient-Prosthesis Mismatchの観点から―.  第47回日
本人工臓器学会大会 2009.11 新潟

［その他の学会］
梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  小林靖彦,  良

本政章,  西宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  宮本裕治.  下腿
浮腫を契機に発覚した巨大胸腹部大動脈瘤に対する腸骨
動脈アプローチからのTEVARによる1手術例.  第23回日
本血管外科学会近畿地方会 2009.3 奈良

宮本裕治.  大動脈二尖弁と上行大動脈病変に対する手術.  
（教育シンポジウム）第52回関西胸部外科学会学術集会 
2009.6 岡山

光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  デバ
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イスの進歩による心房細動手術の術式の変遷と中期遠隔
成績の検討. （シンポジウム）第52回関西胸部外科学会
学術集会 2009.6 岡山

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  弁輪
破壊を伴う感染性心内膜炎に対する術式の工夫と遠隔成
績.  第52回関西胸部外科学会学術集会 2009.6 岡山

辻家紀子,  宮本裕治,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良
本政章,  西宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也.  右
冠動脈高位起始を合併した大動脈弁置換術の一手術例.  
第52回関西胸部外科学会学術集会 2009.6 岡山

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  超高
齢者（80歳以上）に対する開心術症例におけるJACVSD
−（日本成人心臓血管外科手術データベース）による予
測risk解析の検討.  第52回関西胸部外科学会学術集会 
2009.6 岡山

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  宮本裕治.  巨大
右室脂肪腫（5.5×3cm）の1手術例.  第52回関西胸部外
科学会学術集会 2009.6 岡山

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  内
胸動脈採取による胸骨血流の変化の検討～組織血流計 

（Laser Doppler Flow meter）による評価～.  第14回日本
冠動脈外科学会学術大会 2009.7 熊本

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  冠
動脈および胸部大動脈疾患併存症例に対する治療戦
略. （シンポジウム）第23回日本冠疾患学会学術集会 
2009.12 大阪

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  吉岡良晃,  辻家紀子,  宮本裕治.  冠動脈バイパス
におけるJACVSDによる予測リスク解析の妥当性.  第23
回日本冠疾患学会学術集会 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
辻家紀子,  良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  西

宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  宮本裕治.  上腸
間膜動脈瘤の2手術例 ～術後難治性下痢回避の工夫につ
いて～.  第61回兵庫県血管外科研究会 2009.1 神戸

光野正孝.  弁膜症に対する非薬物療法. （教育講演）日本
心臓病学会教育セミナー第21回アドバンス・コース 2009.2 
大阪

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  超高
齢者（80歳以上）の開心術症例におけるJACVSD（日本
成人心臓血管外科手術データベース）を用いた予測risk
解析の検討―EuroScoreとの比較.  第27回循環器内科・
外科フォーラム 2009.3 大阪

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  胸腹

部大動脈瘤に対するステントグラフト治療.  第17回日本大
動脈外科研究会 2009.4 福岡

宮本裕治.  大動脈瘤の低侵襲治療 −ステント治療の進歩−.  
秋桜会学術懇話会 2009.4 大阪

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  腹部
大動脈瘤に対するステントグラフト治療.  EG Works 2009 
2009.4 東京

宮本裕治.  大動脈弁の外科的解剖と先天性二尖弁に関する
最近の話題.  第2回伯耆心臓病Meeting 2009.4 米子

光野正孝.  出力調整のアルゴリズムと貫壁性の判断基準.  
第23回不整脈外科研究会 2009.4 富山

光野正孝.  弁膜症に対する非薬物療法. （教育講演）日本
心臓病学会教育セミナー第22回アドバンス・コース 2009.6 
東京

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  宮本裕治.  腋
窩―両側大腿動脈バイパス術後の人工血管感染のコント
ロールに難渋した1症例.  第62回兵庫県血管外科研究会 
2009.7 兵庫

光野正孝.  心不全とペーシング.  第3回阪神ICUセミナー 
2009.8 尼崎

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  当院
における心房細動手術の適応と限界について.  第28回循
環器内科・外科フォーラム 2009.9 大阪

吉岡良晃,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  胸腹
部大動脈瘤に対する緊急手術症例の検討.  第58回近畿
心臓外科研究会 2009.11 大阪

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  宮本裕治.  胸水
貯留と下腿浮腫を契機に発覚した巨大胸腹部大動脈瘤に
対するTEVARによる1手術例.  第59回春秋会 2009.11 神
戸

光野正孝,  良本政章.  心臓血管外科手術について.  日本作
業療法士協会生涯教育講座 2009.11 神戸

宮本裕治.  ブタ心臓を用いた外科的解剖.  第3回阪神Cardio 
Tissue Labo Seminar 2009.11 尼崎

宮本裕治.  先天性大動脈二尖弁に関する最近の話題.  第
129回倉敷循環器談話会 2009.12 倉敷

吉岡良晃,  宮本裕治,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良
本政章,  西宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口
和孝.  心外膜下心室瘤  2例の経験.  第10回近畿心臓血
管外科専門医フォーラム 2009.12 大阪
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呼吸器外科学
Thoracic Surgery

■学術論文■
［総説］
田中文啓,  長谷川誠紀.  バイオマーカーに基づいた肺癌化

学療法の個別化.  外科治療 2009;100:235-41.
田中文啓,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展

行,  奥村好邦,  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,  坪田紀明,  上
紺屋憲彦,  冨士原将之 ,  辻村亨,  長谷川誠紀 ,  中野
孝司.  胸膜中皮腫に対する集学的治療に向けて.  肺癌 
2009;49:392-6.

田中文啓,  長谷川誠紀,  岡田守人,  山中竹春,  福岡和也,  
副島俊典,  上紺屋憲彦,  井内康輝,  辻村亨,  中野孝司.  
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.  肺癌 2009;49:403-8.

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.  早期悪性胸膜
中皮腫 病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

［原著］
Yamanaka T,  Tanaka F,  Hasegawa S,  Okada M,  

Soejima T,  Kamikonya N,  Fukuoka K,  Nakano T.  A 
feasibility study of induction pemetrexed plus cisplatin 
fol lowed by extrapleura l pneumonectomy and 
postoperative hemithoracic radiation for malignant 
pleural mesothelioma.  Jpn J Clin Oncol 2009;39:186-8.

Kondo N,  Ogawa M,  Wada H,  Nishikawa S.  Thrombin 
induces rapid disassembly of claudin-5 from the 
tight junction of endothelial cells.  Exp Cell Res 
2009;315:2879-87.

Okumura Y,  Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Kondo N,  Hasegawa S.  Circulating tumor cells 
in pulmonary venous blood of primary lung cancer 
patients.  Ann Thoracic Surgeons 2009;87:1669-75.

［症例報告］
松本成司,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好邦,  近藤展行,  

細井慶太,  閔庚燁,  新長真由美,  廣田誠一,  田中文啓,  
長谷川誠紀.  非喫煙30歳代女性に発生した原発性気管
癌の1切除例.  気管支学 2009;31:95-8.

多久和輝尚,  橋本昌樹,  奥村好邦,  近藤展行,  田中文啓,  
長谷川誠紀.  原発性肺癌に甲状腺癌の微小肺転移を併
発した1例.  肺癌 2009;49:868-71.

Azuma N,  Hashimoto M,  Yasumitsu A,  Fukuoka 
K,  Yokoyama K,  Sawada H,  Nishioka A,  Sekiguchi 
M,  Kitano M,  Kuroiwa T,  Matsui K,  Sano H.  CMV 
infect ion present ing as a cavitary lung lesion 
in a patient with systemic lupus erythematosus 
receiving immunosuppressive therapy.  Intern Med 
2009;48:2145-9.

■学会発表■

［国際学会］
Okumura Y,  Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa 

T,  Matsumoto S,  Kondo N,  Hasegawa S,  Nakano T,  
Fukuoka K.  Circulating tumor cell in peripheral blood 

（CTC）and pulmonary venous blood of patients with 
resected primary lung cancer.  45th Annual Meeting 
of the Society of Thoracic Surgeons 2009.1 San 
Francisco

Takuwa T,  Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S.  Genetic 
relationship among, synchoronous multiple lung 
adenocarcinoma,  bronchioloaveolar carcinoma 
and atypical adenomatous hyperplasia.  American 
Associat ion for Cancer Research 100th Annual 
Meeting 2009（AACR2009） 2009.4 Denver

Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Circulating tumor cells（CTCs）and 
endothelial cells（CECs）in primary lung cancer.  
American Society of Clinical Oncology 45th Annual 
Meeting（ASCO2009） 2009.5 Orlando 

Yoneda K,  Tanaka F,  Hashimoto M,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Tsujimura 
T,  Fukuoka K,  Nakano T.  Circulating tumor cells 

（CTCs）and endothelial cells（CECs）in the diagnosis 
of ma l ignant pleura l mesothel ioma（MPM）:a 
single institutional prospective study.  American 
Society of Clinical Oncology 45th Annual Meeting 

（ASCO2009） 2009.5 Orlando
Hashimoto M,  Tanaka F,  Yoneda K,  Takuwa T,  Matsumoto 

S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Tsujimura T,  
Nakano T.  Circulating tumor cells（CTCs）in patients 
who underwent lung resection for lung metastases.  
17th European Conference on General Thoracic 
Surgery（ESTS） 2009.5 Krakow

Yoneda K,  Tanaka F,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Sato A,  Tsujimura T,  
Fukuoka K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating tumor 
cell（CTC）and endothelial cell（CEC）as a diagnostic 
marker in malignant pleural mesothelioma.  7th 
International Symposium on Minimal Residual Cancer 
2009.9 Athens 

Tanaka F,  Yoneda K,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa T,  
Matsumoto S,  Okumura Y,  Tsujimura T,  Fukuoka K,  
Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating tumor cell（CTC）
as a diagnostic marker in primary lung cancer.  7th 
International Symposium on Minimal Residual Cancer 
2009.9 Athens

［全国規模の学会］
多久和輝尚,  田中文啓,  橋本昌樹,  奥村好邦,  近藤展行,  

松本成司,  長谷川誠紀.  遺伝子変異を指標とした肺癌の
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微小胸腔内播種の証明.  第109回日本外科学会定期学術
集会 2009.4 福岡

長谷川誠紀,  田中文啓,  岡田守人,  副島俊典,  辻村亨,  上
紺屋憲彦,  福岡和也,  中野孝司,  山中竹春.  悪性胸膜中
皮腫集学的治療に関する安全性確認試験. （特別講演） 
第26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 北九州

田中文啓.  今後の肺癌術後補助化学療法の展望. （イブニ
ングセミナー）第26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 
北九州

奥村好邦,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  近藤展行,  田中文啓,  
長谷川誠紀,  坪田紀明.  悪性胸膜中皮腫のstagingにつ
いて ―特にN因子の診断について―. （シンポジウム）第
26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 北九州

奥村好邦,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  近藤展行,  田中文啓,  
長谷川誠紀.  どのタイプのステープラーを使いますか ―
気管支断端閉鎖時の耐圧実験より―.  第26回日本呼吸器
外科学会総会 2009.5 北九州

多久和輝尚,  田中文啓,  橋本昌樹,  奥村好邦,  近藤展行,  
長谷川誠紀.  腺癌関連病変同時多発例の遺伝子学的検
討:正確な病期診断のために.  第26回日本呼吸器外科学
会総会 2009.5 北九州

橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好邦,  近藤展行,  田中文啓,  
長谷川誠紀.  肺分画症を合併したScimitar症候群の一手
術例.  第26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 北九州

村上亜紀,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  吉川良
恵,  玉置知子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  悪性中皮腫における
染色体構造異常の検討.  第49回日本呼吸器学会学術講
演会 2009.6 東京

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  安
光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠
紀.  悪性胸膜中皮腫切除例における術前導入化学療法の
検討.  第49回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

栗林康造,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  安
光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠紀,  坪田紀
明.  胸膜肺全摘除術（extrapleural pneumonectomy: 
EPP）を施行した悪性胸膜中皮腫（MPM）症例の再発
形式に関する検討.  第49回日本呼吸器学会学術講演会 
2009.6 東京

田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  福岡和也,  中野孝司.  肺
癌の診断における末梢血液中循環腫瘍細胞の臨床的意
義.  第68回日本癌学会学術総会 2009.10 横浜

［その他の学会］
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,  寺田貴普,  平山倫子,  
中野孝司,  坪田紀明,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好
邦,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  佐藤
鮎子,  辻村亨.  限局型悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日

本肺癌学会関西支部会 2009.2 大阪
村上亜紀,  寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  佐藤鮎
子,  鳥井郁子,  辻村亨.  のう胞形成性脳転移をきたした
悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 
2009.2 大阪

奥村好邦,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  近藤展行,  田中文
啓,  長谷川誠紀,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明.  悪
性胸膜中皮腫の生検方法の選択 ―局麻下胸腔鏡と全麻
VATSの適応―. （パネルディスカッション）第32回日本
呼吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東京

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤.  気道
異物の1症例.  第85回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 
2009.7 大阪

前田晃宏,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好邦,  松本成司,  
近藤展行,  田中文啓,  米田和恵,  長谷川誠紀.  遺伝子解
析により判明した異時性多発扁平上皮肺癌の1例.  第90
回日本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

橋本昌樹,  前田晃宏,  多久和輝尚,  奥村好邦,  松本成
司,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀.  ESS（extended 
surgical staging）が患者の生命予後に寄与した悪性胸
膜中皮腫の1例.  第90回日本肺癌学会関西支部会 2009.7 
大阪

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
脊髄横断症状を呈した悪性胸膜中皮腫の2例.  第90回日
本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中
野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁
子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  肺原発のMucinous（“colloid”）
adenocarcinomaの1切除例.  第90回日本肺癌学会関西支
部会 2009.7 大阪

竹原樹里,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  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,  中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺リンパ脈管筋腫症の一例.  第73回日本呼吸器学会近畿
地方会 2009.7 奈良

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  多久和輝尚,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
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好酸球増多を伴ったLocalized lymphoid hyperplasia の
1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈良

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてT1aと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

福岡和也,  中野孝司,  長谷川誠紀,  辻村亨,  岡田守人,  西
本寛,  関戸好孝,  豊國伸哉,  大槻剛巳.  科学技術振興調
整費研究課題「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」
概要報告.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 
大阪

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝
司.  肺クリプトコッカス症と考えられた一例.  第74回日本
呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
平山倫子,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野

木佳孝,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中野孝
司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔
鏡検査にてT1aと診断した早期悪性胸膜中皮腫の検討. 

（ワークショップ）第16回石綿・中皮腫研究会 2009.10 岐
阜

■その他■
田中文啓.  手術補助療法の最新情報  エビデンスと治療の

実際.  瀬戸学術講演会 2009.1 愛知
長谷川誠紀.  肺機能低下患者の術後管理について.  第16回

三河呼吸器外科研究会 2009.2 三河
前田理沙,  栗林康造,  安光亮洋,  三上浩司,  平山倫子,  寺

田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  福岡和也,  多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  坪田紀明,  辻村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露者に
みられた限局性膿胸の一例.  第31回兵庫呼吸器疾患研
究会 2009.2 神戸

田中文啓.  ここまで進んだ肺癌の治療.  平成21年度市民健
康講座 2009.3 西宮

田中文啓.  分子標的薬の使用について.  Lung Cancer 
Seminar in 姫路 2009.3 姫路

田村邦宣,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝司.  
肺原発Mucinous（“colloid”）adenocarcinomaの一切除例.  

第102回兵庫県肺癌懇話会 2009.3 神戸
長谷川誠紀.  中皮腫の外科治療.  第5回三重肺疾患治療

フォーラム 2009.4 三重
田中文啓.  NSCLCにおけるEGFR遺伝子変異測定の臨床

的意義.  大阪呼吸器最新情報セミナー 2009.6 大阪
長谷川誠紀.  中皮腫臨床試験センターのおける『試験No.01  

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安全性確認試験』の中間報告を
中心に.  第95回日本呼吸器学会東海地方学会セミナー 
2009.6 愛知

長谷川誠紀.  COPD合併肺癌での術前術後チオトロピウム
吸入の有用性.  COPD Forum 札幌会場 2009.7 札幌

田中文啓.  肺癌化学療法の実際.三河地区肺癌カンファラン
ス 2009.7 愛知

田中文啓.  肺がん手術と最新術後補助療法.第8回中信がん
治療セミナー 2009.7 埼玉

田中文啓.  NSCLCとEGFR遺伝子変異検査に関して.  阪神
Lung Cancer Conference 2009.7 尼崎

柴田英輔,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  坪田紀明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  中
井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  ゲフィチニ
ブにて長期生存（約5年6ヶ月）が得られた肺腺癌の一例.  
阪神Lung Cancer Conference 2009.7 尼崎

田中文啓.  非小細胞肺がんの術後補助療法.  肺癌学術講
演会 2009.8 大阪

長谷川誠紀.  COPD合併肺癌での術前術後チオトロピウム
吸入の有用性.  第283回三田市医師会生涯教育研究会 
2009.8 三田

米田和恵.  肺癌とCTC（Circulating Tumor Cells）.  第10
回兵庫がん治療･細胞療法研究会 2009.9 甲子園

田中文啓.  手術補助療法の最新情報.  肺癌術後補助療法
学術講演会 2009.9 北九州

田中文啓.  分子標的治療の最近の知見.  呼吸器外科学術
講演会 2009.9 徳島

長谷川誠紀.  COPD合併肺癌での術前術後チオトロピウム
吸入の有用性.  伊丹市呼吸器学術研究会 2009.10 伊丹

田中文啓.  胸部腫瘍における循環腫瘍細胞.  バイオイン
フォマティクス研究会 2009.10 岡崎

長谷川誠紀.  胸膜中皮腫の診断と治療戦略.  第58回岐阜呼
吸器疾患研究会 2009.10 岐阜

田中文啓.  非小細胞肺癌における葉酸代謝拮抗剤 ―基礎
から臨床まで―.  第47回日本癌治療学会学術集会シア
タースペースセミナー 2009.10 横浜

長谷川誠紀.  呼吸器の手術Update.  西宮市内科医会講演
会 2009.10 西宮

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
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3回阪神呼吸器フォーラム 2009.10 大阪
田中文啓.  非小細胞肺癌の外科的治療戦略～化学療法を

含めて～.  岩手肺癌集学的治療勉強会 2009.11 盛岡

麻酔科学
Anesthesiology

■学術論文■
［総説］
多田羅恒雄.  膠質浸透圧特性に基づいた周術期のハイドロ

キシエチルスターチ製剤の選択  体液動態シミュレーショ
ンによる分析.  人工血液 2009;17:16-28.

［原著］
中尾博之,  上農喜朗,  中川雅史,  石井昇,  川嶋隆久.  救急

現場での気道管理の現状−全国消防本部に対するアン
ケート調査−.  蘇生 2009;28:37-42.

Okano Y,  Kaminoh Y,  Kinoshita M,  Iwaya M,  Tashiro 
C.  Effective usage of inhalation bolus of sevoflurane 
and intravenous bolus of fentanyl for surgery under 
general anesthesia.  Hyogo Ika Daigaku Igakkai 
Zasshi（Acta Med Hyogo） 2009;34:97-100.

中尾博之,  上農喜朗,  中川雅史,  野村岳志,  小澤章子,  真
鍋智子.  豚を用いた輪状甲状膜切開法のトレーニング.  日
本臨床麻酔学会誌 2009;29:848-54.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  開頭脳腫瘍摘出術にお
けるレミフェンタニル投与終了後の血圧変動.  臨床麻酔 
2009;33:1341-3.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  肝癌切除術後鎮痛における
デクスメデトミジン併用持続静注フェンタニルの鎮痛効果
の検討.  臨床麻酔 2009;33:1801-2.

Ueki R,  Tatara T,  Kariya N,  Shimode N,  Tashiro C.  
Comparison of placental transfer of local anesthetics 
in perfusates with different pH values in a human 
cotyledon model.  J Anesth 2009;23:526-9.

Tatara T,  Nagao Y,  Tashiro C.  The effect of duration of 
surgery on fluid balance during abdominal surgery: a 
mathematical model.  Anesth Analg 2009;109:211-6. 

佐竹佳菜子,  西信一,  竹田健太,  飯田容子,  安宅一晃.  デ
スクメデトミジンで鎮静された368症例の検討.  ICUと
CCU 2009;33:497-501.

多田羅恒雄,  大杉聡宏,  井手岳,  山岡樹里,  池本進一郎.  
手術侵襲時における水の動きのシミュレーション.  体液・
代謝管理 2009;25:7-13.

［症例報告］
清水雅子,  舟尾友晴,  長谷一郎,  鳥山澄子,  狩谷伸

享,  浅田章.  脊髄くも膜下麻酔後に転換性障害による
神経症状を呈した１症例.  日本ペインクリニック学会誌 
2009;16:158-60.

Komasawa N,  Atagi K,  Nishi S.  A case of cerebral 
infarction after Heparin administration to pulmonary 

embol i sm.  Masu i to S ose i（Anest h Resus） 
2009;45:71-3.

駒澤伸泰,  植木隆介,  山岡樹里,  多田羅恒雄,  上農喜朗,  
太城力良.  両側多発性ブラ合併の難治性自然気胸に対し
自発呼吸下で分離肺換気用二腔チューブを挿管した1症
例.  日本臨床麻酔学会誌 2009;29:658-61.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一.  脂肪
肉腫生検術の大量輸血後に発症した急性肺障害にシベレ
スタットが有効であった1例.  臨床麻酔 2009;33:605-7.

■学会発表■
［国際学会］
Shimode N,  Dong WH,  Olinto JL,  Caroline BN,  

Talmage DE.  A pharmacokinetic comparison of a 
novel microemulsion and a lipid emulsion formulation 
of propofol.  American Society of Anesthesiologists 
Annual Meeting（ASA 2009） 2009.10 New Orleans

［全国規模の学会］
駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一.  開頭

脳腫瘍摘出術におけるレミフェンタニル投与終了後の早期
循環動態.  第36回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 
大阪

安宅一晃,  嶋岡英輝,  駒澤伸泰,  藤田公彦,  竹田健太,  飯
田容子,  西信一.  敗血症性ショックにおける初期循環管
理としてのＰＭＸの有効性. （シンポジウム）第36回日本
集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪

駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  肝癌切除術後におけるデク
スメデトミジン併用持続静注フェンタニルの有効性の検討.  
日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸

山岡樹里,  駒澤伸泰,  狩谷伸享,  植木隆介,  多田羅恒雄,  
太城力良.  レミフェンタニル麻酔とフェンタニル麻酔間の
術中血糖値の比較 ―脳外科開頭術における検討―.  日
本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸

小濱華子,  狩谷伸享,  多田羅恒雄,  岡野紫,  上農喜朗,  太
城力良.  帝王切開術の脊髄クモ膜下麻酔導入時の低血
圧の予測因子としてのインピーダンス法による細胞外液量
の測定.  日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸 

駒澤伸泰,  狩谷伸享,  植木隆介,  宮川慈子,  多田羅恒雄,  
太城力良.  原発性及び転移性肝癌切除術における止血
機能の変動.  日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神
戸

植木隆介,  狩谷伸享,  大杉聡宏,  下出典子,  多田羅恒雄,  
太城力良.  ヒト胎盤小葉灌流モデルにおけるセボフルラ
ン,  イソフルランの胎盤移行性の検討.  日本麻酔科学会
第56回学術集会 2009.8 神戸

吉田史絵,  粕田承吾,  高橋玄倫,  多田羅恒雄,  木下博之,  
太城力良.  プロポフォールが炎症性サイトカインに及ぼす
影響.  日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸

狩谷伸享,  太城力良.  産科病院に配慮した帝王切開術の麻
酔,  常位胎盤早期剥離. （シンポジウム）日本麻酔科学会
第56回学術集会 2009.8 神戸

［その他の学会］
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駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  食道癌切除術後の呼吸管理
に対して化学放射線療法が与える影響.  第54回日本集中
治療医学会近畿地方会 2009.6 和歌山

駒澤伸泰,  植木隆介,  狩谷伸享,  井谷基,  宮川慈子,  多田
羅恒雄,  太城力良.  分離肺換気により胸膜肺全摘術後の
気管支断端瘻を発見しえた1症例.  第55回日本麻酔科学
会関西地方会 2009.9 大阪

小濱華子,  岡野紫,  駒澤伸泰,  池本進一郎,  植木隆介,  多
田羅恒雄,  太城力良.  感染人工骨頭抜去術中に急性肺
塞栓症により心静止をきたした1症例.  第55回日本麻酔科
学会関西地方会 2009.9 大阪 

藤井あかり.  エコーガイド下腕神経叢ブロックで良好に管理
しえた両側多発性ブラ合併在宅酸素療法患者に対する肘
関節内骨折手術の1症例.  第55回日本麻酔学会関西地方
会 2009.9 大阪 

富田有毅彦.  心臓腫瘍手術におけるTEEの有用性（当院10
例における症例検討）.  第55回日本麻酔学会関西地方会 
2009.9 大阪 

山岡樹里.  帝王切開のクモ膜下フェンタニルの術中鎮痛薬
追加投与への影響.  第55回日本麻酔学会関西地方会 
2009.9 大阪 

山口瑛,  狩谷伸享,  井谷基,  長尾嘉晃,  植木隆介,  多田
羅恒雄,  上農喜朗,  太城力良.  麻酔科術前診察で気管
支拡張症を診断し,  硬膜外併用背髄クモ膜下麻酔で子
宮全摘術を行った1症例.  日本臨床麻酔学会第29回大会 
2009.10 浜松

駒澤伸泰,  植木隆介,  野村肇,  井谷基,  小濱華子,  岡野
紫,  多田羅恒雄,  上農喜朗.  マネキンを用いた心肺蘇生
時の気管挿管デバイスの検討 ―初期臨床研修医を対象
として―.  第5回日本医学シミュレーション学会 2009.10 
浜松 

山本憲康,  駒澤伸泰,  黒田達実,  木下隆,  林孝俊,  吉永和
正,  福田能啓.  AHA ACLSプロバイダーコースの受講意
義～受講者アンケート調査からの検討～.  第5回日本医学
シミュレーション学会総会 2009.10 浜松

上農喜朗,  宮川慈子.  フルスケール患者シミュレータの過
去・現状と未来2009年 −全国の大学を対象としたアン
ケートの結果−.  第5回日本医学シミュレーション学会 
2009.10 浜松

浮田祐司,  狩谷伸享,  藤井あかり,  長尾嘉晃,  井谷基,  下
出典子,  多田羅恒雄,  太城力良,  森山萬秀.  硬膜外刺激
電極留置患者の帝王切開術の麻酔経験.  第113回日本産
科麻酔学会 2009.12 横浜

三馬葵,  狩谷伸享,  小濱華子,  長尾嘉晃,  井谷基,  植木隆
介,  多田羅恒雄,  太城力良.  腎移植後の帝王切開術の麻
酔 −インピーダンス法による細胞外水分量の測定−.  第
113回日本産科麻酔学会 2009.12 横浜 

［研究会・講演会等］
多田羅恒雄.  侵襲時における水の動きのシミュレーション.  
（シンポジウム）第24回体液･代謝管理研究会 2009.1 東
京 

植木隆介.  僧帽弁2009への付着が疑われた左房内腫瘍の
一症例.  第3回武庫川周術期循環管理研究会 2009.2 兵
庫

西将康,  駒澤伸泰,  狩谷伸享,  山岡樹里,  池本進一郎,  植
木隆介,  多田羅恒雄,  太城力良.  開頭脳腫瘍摘出術後
に発生した肺塞栓症の1例.  日本麻酔科学会関西支部症
例検討会 2009.2 大阪

楠山一樹,  植木隆介,  駒澤伸泰,  宮川慈子,  佐竹佳菜子,  
多田羅恒雄,  太城力良,  青木彰.  喘息重積発作に緊張
性気胸を合併した1例.  日本麻酔科学会関西支部症例検
討会 2009.2 大阪

多田羅恒雄.  How to use hydroxyethyl starch during 
perioperative period?.  FRACTA JAPAN 2009 HES 
Volume Therapy 2009.3 東京 

中本志郎,  駒澤伸泰,  植木隆介,  狩谷伸享,  長尾佳奈,  宮
川慈子,  多田羅恒雄,  太城力良.  胸膜肺全摘後の横隔膜
ヘルニア修復術の麻酔経験.  日本麻酔科学会関西支部
症例検討会 2009.5 大阪

助永憲比古,  岡野紫,  駒澤伸泰,  長尾嘉晃,  長尾佳奈,  植
木隆介,  小濱華子,  多田羅恒雄,  太城力良.  急激にDIC
が進行した劇症型潰瘍性大腸炎に対し大腸全摘術を施行
した一例.  日本麻酔科学会関西支部症例検討会 2009.5 
大阪

野村肇,  井谷基,  駒澤伸泰,  植木隆介,  狩谷伸享,  多田羅
恒雄,  太城力良.  狭小気管切開孔のため,  気管切開用分
離肺換気用二腔チューブが挿入不可能であった一症例.  
日本麻酔科学会関西支部症例検討会 2009.11 大阪　

三馬葵,  岡野紫,  大杉聡宏,  長尾嘉晃,  狩谷伸享,  多田羅
恒雄,  太城力良.  麻酔導入後に瞳孔不同を認めた３症例.  
日本麻酔科学会関西支部症例検討会 2009.11 大阪

駒澤伸泰,  植木隆介,  井谷基,  小濱華子,  狩谷伸享,  多田
羅恒雄,  上農喜朗,  太城力良.  深部静脈血栓症の既往
症例に対する当院の周術期二次予防の現状.  第16回肺塞
栓症研究会・学術集会 2009.11 東京

狩谷伸享.  帝王切開術の脊髄クモ膜下麻酔で用いる昇圧
薬.  第26回近畿産科麻酔懇話会 2009.11 大阪 

■その他■
太城力良.  書評  ハイリスク妊婦の産科的・麻酔科的管理.  

臨床麻酔 2009;33:263.
池本進一郎,  上農喜朗.  私の疑問に答えて！サイズの選択は

どうするの？ −文献では大きめサイズが推奨されるが,  臨
床上は小さめがよい.  LiSA 2009;16:764-5.

狩谷伸享,  浅井隆.  私の疑問に答えて！挿入時の体位は？
−種類によって挿入時の最適な頭頸位は違う.  L iSA 
2009;16:765-7.

長尾嘉晃.  私の疑問に答えて！LMAで陽圧換気をするとき
の注意点は？ −換気モードは,  換気量を確実に確保する
にはVCV,  低い気道内圧で必要な換気量を確保するには
PCVを.  LiSA 2009;16:794-5.

太城力良.  緑陰随筆  空気の麻酔作用.  日本医事新報 
2009;4451:65.
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狩谷伸享,  太城力良.  質疑応答.  臨床麻酔 2009;33:877-9.
坂本篤裕,  中馬理一郎,  上農喜朗,  長櫓巧.  日本麻酔科学

会第56回学術集会を語る.  臨床麻酔 2009;33:1623-38.
狩谷伸享.  リドカイン塩酸塩.  麻酔薬および麻酔関連薬使

用ガイドライン.  改訂第3版.  日本麻酔科学会, 2009:131-
3.（http://www.anesth.or.jp/dbps_data/_material_/
localhost/zengenkou.pdf）

歯科口腔外科学
Dentistry and Oral Surgery

■著書■
浦出雅裕.  ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死.  日本口腔

外科学会  編.  一般臨床家,口腔外科医のための外科ハン
ドマニュアル’09.  東京:クインテッセンス出版, 2009:69-77.

岸本裕充,  眞渕敏,  宇都宮明美  著.  呼吸ケアチームの役
割とVAP予防の最新口腔ケア.  東京:オーラルケア, 2009.

浦出雅裕,  香月武,  木村博人,  栗田賢一,  島原政司,  杉
崎正志,  瀬戸晥一,  千葉博茂,  福田仁一  訳.  顎骨壊死
を誘発するビスフォスフォネート経口薬あるいは静注薬.  
Marx RE  原著,  日本口腔外科学会 翻訳監修.  東京:ク
インテッセンス出版, 2009:21-37.

岸本裕充 .  VAP予防における口腔ケアの意義.  宇都宮
明美  編.  気道浄化ケアマニュアル.  東京:学習研究社, 
2009:89-93.

木﨑久美子,  岸本裕充.  口腔ケア  介入の実際.  宇都宮
明美  編.  気道浄化ケアマニュアル.  東京:学習研究社, 
2009:107-10.

大石善也,  岸本裕充.  社）柏歯科医師会が主体となり,  慈
恵医大柏病院・市立柏病院と地域歯科医院との円滑な
連携によるシームレス口腔ケアへの取り組み―歯科を併
設していない病院における口腔ケア連携システムの構築.  
8020推進財団  著.  地域医療の新たなる展開  医科歯科
連携事例集.  東京:8020推進財団, 2009:46-60.

■学術論文■
［総説］
浦出雅裕.  ビスホスホネート治療と顎骨壊死.  Cl in ica l 

Calcium 2009;19:100-8.
長谷川誠実.  非歯原性歯痛治療における歯内療法の役割.  

日本歯科評論 2009;69:121-6.
浦出雅裕.  読んでナットクQ & A「骨粗鬆症の薬（ビスホス

ホネート系製剤）とはどのような薬ですか？」.  デンタルハ
イジーン 2009;29:243-5.

浦出雅裕.  ビスホスホネート製剤と顎骨壊死 ―服薬指導を
含めて―.  日本薬剤師会雑誌  2009;61:999-1002.

岸本裕充.  口内炎を見直す―外用薬の適正な使用のため
に.  臨床皮膚科 2009;63:22-5.

Jimi E,  Takami M,  Hiraga T,  Nakamura I,  Urade 
M ,  Miyamoto Y.  The l ight and dark side of 
bisphosphonates. J Oral Biosci  2009;51:177-87.

浦出雅裕.  糖尿病とビスホスホネート関連顎骨壊死.  Clinical 
Calcium 2009;19:1332-8.

浦出雅裕 .   ビスホスホネート製剤と顎骨壊死.  内科 
2009;104:507-10.

岸本裕充 .  チーム医療としてのオーラルケアのあり方 ―
オーラルケアからオーラルマネジメントへ―.  ICUとCCU 
2009;33:729-34．

塚本敦美,  岸本裕充.  薬剤を主体としたオーラルケア.  ICU
とCCU 2009;33:741-7.

岸本裕充,  大石善也,  永長周一郎,  足立了平.  口腔ケアか
らオーラルマネジメントへ ―医科歯科連携の重要性―.  
日本医事新報 2009;4459:54-8.

長谷川誠実.  エンド難症例,長びく痛み（根尖刺激による痛
みと非歯原性歯痛）.  歯界展望（別冊） 2009:162-7.

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート治療に関連した顎骨壊死の
発症.  Geriatric Medicine 2009;47:1633-7.

［原著］
Adachi N,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Takahashi 

M,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  Yamamura T,  
Motomura H,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Ameno K,  Hishida 
S.  Analysis of the tracheal contents using headspace 
gas chromatography-mass spectrometry to screen for 
accelerant use. Soud Lek 2009;54:2-3.

河田尚子,  木﨑久美子,  森川知昭,  花岡宏美,  蔵下舞,  橋
谷進,  浦出雅裕.  兵庫医科大学病院歯科口腔外科外来
における歯周疾患改善不良因子の検討.  日本歯科衛生学
会雑誌 2009;3:99-102.

Segawa E,  Hashitani S,  Toyohara Y,  Kishimoto H,  
Noguchi K,  Takaoka K,  Urade M.  Inhibitory effect 
of sulindac on DMBA-induced hamster cheek pouch 
carcinogenesis and its derived cell line.  Oncol Rep 
2009;21:869-74.

Sugiyo S,  Uehashi D,  Satoh F,  Abe T,  Yonehara N,  
Kobayashi M,  Takemura M.  Effects of systemic 
bicuculline or morphine on formarin-evoked pain-
related behaviour and c-Fos expression in trigeminal 
nuclei after formalin injection into the lip or tongue in 
rats. Exp Brain Res 2009;196:229-37.

Hasegawa M,  Hada J,  Abe T,  Honda K,  Shimizu A,  
Urade M.  Theophylline attenuates hippocampal blood 
flow responses induced by tooth pulp stimulation in 
rats.  Neurosci Res 2009;65:156-9.

浦出雅裕,  田中徳昭,  嶋田淳,  柴田考典,  古澤清文,  桐田
忠昭,  山本哲也,  池邊哲郎,  北川善政,  倉科憲治,  瀬戸
晥一,  福田仁一.  ビスフォスフォネート投与と関連性があ
ると考えられた顎骨骨髄炎ならびに顎骨壊死30症例に関

　する追跡調査～２年後の現状について～.  日本口腔外科
学会雑誌 2009;55:553-61.

［症例報告］
Kinoshita H,  Motomura H,  Kasuda S,  Nishiguchi 

M,  Matsui K,  Takahashi M,  Ouchi H,  Minami T,  
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Yamamura T,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Adachi N,  Ohta 
T,  Hishida S.  Positive identification facilitated by 
implanted metallic plate and screws.  Soud Lek 
2009;54:16.

Takaoka K,  Noguchi K,  Toyohara Y,  Hiromoto T,  Okui S,  
Sakurai K,  Urade M.  Keratotic basal cell carcinoma 
of the tongue: case report.  Br J Oral Maxillofac Surg 
2009;47:230-2.

Hashitani S,  Sakura i K,  Takaoka K ,  Urade M .  
Metastatic malignant pleural mesothelioma of the 
tongue: report of a case.  Br J Oral Maxillofac Surg 
2009;47:247.

増田智丈,  田中徳昭,  飯田征二,  沢井奈津子,  小倉孝文,  
古郷幹彦.  腐骨化した巨大な骨形成性エプーリスの1例.  
日本口腔外科学会雑誌 2009;55:453-7.

高橋玄倫,  木下博之,  西口美紀,  大内晴美,  南貴子,  松井
清司,  本村浩之,  大津奈央,  吉田史絵,  足立伸行,  森田
将史,  菱田繁,  西尾元.  心筋梗塞後症候群を伴い,  再発
性心筋梗塞で死亡した一剖検例.  法医学の実際と研究 
2009;52:171-5.

浦出雅裕.  顔面及び口腔粘膜の著しい水疱形成.  Dental 
Diamond 2009;34:119-20.

■学会発表■
［全国規模の学会］
橋谷進,  羽原明里,  大山秀樹,  浦出雅裕.  上顎骨に生じ

た黄色肉芽腫の１例.  第63回日本口腔科学会学術集会 
2009.4 浜松

藤井碧,  野口一馬,  森寺邦康,  大山秀樹,  浦出雅裕.  下顎
骨中心性筋上皮癌の１例.  第63回日本口腔科学会学術集
会 2009.4 浜松

髙岡一樹,  大津奈央,  瀬川英美,  頭司雄介,  橋谷進,  野口
一馬,  岸本裕充,  浦出雅裕.  COX-2高発現ヒトKB癌細
胞におけるNOS阻害剤およびCOX-2阻害剤の影響.  第63
回日本口腔科学会学術集会 2009.4 浜松

橋谷進,  木﨑久美子,  大山秀樹.  当院妊婦母親教室参加
者における歯周病に対する意識調査.  第52回春季日本歯
周病学会学術大会 2009.5 岡山

大山秀樹,  小越菜保子,  西村英紀,  山根木康嗣,  橋谷進,  
木﨑久美子.  歯周病病態形成におけるIL-23/IL-17産生
系の関与.  第52回春季日本歯周病学会学術大会 2009.5 
岡山

岸本裕充 .  有病者の口腔ケアレベルを向上させるための
キーワード ―医科-歯科間病診「連携」のためのポイン
ト―. （ランチョンセミナー）第52回春季日本歯周病学会
学術大会 2009.5 岡山

長谷川誠実,  阿部徹也,  木下直人,  本田公亮.  慢性痛を視
野にいれた歯内療法.  第130回日本歯科保存学会2009年
度春季学術大会 2009.6 札幌

木下直人,  本田公亮,  長谷川誠実,  阿部徹也,  藤原正識,  
山村倫世,  藤井碧,  羽原明里,  清水明彦.  簡易検査法に
よるう蝕象牙質中の細菌検査.  第130回日本歯科保存学

会2009年度春季学術大会 2009.6 札幌
阿部徹也,  本田公亮,  山村倫世,  藤原正識,  浦出雅裕,  奥

井森.  三叉神経慢性切断ラットの三叉神経節電気刺激が
誘導する三叉神経感覚核のc-Fos発現.  第22回日本顎関
節学会総会・学術大会 2009.7 東京

山村倫世,  本田公亮,  藤原正識,  阿部徹也,  奥井森,  浦
出雅裕.  早期の関節リウマチが疑われた顎関節炎の１例.  
第22回日本顎関節学会総会・学術大会 2009.7 東京

髙岡一樹,  岸本裕充.  頭蓋骨弁で下顎骨再建を行いインプ
ラント義歯により咬合機能を回復した口底癌の1例.  第39
回日本口腔インプラント学会・学術大会 2009.9 大阪

頭司雄介,  斎藤真子,  吉松有紀,  稲川悠紀,  温川恭至,  江
川長靖,  大野真一,  藤田雅俊,  野口一馬,  浦出雅裕,  清
野透.  不死化ヒト正常舌ケラチノサイト（HTK）を用いた
口腔扁平上皮がんの多段階発がんの機構解析.  第68回日
本癌学会学術総会 2009.10 横浜

浦出雅裕.  ビスホスホネート関連顎骨壊死の治療―保存的
それとも外科的？. （ランチョンセミナー）第54回日本口腔
外科学会総会・学術大会 2009.10 札幌

浦出雅裕,  田中徳昭,  嶋田淳,  柴田考典,  古澤清文,  桐田
忠昭,  山本哲也,  池邊哲郎,  北川善政,  倉科憲治,  瀬戸
晥一,  福田仁一.  ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の全
国調査報告.  第54回日本口腔外科学会総会・学術大会 
2009.10 札幌

頭司雄介,  野口一馬,  廣本孝史,  田中徳昭,  瀬川英美,  大
山秀樹 ,  浦出雅裕.  不死化ヒト正常舌ケラチノサイト 

（HTK）を用いた口腔扁平上皮がんの多段階発がんの
機構解析.  第54回日本口腔外科学会総会・学術大会 
2009.10 札幌

坂本理恵,  野口一馬,  森寺邦康,  本田公亮,  大山秀樹,  浦
出雅裕.  耳下腺に生じた腺房細胞癌の１例.  第54回日本
口腔外科学会総会・学術大会 2009.10 札幌

岸本裕充,  藤井碧,  瀬川英美,  大山秀樹,  野口一馬,  浦出
雅裕.  特異な舌の腫瘤性病変を生じた免疫不全患者の３
例.  第54回日本口腔外科学会総会・学術大会 2009.10 札
幌

木﨑久美子,  橋谷進,  大山秀樹.  外来受診が困難な入院
患者における歯周基本治療の必要性.  第52回秋季日本歯
周病学会学術大会 2009.10 宮崎

長谷川誠実,  秦順一,  阿部徹也,  藤原正識,  本田公亮.  
ラット歯髄刺激後における海馬内アデノシンの脳微小透析
による分析.  第131回日本歯科保存学会 2009年度秋季学
術大会 2009.10 仙台

坂本理恵,  本田公亮,  阿部徹也,  藤原正識,  木下直人,  
長谷川誠実.  エアーアブレイシブ試作器における研削条
件の検討.  第131回日本歯科保存学会2009年度秋季学術
大会 2009.10 仙台

岸本裕充,  野口一馬,  浦出雅裕.  術後肺炎におけるリスク
ファクター. （シンポジウム）第18回日本口腔感染症学会
総会 2009.11 足利

岸本裕充,  田中徳昭,  野口一馬,  森寺邦康,  橋谷進,  浦出
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雅裕.  ビスフォスフォネート注射薬の中止後に腐骨除去術
を施行し顎骨壊死が改善した２例.  第18回日本口腔感染
症学会総会 2009.11 足利

荻澤良治,  橋谷進,  森寺邦康,  野口一馬,  岸本裕充,  浦出
雅裕.  重症歯性感染症患者における急性期治療後の後
方医療機関の必要性.  第18回日本口腔感染症学会総会 
2009.11 足利

河田尚子,  岸本裕充,  花岡宏美,  森寺邦康,  田中徳昭,  橋
谷進,  野口一馬,  浦出雅裕.  食道癌術後肺炎予防のため
の術前オーラルマネジメント（続報）.  第18回日本口腔感
染症学会総会 2009.11 足利

髙岡一樹,  岸本裕充,  瀬川英美,  西岡稔浩,  廣本孝史,  浦
出雅裕.  下顎骨辺縁切除後に対してインプラント治療を
施行した若年女性の下顎歯肉癌の1例.  第13回日本顎顔
面インプラント学会総会・学術大会 2009.12 佐賀

［その他の学会］
藤原沙弥香,  田中徳昭,  野口一馬,  浦出雅裕.  下顎頭に転

移した肝細胞癌の１例.  第27回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会 2009.1 宇都宮

岸本裕充.  重症患者におけるオーラルケアの実際.  第6回日
本クリティカルケア看護学会教育セミナー 2009.1 大阪

河田尚子,  岸本裕充,  吉原哲,  海田勝仁,  中田潤,  小川啓
恭,  浦出雅裕.  短期集中的な専門的口腔管理により歯肉
炎が改善した再生不良性貧血患者の１症例.  第31回日本
造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

長谷川誠実,  浦出雅裕.  歯根膜感覚による知覚麻痺評価の
可能性.  第13回口腔顔面神経機能学会 2009.2 神戸

森寺邦康,  野口一馬,  田中徳昭,  髙岡一樹,  橋谷進,  岸本
裕充,  冨士原将之,  山本聡,  石藏礼一,  浦出雅裕.  当科
における頭頸部癌に対する放射線併用超選択的動注化学
療法の治療成績.  第33回日本頭頸部癌学会 2009.6 札幌

冨士原将之,  山本聡,  土井啓至,  髙田康弘,  石藏礼一,  上
紺屋憲彦,  廣田省三,  森寺邦康,  野口一馬,  寺田友紀.  
頭頸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.  第33回日本頭頸部癌学会 2009.6 札幌

瀬川英美,  橋谷進,  廣本孝史,  大山秀樹,  浦出雅裕.  下顎
埋伏中切歯に発生した歯原性線維腫の1例.  第40回日本
口腔外科学会近畿地方会 2009.6 伊丹

廣本孝史,  野口一馬,  瀬川英美,  大山秀樹,  浦出雅裕.  
13trisomy女児の上下顎に多発した歯肉嚢胞の1例.  第40
回日本口腔外科学会近畿地方会 2009.6 伊丹

橋谷進,  森寺邦康,  髙岡一樹,  奥井森,  本田公亮,  浦出雅
裕.  義歯クラスプによる口腔内刺入の臨床的検討.  第11
回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会 2009.7 札幌

髙岡一樹,  橋谷進,  森寺邦康,  奥井森,  本田公亮,  浦出
雅裕.  プラスチック製机の脚による広範な小児口蓋損傷
の１例.  第11回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会 
2009.7 札幌

花岡宏美,  岸本裕充,  河田尚子,  蔵下舞,  幡中美沙子,  木
﨑久美子,  浦出雅裕.  VAP予防を目的とした口腔ケアの
標準化に向けた提言（海外の動向をふまえて）.  第6回日

本口腔ケア学会総会学術大会 2009.11 宇都宮
岸本裕充.  骨粗鬆症治療薬と顎骨壊死について. （ランチョ

ンセミナー）日本プライマリ・ケア学会第23回近畿地方会 
2009.11 伊丹

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  森寺邦康,  中野芳朗,  玉
置知子,  浦出雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者の
PTCH1変異の解析.  第21回日本口腔科学会近畿地方部
会 2009.11 奈良　

吉川恭平,  森寺邦康,  野口一馬,  廣本孝史,  浦出雅裕.  
超選択的動注化学療法併用放射線療法が奏効した
T4N3M0舌癌の１例.  第21回日本口腔科学会近畿地方部
会 2009.11 奈良

花岡宏美,  岸本裕充,  河田尚子,  蔵下舞,  幡中美沙子,  木
﨑久美子,  浦出雅裕.  VAP予防を目的とした口腔ケアの
標準化に向けた提言（海外の動向をふまえて）.  第6回日
本口腔ケア学会総会学術大会 2009.11 宇都宮

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  中野芳朗,  玉置知子,  浦出
雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者由来の角化囊胞性
歯原性腫瘍細胞に対する不死化の試み.  第46回日本口腔
組織培養学会学術大会 2009.12 東京

頭司雄介,  野口一馬,  藤井碧,  田中徳昭,  瀬川英美,  髙
岡一樹,  橋谷進,  浦出雅裕.  不死化ヒト正常舌ケラチノ
サイト（HTK）を用いた口腔扁平上皮がんの多段階発が
ん機構の解析.  第46 回日本口腔組織培養学会学術大会 
2009.12 東京

［科学研究費等班会議］
野口一馬,  藤井碧,  岸本裕充,  玉置知子,  清野透,  浦出雅

裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者のPTCH1に対する遺
伝子診断と病態モデル作成を目指した角化嚢胞性歯原性
腫瘍の不死化.  厚生労働省科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「Gorlin症候群の病態解明と治療法確立
のための臨床的研究」班会議 2009.12 東京

［研究会・講演会等］
岸本裕充.  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 2009.2 東京
岸本裕充.  知っておきたい！インフェクションコントロール.  

尼崎市歯科医師会学術・医療管理・医療安全対策講演会 
2009.2 尼崎

岸本裕充.  VAP予防のためのオーラルマネジメント.  第７回
人工呼吸器セミナー 2009.2 横浜

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート治療による顎骨壊死の現状.  
（指定講演） 2008年度口腔四学会合同研修会・第31回日
本口腔外科学会教育研修会 2009.2 東京

岸本裕充.  ビスフォスフォネート関連顎骨壊死 ―BP内服患
者への対応―.  兵庫区歯科医師会学術講演会 2009.3 神
戸

岸本裕充.  オーラルマネジメントによる誤嚥性肺炎の予防.  
第５回肺クオリティー研究会 2009.3 大阪

長谷川誠実 .  機能的口腔ケア総論および各論. （招待講
演）日本精神看護技術協会研修会 2009.3 京都

本田公亮,  藤原正識,  浦出雅裕.  調節型軟口蓋挙上床が
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効果的であった重度鼻咽腔閉鎖不全の１例.  第25回兵庫
県歯科医学大会 2009.6 神戸

長谷川誠実 .  歯の中から考える,歯の中から行う口腔ケア.  
（招待講演）第5回阪神地区看護の会 2009.6 西宮

長谷川誠実.  非歯原性歯痛と歯原性歯痛の関係. （教育講
演）第9回日本歯内療法学会西日本支部研修会 2009.7 大
阪

浦出雅裕.  顎骨壊死:病態の理解と対応. （シンポジウム）第
27回日本骨代謝学会学術集会 2009.7 大阪

岸本裕充.  チーム医療・医科歯科連携における問題点と解
決のヒント. （シンポジウム）第22回兵庫県病院歯科医会
総会・学術集会 2009.7 神戸

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート治療による顎骨壊死の現状
2008年度口腔四学会合同研修会. （指定講演）第32回日
本口腔外科学会教育研修会 2009.8 神戸

山村倫世,  本田公亮.  早期の関節リウマチが疑われた顎関
節炎の１例.  兵庫顎関節臨床研究会第１回学術セミナー 
2009.8 神戸

岸本裕充.  歯科口腔外科における感染対策 スタンダードプ
リコーションと抗菌薬予防投与.  第20回日本臨床口腔外
科医会研修会 2009.8 大阪

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート系薬剤およびワーファリン投
与患者への医科・歯科の対応.  香川県保険医協会医科歯
科合同セミナー 2009.9 高松

浦出雅裕. 「ビスホスホネート服用者がインプラントを希望
した時どうするか ―顎骨壊死との関係―」ビスフォスフォ
ネート関連顎骨壊死の臨床病態 ―口腔インプラント治療
との関連を含めて―.  第39回日本口腔インプラント学会学
術大会 2009.9 大阪

岸本裕充.  急性期・慢性期におけるオーラルマネジメント 
―医療連携に向けて―.  歯の健康力推進歯科医師等養
成講習会 2009.9 佐賀

岸本裕充.  人工呼吸器関連肺炎と口腔ケア.  第４回新潟口
腔ケア研究会 2009.9 新潟

岸本裕充.  肺炎予防に貢献できる歯科医療 ―CREATEで
考える―.  川西市歯科医師会学術講演会 2009.10 川西

岸本裕充.  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 2009.10 大阪

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート系薬剤に関連した顎骨壊死
とその対策.  平成21年度骨粗鬆症診診病診連携推進事
業講習会 2009.11 名古屋

長谷川誠実 .   非歯原性歯痛における歯内療法の責任.  
（指定講演）第16回日本歯内療法学会認定医セミナー 
2009.11 東京

岸本裕充.  知っておきたい！ＶＡＰ予防の口腔ケア.  昭和大
学病院VAP予防学習会 2009.11 東京

岸本裕充 .  口腔ケアの標準化の必要性とその阻害要因.  
（シンポジウム）第６回日本口腔ケア学会総会・学術大会 
2009.11 宇都宮

岸本裕充.  最新口腔ケアの鉄則 ～機能回復のための効果
的な口腔ケア～.  チーム医療支援セミナー 2009.12 大阪

長谷川誠実.  歯内療法の本懐. （特別講演）西淀川区歯科
医師会総会 2009.12 大阪

■その他■
岸本裕充.  ビスフォスフォネート製剤服薬の患者さんが歯科

治療を受けるとき.  西宮市薬剤師会学術研修会 2009.1 
西宮

岸本裕充.  オーラルマネジメントによる病診連携の推進.  獨
協医科大学第３回市民公開講座 2009.1 栃木

岸本裕充.  急性期から始めよう！根拠に基づいた効率的な
口腔ケア.  四国中央病院口腔ケア研修会 2009.1 愛媛

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート治療による顎骨壊死の臨床
病態と治療ガイドライン.  山口県医科・歯科合同研修会 
2009.2 山口

岸本裕充.  口腔ケアによる誤嚥性肺炎対策.  第12回鳥取県
中部院内感染防止研究会 2009.2 倉吉

岸本裕充.  病診連携にオーラルマネジメントを.  西宮歯科医
師会・市内病院歯科協議会 2009.2 西宮

岸本裕充.  オーラルマネジメントにおける口腔外科医の役
割.  第19回金沢歯科口腔外科懇話会 2009.2 金沢

長谷川誠実,  中村直美,  片岡智子.  精神疾患患者に対する
機能的口腔ケアの実際.  （ワークショップ）日本精神看護
技術協会研修会 2009.3 京都

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
オーラルケア社看護師のための口腔ケアセミナー 2009.3 
東京

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
オーラルケア社看護師のための口腔ケアセミナー 2009.3 
大阪

Hashitani S.  Re: Allergy to metal caused by materials 
used for intermaxillary fixation: case report.  Br J 
Oral Maxillofac Surg 2009;47:249.

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死―臨床病
態と治療ガイドライン―.  ボノテオ錠新発売記念講演会 
2009.4 堺

浦出雅裕.  健康Ｑ＆Ａ  硬いものをかんで生じた顎関節症.  
毎日新聞 2009.4.7:18.

岸本裕充.  肺炎予防のためのオーラルマネジメント.  城南五
山ケアセミナー 2009.5 東京

岸本裕充.  その「口内炎」にステロイド軟膏の処方は正しい
か？.  第４回てこずる外来皮膚疾患セミナー 2009.6 京都

岸本裕充,  蔵下舞.  急性期から始める！根拠に基づいた口
腔ケアの効果的な進め方  口腔ケア応用編（２）―経口気
管内挿管の場合―.  呼吸器＆循環器ケア 2009;8:98-104.

岸本裕充.  これならできる！かんたん口腔ケア ～肺炎予防
の実際とオーラルマネジメントの理解～.  メディカ出版
オーラルケアセミナー 2009.6 神戸

長谷川誠実.  歯内療法にもう一手. （特別講演）神奈川歯科
大学同窓会西日本支部総会 2009.8 大阪

岸本裕充.  がん患者に対するオーラルマネジメント―何でも
口内炎と診断しない！.  達人ナース 2009;30:53-9.

岸本裕充.  がん患者に対するオーラルマネジメント―放射
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線・抗がん剤による口腔トラブルを少なくするためには.  
達人ナース 2009;30:91-6.

岸本裕充,  山口晴美,  藤本陽子.  手術室看護師が知ってお
きたい口腔の知識①術前訪問を活用するために.  実践手
術看護 2009;2（12）:67-71.

岸本裕充,  山口晴美,  藤本陽子.  手術室看護師が知ってお
きたい口腔の知識②術前訪問におけるアセスメントと手
術室での配慮.  実践手術看護 2009;3（1）:104-9.

田中万由美,  岸本裕充.  口腔ケア,  “1日6回行う”というけれ
ど….  Expert Nurse 2009;25（2）:63-5.

岸本裕充,  宇都宮明美.  人工呼吸器装着患者の口腔ケア,  
本来は“２人で行うべき”だけれど.  Expert Nurse 2009;25

（2）:66-8.
Vollman KM,  岸本裕充.  VAP予防のための口腔ケア  エ

ビデンスに基づく“本当に”有効な取り組み.  Exper t 
Nurse 2009;25（2）:106-10.

岸本裕充,  大石善也  監. （DVD）誤嚥性肺炎の予防にお
ける口腔ケア ～サイレントアスピレーション対策～.  東京:
桜映画社, 2009.

岸本裕充.  これならできる！かんたん口腔ケア～肺炎予防の
実際とオーラルマネジメントの理解～.  メディカ出版オー
ラルケアセミナー 2009.7 東京

岸本裕充.  これならできる！かんたん口腔ケア ～肺炎予防
の実際とオーラルマネジメントの理解～.  メディカ出版
オーラルケアセミナー 2009.7 福岡

岸本裕充,  大石善也  監. （DVD）がん患者をサポートする
口腔ケア.  東京:桜映画社, 2009.　

髙岡一樹.  最新のアメリカインプラント事情−UCLA留学を
終えて−.  近未来オステオインプラント学会大阪支部会講
習会 2009.7 吹田

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
オーラルケア社看護師のための口腔ケアセミナー 2009.8 
大阪

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
オーラルケア社看護師のための口腔ケアセミナー 2009.9 
東京

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死―臨床病
態と治療ガイドライン.  東成区医師会誌東成医ニュース 
2009;452:15-8.

浦出雅裕 .   トレンドビュー「顎骨壊死は予防できる」.  
Nikkei Medical 2009;503:24-5. 

髙岡一樹.  歯科インプラントについて．兵庫医科大学病院市
民健康講座 2009.10 西宮

森寺邦康. 当科における術後感染予防を目的とした抗菌薬
の使用法.　阪神地区病院勤務医会 2009.10 尼崎

岸本裕充.  人工呼吸ケアに必要な基礎知識 ―患者ケアの
ポイントとトラブル対策VAP予防のためのオーラルケア―.  
学研ナーシングセミナー 2009.10 大阪

岸本裕充.  口腔ケアからオーラルマネジメントへ.  第1回大
垣歯科医師会福祉講演会 2009.11 大垣

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死 ―臨床

病態と治療ガイドライン―.  灘区医師会生涯教育・学術講
演会 2009.11 神戸

岸本裕充.  人工呼吸ケアに必要な基礎知識 ―患者ケアの
ポイントとトラブル対策― VAP予防のためのオーラルケ
アー.  学研ナーシングセミナー 2009.11 東京

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死. （質疑応
答）日本医事新報 2009;4425:115-6.

Takahashi M,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Kasuda 
S,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  Yamamura T,  
Motomura H,  Ohta T,  Komeda M,  Aoki Y,  Ohtsu 
N,  Yoshida S,  Adachi N,  Ameno K,  Hishida S.  
Application of energy dispersive X-ray fluorescent 
spectrometry（EDXRF）in drug-related cases.  Leg 
Med（Tokyo） 2009;11（Suppl 1）:S411-2.

胸部腫瘍学
Thoracic Oncology

■著書■
中野孝司.  中皮腫.  日本臨床腫瘍学会  編.  新臨床腫瘍学.  

改訂第2版.  東京:南江堂, 2009:447.
中野孝司.  中皮腫.  「入門腫瘍内科学」編集委員会  編.  

入門腫瘍内科学.  東京:篠原出版新社, 2009:175-6.
中野孝司.  胸膜疾患.  小川聡  総編.  内科学書 2 感染性疾

患  膠原病,  リウマチ性疾患  アレルギー性疾患,  免疫不
全症  呼吸器疾患.  改訂7版.  東京:中山書店, 2009:405-
12．

福岡和也.  がん性胸膜炎の治療はどのようにしたらよいで
すか.  中西洋一  編.  肺がん薬物治療Q&A.  東京:南江
堂, 2009:134-6. 

■学術論文■
［総説］
中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  悪性胸膜中皮腫（びまん性悪

性胸膜中皮腫）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀 
（別冊） 2009:380-4.

中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  胸膜線維性腫瘍（良性限局
型胸膜中皮腫）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀 

（別冊） 2009:398-401.
栗林康造,  中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  間葉性（原発性）

腫瘍  間葉性腫瘍.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨
牀（別冊） 2009:100-5.

福岡和也.  呼吸器症候群Ⅲ,  Solitary f ibrous tumor  
（SFT）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀（別冊） 
2009:452-4.

中野孝司.  悪性中皮腫.  日本臨牀 2009;67（増刊1）:629-
34.

中野孝司.  悪性中皮腫の臨床病態.  Medical Technology 
2009;37:191-5.

中野孝司.  良性アスベスト関連疾患の胸部画像所見は中皮
腫高罹患リスクの指標か？.  肺癌 2009;49:78-82.
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中野孝司,  田村邦宣.  胸膜中皮腫,  胸膜炎を疑うとき.  診
断と治療 2009;97（増刊）:178-86.

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫.  呼吸 2009;28:509-15.
福岡和也.  アリムタ.  腫瘍内科 2009;3:464-9.
福岡和也 .  高齢者進行非小細胞肺癌に対する化学療法.  

兵庫医科大学医学会雑誌 2009;34:41-6.
福岡和也.  悪性胸膜中皮腫治療薬ペメトレキセド.  最新医

学 2009;64:2616-20.
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.  早期悪性胸膜
中皮腫  病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

平島智徳,  福岡和也,  樋田豊明,  河原邦光,  岸本卓巳,  松
村晃秀,  中野喜久雄,  岡田守人,  中野孝司.  可溶型メ
ソテリン関連蛋白（SMRP: Soluble Mesothelin-related 
Peptides）の悪性胸膜中皮腫におけるバイオマーカーとし
ての意義.  肺癌 2009;49:380-5.

田中文啓,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展
行,  奥村好邦,  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,  坪田紀明,  上
紺屋憲彦,  冨士原将之 ,  辻村亨,  長谷川誠紀 ,  中野
孝司.  胸膜中皮腫に対する集学的治療に向けて.  肺癌 
2009;49:392-6. 

福岡和也,  中野孝司.  切除不能例に対する臨床試験.  肺癌 
2009;49:397-402.

田中文啓,  長谷川誠紀,  岡田守人,  山中竹春,  福岡和也,  
副島俊典,  上紺屋憲彦,  井内康輝,  辻村亨,  中野孝司.  
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.  肺癌 2009;49:403-8.

［原著］
Eguchi R,  Ishihara A,  Yamauchi K.  Interaction of 

diethylstilbestrol and ioxynil with transthyretin in 
chicken serum.  Comp Biochem Physiol C Toxicol 
Pharmacol 2008;147:345-50.

Miyaishi A,  Osawa K,  Osawa Y,  Inoue N,  Yoshida 
K,  Kasahara M,  Tsutou A,  Tabuchi Y,  Sakamoto 
K,  Tsubota N,  Takahashi J.  MUTYH Gln324His 
gene polymorphism and genetic susoeptibility for lung 
cancer in a Japanese population.  J Exp Clin Cancer 
Res 2009;28:10.

Yamanaka T,  Tanaka F,  Hasegawa S,  Okada M,  
Soejima T,  Kamikonya N,  Fukuoka K,  Nakano T.  A 
feasibility study of induction pemetrexed plus cisplatin 
fol lowed by extrapleura l pneumonectomy and 
postoperative hemithoracic radiation for malignant 
pleural mesothelioma.  Jpn J Clin Oncol 2009;39:186-8.

Taba t a R ,   Ta b a t a C ,   Te r ad a M ,  Nag a i T.  
Hemophagocytic syndrome in elderly patients with 
underlying autoimmune diseases.  Clin Rheumatol 
2009;28:461-4.

Ohashi R,  Tajima K,  Takahashi F,  Cui R,  Gu 
T,  Shimizu K,  Nishio K,  Fukuoka K,  Nakano T,  

Takahashi K.  Osteopontin modulates malignant 
pleura l mesothel ioma cel l funct ions in v it ro .  
Anticancer Res 2009;29:2205-14.

Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  
Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans -
retinoic acid inhibits tumour growth of malignant 
pleura l mesothel ioma in mice.  Eur Respir J 
2009;34:1159-67.

Nishimura Y,  Miura Y,  Maeda M,  Kumagai N,  
Murakami S,  Hayashi H,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Otsuki T.  Impairment in cytotoxicity and expression 
of NK cel l-act ivat ing receptors on human NK 
cells following exposure to asbestos fibers.  Int J 
Immunopathol Pharmacol 2009;22:579-90.

Tanaka F,  Yoneda K,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Rahman S,  Tsubota N,  
Tsujimura T,  Kuribayashi K,  Fukuoka  K,  Nakano T,  
Hasegawa S.  Circulating tumor cell as a diagnostic 
marker in primary lung cancer.  Clin Cancer Res 
2009;15:6980-6.

福岡和也,  本村文宏,  國頭英夫,  樋田豊明,  中川和彦,  玄
馬顕一,  新海哲,  一瀬幸人,  南部静洋,  中野孝司.  悪性
胸膜中皮腫を対象としたLY231514（ペメトレキセド）とシ
スプラチン併用療法の安全性情報収集のための臨床試
験.  肺癌 2009;49:988-93.

Inagaki-Tachibana E,  Tsukahara T,  Kaji K,  Eguchi R,  
Kanazawa H,  Hayashi H,  Suzuki Y.  Involvement of 
DNA fragmentation of enterocytes in mucosal injury 
to a mouse jejunum incubated in ussing chambers.  
Nagoya J Med Sci 2009;71:11-8.

Eguchi R,  Toné S,  Suzuki A,  Fujimori Y,  Nakano T,  
Kaji K,  Ohta T.  Possible involvement of caspase-6 
and -7 but not caspase-3 in the regulation of hypoxia-
induced apoptosis in tube-forming endothelial cells.  
Exp Cell Res 2009;315:327-35.

［症例報告］
田端理英,  田端千春,  北祥男,  波内俊三,  寺田信,  永井朝

子.  高齢発症SLEが疑われた血球貪食症候群2例の検討.  
日本臨床免疫学会誌 2009;32:116-23.

Azuma N,  Hashimoto M,  Yasumitsu A,  Fukuoka K,  
Yokoyama K,  Sawada H,  Nishioka A,  Sekiguchi  M,  
Kitano M,  Kuroiwa T,  Matsui K,  Sano H.  CMV 
infect ion present ing as a cavitary lung lesion 
in a patient with systemic lupus erythematosus 
receiving immunosuppressive therapy.  Intern Med 
2009;48:2145-9.

■学会発表■
［国際学会］
Okumura Y,  Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa 

T,  Matsumoto S,  Kondo N,  Hasegawa S,  Nakano T,  



144 兵庫医大業績録（2009）

Fukuoka K.  Circulating tumor cell in peripheral blood 
（CTC）and pulmonary venous blood of patients with 
resected primary lung cancer.  45th Annual Meeting 
of the Society of Thoracic Surgeons 2009.1 San 
Francisco

Tanaka F,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Circulating tumor cells（CTCs）and 
endothelial cells（CECs）in primary lung cancer.  
American Society of Clinical Oncology 45th Annual 
Meeting（ASCO2009） 2009.5 Orlando

Hashimoto M,  Tanaka F,  Yoneda K,  Takuwa T,  Matsumoto 
S,  Okumura Y,  Kondo N,  Hasegawa S,  Tsujimura T,  
Nakano T.  Circulating tumor cells（CTCs）in patients 
who underwent lung resection for lung metastases.  
17th European Conference on General Thoracic 
Surgery（ESTS） 2009.5 Krakow

Fukuoka K,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Nakano T.  Can 
soluble mesothelin-related peptide（SMRP）in pleural 
effusion be a useful biomarker for an early diagnosis 
of malignant pleural mesothelioma?.  13th World 
Conference on Lung Cancer 2009.7 San Francisco

Yasumitsu A,  Terada T,  Hirayama N,  Tamura K,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Narrow band imaging in medical 
thoracoscopy; a new technology for the detection 
of early-stage malignant pleural mesothelioma.  13th 
World Conference on Lung Cancer 2009.7 San 
Francisco

Hirayama N,  Eguchi R,  Fujimori Y,  Muramoto M,  Okada 
A,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Tsubota N,  Nakano 
T.  Arsenic trioxide induces apoptosis of human 
malignant mesothelioma cells through induction of 
reactive oxygen species.  13th World Conference on 
Lung Cancer 2009.7 San Francisco

Nakano T,  Fukuoka K,  Kuribayasi K,  Iida S,  Tamura K,  
Tabata C.  Irinotecan in combination with gemcitabine 
as second-l ine chemotherapy in pat ients with 
malignant pleural mesothelioma previously treated 
with pemetrexed-cisplatin regimen: a phase 2 study.  
13th World Conference on Lung Cancer 2009.7 San 
Francisco

Fukuoka K,  Kuribayashi K,  Hirayama N,  Terada T,  
Yasumitsu A,  Murakami A,  Yamada S,  Tamura K,  
Tabata C,  Nakano T.  Evaluation of the safety profiles 
of pemetrexed in combination with cisplatin in 
outpatients with malignant pleural mesothelioma.  14th 
Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 
2009.11 Seoul 

Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Iida S,  Tamura K,  Yamada S,  
Tabata C,  Nakano T.  Irinotecan in combination with 
gemcitabine as 2nd –line chemotherapy in patients 

with malignant pleural mesothelioma previously 
treated with pemetrexed-cisplatin regimen: a phase 
2 study.  14th Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology 2009.11 Seoul 

Tamura K,  Fukuoka K,  Yasumitsu A,  Murakami A,  
Yamada S,  Iida S,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Tsubota 
N,  Nakano T.  Can platelet-derived growth factor 

（PDGF）in pleural effusion be a useful biomarker for 
the diagnosis of malignant pleural mesothelioma?.  14th 
Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 
2009.11 Seoul 

Murakami A,  Fujimori Y,  Yoshikawa Y,  Tamaoki T,  Iida 
S,  Tamura K,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Fukuoka K,  
Nakano T.  Heme oxigenase-1 promotor polymorphism 
is assoc iated with r isk of ma l ignant pleura l 
mesothelioma.  14th Congress of the Asian Pacific 
Society of Respirology 2009.11 Seoul

［全国規模の学会］
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,  寺田貴普,  中野孝
司 .  悪性胸膜中皮腫における胸水中可溶型メソテリン 

（SMRP）の診断マーカーとしての有用性の検討.  第106回
日本内科学会総会・講演会 2009.4 東京

中野孝司.  アスベスト関連疾患の現状と診断・治療法の進
歩. （シンポジウム）第98回日本病理学会総会 2009.5 京
都

長谷川誠紀,  田中文啓,  岡田守人,  副島俊典,  辻村亨,  上
紺屋憲彦,  福岡和也,  中野孝司,  山中竹春.  悪性胸膜中
皮腫集学的治療に関する安全性確認試験. （特別講演）
第26回日本呼吸器外科学会総会 2009.5 北九州 

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,  寺田貴普,  平山倫子,  
三上浩司,  中野孝司,  坪田紀明.  悪性胸膜中皮腫の早
期診断における胸水中可溶型メソテリン（SMRP）の検討.  
第49回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

村上亜紀,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  吉川良
恵,  玉置知子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  悪性中皮腫における
染色体構造異常の検討.  第49回日本呼吸器学会学術講
演会 2009.6 東京

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  安
光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠
紀.  悪性胸膜中皮腫切除例における術前導入化学療法の
検討.  第49回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  中野孝司,  坪田紀明.  悪性胸膜中皮腫での
胸水中PDGF濃度の検討（肺癌胸膜炎との比較）.  第49
回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京
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安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  村
上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  
栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  FDG-PETを用いた悪
性胸膜中皮腫化学療法の抗腫瘍効果評価の試み.  第49
回日本呼吸器学会学術講演会 2009.6 東京

栗林康造,  福岡和也,  三上浩司,  平山倫子,  寺田貴普,  安
光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠紀,  坪田紀
明.  胸膜肺全摘除術（extrapleural pneumonectomy: 
EPP）を施行した悪性胸膜中皮腫（MPM）症例の再発
形式に関する検討.  第49回日本呼吸器学会学術講演会 
2009.6 東京

田村邦宣,  福岡和也,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
栗林康造,  中野孝司.  結核性胸水の血小板由来増殖因子

（platelet-derived growth factor: PDGF）濃度.  第84回
日本結核病学会総会 2009.7 札幌

田端千春,  田端理英,  栗林康造,  中野孝司.  悪性胸膜中
皮腫に対するTGF-beta1/PDGF-BBを介したAll-trans-
retinoic acidの抗腫瘍効果. （ミニシンポジウム）第59回
日本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  福岡和也,  中野孝司.  肺
癌の診断における末梢血液中循環腫瘍細胞の臨床的意
義.  第68回日本癌学会学術総会 2009.10 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司.  悪
性中皮腫細胞株NCI-H2052において亜砒酸により誘導さ
れるアポトーシスのキータンパク質はJNKである.  第68回
日本癌学会学術総会 2009.10 横浜

田端千春,  田端理英,  安光亮洋,  山田秀哉,  栗林康造,  福
岡和也,  中野孝司.  All-trans-retinoic acidによる悪性胸
膜中皮腫に対する抗腫瘍効果.  第68回日本癌学会学術
総会 2009.10 横浜

坪田紀明.  ICGを用いた区域間同定法の臨床治験に対す
る指定発言.  第62回日本胸部外科学会定期学術集会 
2009.10 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  中野孝司.  in vitro血管モデルを用い
たシスプラチンによる血管内皮障害分子機序の解析.  第
82回日本生化学会大会 2009.10 神戸

［その他の学会］
坪田紀明.  術後長年月を経て再び消息を知った呼吸器疾患

の４態.  第18回呼吸器外科医冬季学術集会 2009.2 福島
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,  寺田貴普,  平山倫子,  
中野孝司,  坪田紀明,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好
邦,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  佐藤
鮎子,  辻村亨.  限局型悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日
本肺癌学会関西支部会 2009.2 大阪

村上亜紀,  寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  佐藤鮎
子,  鳥井郁子,  辻村亨.  のう胞形成性脳転移をきたした
悪性胸膜中皮腫の1例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 

2009.2 大阪
安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山

田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  
中野孝司,  坪田紀明,  塚本吉胤,  廣田誠一.  内視鏡的粘
膜切除術にて結腸粘膜への転移が診断された肺腺癌の1
例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 2009.2 大阪

山崎尊久,  栗林康造,  大桑久弥,  三上浩司,  平山倫子,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  
中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  HCG産生原発不明
癌の1剖検例.  第89回日本肺癌学会関西支部会 2009.2 
大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてT1aと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
32回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東京

安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  田村邦宣,  平山倫子,  三
上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯
田慎一郎,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫診断におけるNarrow Band Imaging  

（NBI）を併用した局所麻酔下胸腔鏡の有用性についての
検討.  第32回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2009.5 東
京

奥村好邦,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  近藤展行,  田中文啓,  
長谷川誠紀,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明.  悪性胸
膜中皮腫の生検方法の選択―局麻下胸腔鏡と全麻VATS
の適応―. （パネルディスカッション）第32回日本呼吸器
内視鏡学会学術集会 2009.5 東京

大桑久弥,  栗林康造,  鳥井郁子,  田村邦宣,  田端千春,  福
岡和也,  田中文啓,  辻村亨,  長谷川誠紀,  中野孝司.  び
まん性陰影と結節影とを認めたSjögren症候群 の1例.  第
188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大阪 

三上浩司,  橋本篤徳,  平田淳一,  山田太平,  上田敬博,  大
家宗彦,  小谷譲治.  甲状腺クリーゼに併発した心室頻拍
にアキオダロンが著効した1症例.  第54回日本集中治療医
学会近畿地方会 2009.6 和歌山

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤.  気道
異物の1症例.  第85回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 
2009.7 大阪

福岡和也,  栗林康造,  藤盛好啓,  中野孝司.  当院における
外来化学療法の現況. （シンポジウム）第24回日本肺癌学
会ワークショップ 2009.7 大阪

三上浩司,  栗林康造,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺
田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中野孝
司.  乾性咳嗽を契機として発見された孤立性右肺動脈欠
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損症の1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 
奈良

前田理沙,  安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝
司,  東直人,  橋本尚明,  横山和典,  澤田悠,  佐野統.  空
洞性肺病変を呈したサイトメガロウイルス感染症が疑われ
たSLEの1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 
奈良

竹原樹里,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  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,  中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺リンパ脈管筋腫症の一例.  第73回日本呼吸器学会近畿
地方会 2009.7 奈良

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  多久和輝尚,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
好酸球増多を伴ったLocalized lymphoid hyperplasiaの1
例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈良

小野賀人,  平井豊博,  三嶋理晃,  宮原亮,  東正徳,  福岡和
也.  診断に難渋した胸水の一例.  第73回日本呼吸器学会
近畿地方会 2009.7 奈良

野木佳孝,  竹中雅彦,  松田良信.  気管支内多発性隆起性病
変を伴いびまん性粒状影を認めたサルコイドーシスの1例.  
第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈良

栗林康造,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  中野孝
司,  坪田紀明,  藤盛好啓.  当院における外来化学療法の
現況.  第90回日本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
脊髄横断症状を呈した悪性胸膜中皮腫の2例.  第90回日
本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中
野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁
子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  肺原発のMucinous（“colloid”）
adenocarcinomaの1切除例.  第90回日本肺癌学会関西支
部会 2009.7 大阪

安光亮洋,  栗林康造,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中
野孝司,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺癌との鑑別を要した肺アスペルギルス症の1切除例.  第
189回日本内科学会近畿地方会 2009.9 大阪

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  太田敏郎,  国政和宏,  加

治和彦,  岡村春樹,  中野孝司.  免疫抑制剤FK506は臨
床血中濃度で細胞死を介さずに管腔構造の崩壊を直接誘
導する.  第17回日本血管生物医学会大会 2009.10 東京

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好
啓,  坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対するペメ
トレキセド+シスプラチン併用療法の外来化学療法におけ
る安全性の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東
京

栗林康造,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  
平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜
紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  坪
田紀明,  中野孝司.  CDDP+Pemetrexedによる既治療悪
性胸膜中皮腫に対する2nd-l ine 化学療法としてのCPT-
11+GEM併用療法.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京

田端千春,  平山倫子,  安光亮洋,  山田秀哉,  村上亜紀,  田
村邦宣,  飯田慎一郎,  寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  
中野孝司.  all-trans retinoic acid（ATRA）による悪性
胸膜中皮腫に対する抗腫瘍効果.  第50回日本肺癌学会
総会 2009.11 東京

寺田貴普,  安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三
上浩司,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  藤盛好啓,  中野孝司.  全身化学療法を施行した悪性
胸膜中皮腫における経時的FDG-PETを併用した抗腫瘍
効果評価の試み.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東
京

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてT1aと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

山田秀哉,  福岡和也,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における同時性重複癌の
臨床的検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

村上亜紀,  藤盛好啓,  野木佳孝,  前田理沙,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和
也,  中野孝司,  坪田紀明,  吉川良恵,  玉置知子.  悪性胸
膜中皮腫におけるHeme oxigenase（HO）-1プロモーター
遺伝子多型の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京

飯田慎一郎,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
岡田あすか,  平山倫子,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀
哉,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  藤盛好啓,  坪田紀
明,  中野孝司.  既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセ
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ル+TS-1併用療法の有効性と安全性の検討.  第50回日本
肺癌学会総会 2009.11 東京

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  寺
田貴普,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  藤盛好
啓,  坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫診断におけ
る画像強調観察法を併用した胸腔鏡検査の有用性に関
する検討. （ワークショップ）第50回日本肺癌学会総会 
2009.11 東京

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝
司.  左肺全摘術後17年目に再発を来した腺様嚢胞癌の一
例.  第86回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2009.12 
大阪

福岡和也,  中野孝司,  長谷川誠紀,  辻村亨,  岡田守人,  西
本寛,  関戸好孝,  豊國伸哉,  大槻剛巳.  科学技術振興調
整費研究課題「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」
概要報告.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 
大阪

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝
司.  肺クリプトコッカス症と考えられた一例.  第74回日本
呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

野木佳孝,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  田
端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  肺放線菌症
と考えられた一例.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 
2009.12 大阪

［科学研究費等班会議］
福岡和也,  中野孝司.  早期診断指標の開発および標準的

治療法確立を目的とする臨床試験の実施.  科学技術振興
調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班平成
20年度第4回運営委員会 2009.1 東京

坪田紀明. 肺癌区域切除の実際. （特別講演）平成20年度  
厚生労働省がん研究助成金指定研究「呼吸器悪性腫瘍
に対する標準治療確立のための多施設共同研究」班班会
議 2009.2 東京

福岡和也,  中野孝司.  早期診断指標の開発および標準的
治療法確立を目的とする臨床試験の実施.  科学技術振興
調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班平成
21年度第1回研究委員会 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
坪田紀明.  術者の任務と心得. （特別講演）第11回胸骨正

中経路による肺癌手術懇話会 2009.4 東京
寺田貴普,  栗林康造,  安光亮洋,  平山倫子,  村上亜紀,  山

田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨.  腹膜中皮腫におけるアス
ベスト関連胸膜肺病変の胸部CT画像による検討.  第1回
呼吸機能イメージング研究会学術集会 2009.1 京都

安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山
田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  
坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における経時的
FDG-PETの有用性の検討.  第1回呼吸機能イメージング
研究会学術集会 2009.1 京都

平山倫子,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中野孝
司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔
鏡検査にてT1aと診断した早期悪性胸膜中皮腫の検討.  

（ワークショップ）第16回石綿・中皮腫研究会 2009.10 岐
阜

■その他■
坪田紀明.  気管支鏡と手術. （巻頭言）気管支学 2009;31:125-

6.
中野孝司.  腹膜中皮腫の診断と治療.  第9回新春フォーラム 

2009.1 東京
栗林康造 .  実地臨床における慢性咳嗽の治療について.  

Primary Care Symposium 2009.1 西宮
福岡和也.  悪性中皮腫の診断と内科的治療,  臨床試験の試

み.  平成20年度科学技術振興調整費「アスベスト関連疾
患への総括的取り組み」市民公開講座 2009.2 広島

福岡和也.  アスベストと悪性腫瘍.  平成20年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.2 奈良

前田理沙,  栗林康造,  安光亮洋,  三上浩司,  平山倫子,  寺
田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  福岡和也,  多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  坪田紀明,  辻村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露者に
みられた限局性膿胸の一例.  第31回兵庫呼吸器疾患研
究会 2009.2 神戸 

田村邦宣,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝司.  
肺原発Mucinous（“colloid”）adenocarcinomaの一切除例.  
第102回兵庫県肺癌懇話会 2009.3 神戸

中野孝司.  ホコリと肺の病気の話.  平成20年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.3 名古屋

福岡和也.  肺がんの基礎とがん化学療法.  がん専門薬剤師
研修会 2009.3 西宮

中野孝司.  最近増えてきた呼吸器の病気.  2009年度イン
ターカレッジ西宮 2009.4 西宮

中野孝司.  アスベスト関連疾患の診断と治療.  南あわじ市
臨床談話会 2009.5 南あわじ
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中野孝司.  わが国における胸膜中皮腫の現況.  平成21年度
有限責任中間法人日本・多国間臨床試験機構臨床試験
ワークショップ 2009.6 名古屋

中野孝司.  悪性中皮腫の病態と治療.  第20回奈良県肺癌研
究会 2009.6 奈良

福岡和也.  実地臨床に役立つCOPDの診断と治療.  河内総
合病院第18回開放型シンポジウム 2009.5 東大阪

田端千春.  しのびよる慢性閉塞性肺疾患（COPD）の恐怖！
気がつけばもう戻れない肺年齢.  兵庫県保険医協会第22
回日常診療ガイドライン講演 2009.6 西宮

福岡和也.  当科におけるALM+CDDPの使用経験～ ALM
＋CDDP外来化学療法とクリニカルパス～.  Lillyインター
ネット講演会 2009.7 大阪

田端千春.  しのびよる慢性閉塞性肺疾患（COPD）の恐怖!
～気がつけばもう戻れない肺年齢～.  兵庫県保険医新聞 
2009.7.15:6.

柴田英輔,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  坪田紀明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  中
井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  ゲフィチニ
ブにて長期生存（約5年6ヶ月）が得られた肺腺癌の一例.  
阪神Lung Cancer Conference 2009.7 尼崎

福岡和也.  悪性胸膜中皮腫 ―診断と治療の最前線―.  第
40回地域医療公開講演会・平成21年度第2回地域がん診
療連携拠点病院講演会 2009.8 長崎

福岡和也.  悪性胸膜中皮腫 ―診断と治療の最前線―.  大
阪府立呼吸器・アレルギー医療センター職員研修会「羽曳
野オンコロジー研究会」 2009.9 羽曳野

福岡和也.  呼吸困難,  消化器症状等の身体症状に対する
緩和ケアについて.  がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会（兵庫県・阪神南圏域） 2009.9 西宮

野木佳孝,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  田
端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  肺放線菌症と
考えられた1例.  第12回阪神呼吸器カンファレンス 2009. 
10 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
3回阪神呼吸器フォーラム 2009.10 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  中野孝司.  肺転移で発見された,  原発性
空腸癌の一例.  第104回兵庫県肺癌懇話会 2009.11 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  中野孝司.  左肺全摘術後17年目に再発

を来した腺様嚢胞癌の一例.  第104回兵庫県肺癌懇話会 
2009.11 神戸

福岡和也.  肺癌,  中皮腫治療の新展開.  札幌肺癌学術講
演会 2009.12 札幌

福岡和也.  アスベストによる病気.  平成21年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.12 西宮

腸管病態解析学
Intestinal Inflammation Research

■著書■
松本譽之.  全大腸炎.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  

総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院,  
2009:1631.

松本譽之 .  洗腸.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  総
編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1635.

松本譽之.  大腸アニサキス症.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久
史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:1740.

松本譽之.  大腸炎関連癌.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1740.

松本譽之 .  大腸偽憩室.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1740.

松本譽之.  大腸憩室症.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之 .  大腸血管腫.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之 .  大腸脂肪腫.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之.  大腸重複腸管.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿 総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之.  大腸出血.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之 .  大腸静脈瘤.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1742.

松本譽之.  大腸メラノーシス.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久
史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:1742.

松本譽之.  大腸リンパ管腫.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
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2009:1742.
松本譽之.  大腸リンパ濾胞性ポリポーシス.  伊藤正男,  井

村裕夫,  高久史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  
東京:医学書院, 2009:1742.

松本譽之.  大動脈結腸瘻.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1745.

松本譽之.  多発性リンパ腫性ポリポーシス.  伊藤正男,  井
村裕夫,  高久史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  
東京:医学書院, 2009:1783.

松本譽之 .  窒素過剰便.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1832.

松本譽之 .  中毒性下痢.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1855.

松本譽之.  腸アトニー.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1859.

松本譽之 .  腸炎.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  総
編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1859.

松本譽之.  腸下垂.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  総
編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1863.

松本譽之 .  腸管潰瘍.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1864.

松本譽之 .  内臓下垂.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:2059.

松本譽之.  PEG-ELS.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:2298.

飯室正樹,  松本譽之.  全大腸型の潰瘍性大腸炎に罹患し
た34歳女性.  松末智,  田中清,  本田佳子  編.  ケースで
学ぶ栄養管理の思考プロセス 1 消化管・消化器疾患.  東
京:文光堂, 2009:77-87.

横山陽子,  松本譽之.  顆粒球／リンパ球吸着療法.  白鳥敬
子,  菅野健太郎,  坪内博仁,  日比紀文  編.  消化器研修
ノート.  東京:診断と治療社, 2009:237-9.

戸澤勝之,  松本譽之.  Crohn病.  菅野健太郎,  上西紀夫,  
井廻道夫  編.  消化器疾患最新の治療2009-2010.  東京:
南光堂, 2009:208-12.

■学術論文■
［総説］
樋田信幸,  松本譽之.  癌化サーベイランス.  日本内科学会

雑誌 2009;98:75-81.
吉田幸治,  松本譽之.  クローン病における生物学的製剤の

位置づけ.  Intestine 2009;13:73-82.
内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹末芳生,  冨

田尚裕.  クローン病に合併する小腸癌.  IBD Research 
2009;3:75-80.

加藤恭一,  松本譽之.  機能性便秘 −疾患概念と治療法−.  
成人病と生活習慣病 2009;39:83-7.

飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  低用量アスピリン起因性
大腸傷害の臨床像.  G.I.Research 2009;17:61-6.

川浩介,  松本譽之.  IBSの成因・病態・症状.  消化器の臨床 
2009;12:135-9.

樋田信幸,  松本譽之.  適切な前処置とは.  消化器内視鏡 
2009;21:508-13.

樋田信幸,  松本譽之.  NBIによる潰瘍性大腸炎のサーベイ
ランス.  Intestine 2009;13:283-8.

福永健,  池内浩基,  樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎か
らの大腸癌発生対策としてのアフェレシス.  日本アフェレ
シス学会雑誌 2009;28:149-54.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎の長期経過.  日本消化器病学会
雑誌 2009;106:969-77.
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術適応とタイミング. （ワークショップ）第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡
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ト病,  単純性潰瘍5症例に対するインフリキシマブ治療経
験.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡
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川浩介,  筒井ひろ子,  内山良介,  松本譽之 ,  中西憲司.  
IFN-gammaはPAI-1誘導を介してエンドトキシンショッ
クに貢献する. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総
会・学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］

福永健,  日下剛,  樋田信幸,  吉田幸治,  横山陽子,  戸澤勝
之,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  難
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池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  福田
能啓,  松本譽之.  クローン病症例のインフリキシマブ,  バ
ルーン拡張術を加えた病態別の治療方針. （ワークショッ
プ）第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  中村光宏,  平田晃弘,  松
本譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎における内科的治療と
外科手術適応の変遷 −緊急手術,  死亡症例を中心に−. 

（ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学術集会 
2009.2 東京

大島忠之,  小瀬木順一,  富田寿彦,  金鏞民,  櫻井淳,  林千
鶴子,  田中淳二,  近藤隆,  橋本佳代,  松本譽之,  三輪洋
人.  慢性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運
動量とNK-1受容体. （ワークショップ）第5回日本消化管
学会総会学術集会 2009.2 東京

上小鶴孝二,  福永健,  加藤恭一,  戸澤勝之,  横山陽子,  中
村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  免疫制御性T細胞に注目
した潰瘍性大腸炎患者の病態と予後の相関.  第5回日本
消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

加藤恭一,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  横山陽子,  吉
田幸治,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  出
血型クローン患者におけるインフリキシマブの早期効果.  
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

野上晃司,  樋田信幸,  飯室正樹,  日下剛,  川浩介,  吉
田幸治,  横山陽子,  福永健 ,  中村志郎,  松本譽之 .  
paclitaxel-based regimenによる化学療法中に発症し
た腸炎の2例.  日本消化器病学会近畿支部第90回例会 
2009.2 大阪

林千鶴子,  浅野晴紀,  岡本聡子,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻
井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和
敏,  三輪洋人,  樋田信幸,  松本譽之,  吉田康彦,  王孔
志,  藤元治朗,  西上隆之.  リンパ節転移が認められた
9mm大の大腸カルチノイドの一例.  日本消化器病学会近
畿支部第90回例会 2009.2 大阪

山崎真由子,  戸澤勝之,  野上晃司,  應田義雄,  飯室正樹,  
神野良男,  岡田昌也,  高塚広之,  中村志郎,  松本譽之.  
ダブルバルーン内視鏡で確定診断した小腸原発悪性リン
パ腫の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

奥川卓也,  富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  金鏞
民,  大島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  急激な転
帰をたどった門脈ガス血症と腸管気腫症を呈した壊死性
腸炎の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  應
田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるT
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細胞の存在と役割について. （シンポジウム）第46回日本
消化器免疫学会総会 2009.7 松山

横山陽子,  福永健,  上小鶴孝二,  松本譽之.  高齢者におけ
る八卦急系細胞除去療法（CAP:Leukocytapheresis）:最
適年齢を明らかにする. （シンポジウム）第30回日本アフェ
レシス学会学術大会 2009.9 札幌

福永健,  福田能啓,  松本譽之.  難治性急性期クローン病に
対するアフェレシス治療の可能性. （ワークショップ）第
30回日本アフェレシス学会学術大会 2009.9 札幌　

長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  松
本譽之.  血小板からみたLCAP処理量の検討.  第30回日
本アフェレシス学会総会学術大会 2009.9 札幌

應田義雄,  西上隆之,  松本譽之.  腸結核による慢性炎症か
ら発生したと考えられる早期大腸癌の検討−（UCを背景
とするdysplasiaとの比較）. （パネルディスカッション）第
83回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009.9 京都

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  加
藤恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福
永健,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  腹腔内膿瘍を合
併した気腹症の1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回
例会 2009.9 京都

山崎尊久,  豊島史彦,  富田寿彦,  奥川卓也,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  肺癌治癒切除5年後に空腸に遠隔転
移を来たした1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回例
会 2009.9 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  奥川卓也,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之,  三輪洋人.  Fatty acid amide hydrolase 

（FAAH）遺伝子多型とディスペプシア症状発現との関連.  
第11回日本神経消化器病学会 2009.9 仙台

松本譽之.  クローン病の臨床病態と素因−肉芽腫性疾患と
しての意義. （特別講演）第29回日本サルコイドーシス／
肉芽腫性疾患学会総会 2009.10 宇都宮

樋田信幸,  應田義雄,  松本譽之.  錠剤型腸管洗浄剤による
前処置に影響を与える因子  減量可能な患者の選定に向
けて. （パネルディスカッション）第27回日本大腸検査学
会総会 2009.11 東京 

飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  上部消化管内視鏡検査 
（GIF）では指摘できなかったが,  小腸カプセル内視鏡検
査（CE）にて発見され,  GIFによる止血処置を行った上部
消化管病変の３症例. （シンポジウム）第27回日本大腸検
査学会総会 2009.11 東京

［科学研究費等班会議］
高後裕,  蘆田知史,  松本譽之,  福永健,  松井敏幸,  平井郁

仁,  藤山佳秀,  安藤朗,  日比紀文,  岩男泰,  長沼誠,  渡
辺守.  本邦の炎症性腸疾患患者・家族における炎症性腸
疾患治療薬への意識調査−市民公開講座のアンケートを
通して.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成20年度第2回総会 2009.2 東京

渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  藤谷幹浩,  松本譽之,  中村志
郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  本邦の炎
症性腸疾患患者・家族における炎症性腸疾患治療薬への
意識調査−市民公開講座のアンケートを通して.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総
会 2009.2 東京

松本譽之,  蘆田知史,  鈴木康夫,  伊藤裕章,  緒方晴彦,  日
比紀文,  高後裕.  JTREAT研究の登録状況と今後の研
究計画について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康
夫,  長堀正和,  松井敏幸.  潰瘍性大腸炎治療指針の改
訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康
夫,  長堀正和,  松井敏幸.  クローン病治療指針の改訂案
について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成20年度第2回総会 2009.2 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  中山健夫,  
山口直比古,  日比紀文.  クローン病診療ガイドライン:作
成委員会最終案と公表に向けた修正過程.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総会 
2009.2 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  川浩介,  加藤
恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  應田義雄,  樋田信幸,  飯室
正樹,  中村志郎,  柏村信一郎.  抗TNF-α抗体療法がク
ローン病患者の末梢免疫システムに与える影響 （各個研
究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
20年度第2回総会 2009.2 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20
年度第2回総会 2009.2 東京

工藤進英,  大塚和朗,  浜谷茂治,  伊藤治,  樫田博史,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  黒河聖,  今村哲理,  小林清
典,  佐田美和,  高木承,  樋田信幸,  松本譽之,  水野研一,  
渡辺真,  平田一郎,  渡辺憲治,  渡邉聡明.  炎症性腸疾患
関連腫瘍の拡大内視鏡所見の検討.  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
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障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総会 2009.2 
東京

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  福田能啓,  中村
志郎,  松本譽之.  クローン病直腸切断術の適応基準 ―
直腸切断術症例からみた検討―（各個研究）.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総
会 2009.2 東京

河村由紀,  豊田実,  川島麗,  萩原輝記,  河村裕,  小西文
雄,  斉藤幸夫,  矢島知治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩
三,  土肥多惠子.  潰瘍性大腸炎におけるDNAメチル化を
介した糖鎖合成不全とサイトカイン応答異常の関連（各個
研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成20年度第2回総会 2009.2 東京

吉田優,  大井充,  東健,  服部正平,  福永健,  樋田信幸,  松
本譽之.  炎症性腸疾患における腸内細菌のメタゲノム解
析および質量分析計を用いたメタボリック・フィンガープリ
ンティングの臨床応用に関する研究（各個研究）.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回
総会 2009.2 東京

渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  中村志郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  
国民・患者・一般臨床医に対する啓発活動・広報活動・情
報企画  一般臨床医向け研究成果発表会の開催につい
て.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  富田寿彦,  鈴木康夫,  伊藤裕章,  緒方晴彦,  岡
本晋,  蘆田知史,  前本篤男,  長沼誠,  渡辺守,  長堀正
和,  千葉俊美,  小林清典,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  安
藤貴文,  前田修,  渡辺修,  辻川知之,  仲瀬裕志,  下立雄
一,  那須野正尚,  本谷聡,  長坂光夫,  石黒陽,  佐々木誠
人,  猿田雅之,  高後裕,  日比紀文.  JTREAT研究中間解
析  第４報.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成21年度第1回総会 2009.7 東京

日比紀文,  井上詠,  高山哲朗,  長沼誠,  岡本晋,  本谷聡,  
鈴木康夫,  上野文昭,  松本譽之,  福田能啓,  松井敏幸,  
渡辺守.  クローン病に対する白血球除去療法の有用性 多
施設共同パイロットスタディ計画（各個研究）.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎

症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1回総
会 2009.7 東京

松本譽之,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  安藤
朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康夫,  長堀正和,  
松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  友政剛.  潰瘍性
大腸炎治療指針の改訂案について／クローン病治療指針
の改訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井
敏幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀
文,  中山健夫.  潰瘍性大腸炎診療ガイドラインの改訂計
画．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  中村志郎,  松本
譽之.  手術症例からみた潰瘍性大腸炎に合併する大腸癌
症例の現状（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難
治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す
る調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  横山陽子,  加
藤恭一,  中村志郎,  池内浩基.  急性期クローン病患者に
対するインフリキシマブの末梢免疫システムに与える長期
経過−末梢血制御性T細胞を中心に−（各個研究）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1
回総会 2009.7 東京

河村由紀,  豊田実,  川島麗,  荻原輝記,  河村裕,  小西文雄,  
斉藤幸夫,  矢島知治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩三,  
土肥多惠子.  DNAメチル化異常がもたらす潰瘍性大腸炎
粘膜の糖鎖発現異常（各個研究）.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東
京

［研究会・講演会等］
松本譽之.  IBD研究の最前線 −内科治療−.  第5回日本炎

症性腸疾患研究会 2009.2 東京
松本譽之.  炎症性腸疾患の最近の治療と今後の展望. （教

育講演）平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Aセッ
ション 2009.2 大阪

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  加
藤恭一,  日下剛,  中村志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に
おける末梢血T細胞の存在と役割について.  第12回京都
免疫ワークショップ学術集会 2009.3 京都

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  吉田幸治,  横山陽子,  應田
義雄,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  松本譽之.  事前の
小腸造影で狭窄病変が指摘されずカプセル内視鏡の停留
を来した非特異性多発性小腸潰瘍の２例.  第4回カプセ
ル内視鏡の臨床応用に関する研究会 2009.5 名古屋

河野友彰,  飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  カプセル内視
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鏡が発見の契機となった空腸動静脈奇形（AVM）の1例.  
第2回日本カプセル内視鏡研究会総会・学術集会 2009.7 
東京

松本譽之.  炎症性腸疾患の最近の治療と今後の展望. （教
育講演）平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Aセッ
ション 2009.9 仙台

河野友彰,  吉田幸治,  中村志郎,  松本譽之.  Crohn病の小
腸病変に対するバルーン拡張術の有用性. （シンポジウ
ム）第47回小腸研究会 2009.11 福岡

松本譽之.  炎症性腸疾患の診断と治療，潰瘍性大腸炎・ク
ローン病. （教育講演）第23回日本消化器内視鏡学会近
畿セミナー 2009.12 大阪

■ その他■
樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎長期罹患症例に対する

サーベイランスのための腫瘍性病変内視鏡アトラス. （文
献紹介）Intestine 2009;13:90-1.

松本譽之 .   I B Sによる社会的損失をご存知ですか？.  
Medical Tribune 2009.1.1:52-3.

松本譽之.  ラモセトロン長期投与時の改善効果.  Medical 
Tribune 2009.1.1:46-7.

松本譽之.  ラモセトロン長期投与時の改善効果.  日経メディ
カル 2009;1:128-9.

松本譽之.  クローン病の内科治療と治療オプション. （特別
講演）室蘭クローン病講演会 2009.3 室蘭

松本譽之.  最近のIBD治療と今後の展開.  味の素株式会社
社内講演会 2009.3 東京

松本譽之.  IBD内科治療up to date QOL向上を目指した治
療選択. （特別講演）第21回炎症性腸疾患フォーラム岡
山 2009.3 岡山

松本譽之.  今,  増加している疾患  IBSをめぐる最新情報. 
（特別講演）姫路イリボー錠新発売記念講演会 2009.3 
姫路

松本譽之.  IBD最新治療の現況. （特別講演）なにわインフ
リキシマブミーティング 2009.3 大阪

Oshima T,  Koseki J,  Sakurai J,  Hayashi C,  Tanaka 
J,  Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  NK-1 recepter is involved in the development of 
chronic dyspeptic symptoms in a rat chronic acid 
reflux esophagitis model.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

Tomita T,  Iijima H,  Hashimoto M,  Nishiguchi S,  
Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  Esophageal thickness as a possible marker of 
gastro-Esophageal reflux diseases.  A study using 
abdominal ultrasonography.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

松本譽之.  大腸がんについて.  熟年期の健康いきいき講座 
2009.4 姫路

松本譽之 .  IBD難治例治療における最近の知見.  愛知

IBD/IBSセミナー 2009.4 名古屋
松本譽之.  クローン病治療のup to date 難治例への治療オ

プション.  第1回京都炎症性腸疾患研究会 2009.4 京都
松本譽之.  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3回大腸がん死亡ゼロを目指して 2009.4 
大阪

松本譽之.  ストレス社会に増えるIBS（過敏性腸症候群）の
病態と治療.  兵庫県病院薬剤師会伊丹支部例会 2009.4 
伊丹

松本譽之 .   大腸がん死亡ゼロを目指して.  毎日新聞 
2009.4.30:25.

松本譽之.  クローン病治療のup to date 生物学的製剤の位
置づけ.  Crohn’s Disease Seminar 2009.5 高松

松本譽之.  IBDセンターの開設.  兵庫医科大学病院NEWS 
2009.5:1.

松本譽之 .  潰瘍性大腸炎.  潰瘍性大腸炎社内勉強会 
2009.6 神戸

松本譽之 .  I BD治療の到達点と予防.  第218回木曜会 
2009.6 東京

松本譽之.  クローン病における最新治療の現状と未来.  第6
回千葉IBDアフェレーシス研究会 2009.6 佐倉

松本譽之.  潜在患者が非常に多い下痢型過敏性腸症候群
−病態と治療の最新情報.  Expert Nurse 2009;25:135-8.

松本譽之.  インフリキシマブにより変わったIBD治療の実
態.  第2回Atago IBD Conference 2009.6 東京

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実態.  第11回IBD治療研究会 2009.6 名古屋

松本譽之.  Colitic cancer/dysplasiaの内視鏡診断.  第16回
GI Frontiers Club 2009.7 東京

松本譽之,  小倉由美子  監. （小冊子）クローン病の在宅
成分栄養経管栄養法の実際.  味の素ファルマ株式会社, 
2009.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎の病態と治療 基本から最近の治
療法の進歩まで.  堺市難病支援ネットワーク協議会講演
会 2009.8 堺

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実態.  IBD Clinical Seminar 2009 2009.9 広島

松本譽之.  クローン病治療のup to date 生物学的製剤の位
置づけ.  神奈川クローン病治療研究会 2009.9 横浜

松本譽之.  潰瘍性大腸炎に伴う大腸癌のサーベイランスの
現状と未来.  第16回さくらコロンクラブ 2009.10 大宮

松本譽之.  日本におけるクローン病治療の現状−新たなる
治療指針やガイドラインと共に.  第16回大阪クローン病治
療研究会 2009.10 大阪

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフを用いた胃
貯留・排出能の同時測定  FD患者の運動機能評価.  第51
回くすのき会兵庫消化管病態生理研究会 2009.11 神戸

飯室正樹，河野友彰，日下剛，奥順介，河合幹夫，中村志
郎，松本譽之．当院におけるカプセル内視鏡検査の臨床
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的検討．（症例報告）第36回兵庫県内視鏡治療懇話会　
2009.11　神戸

松本譽之 .  日本におけるより適切なクローン病治療の確
立を目指して  Biologics治療における残された課題と克
服への挑戦.  Japan Rround Table Discussion on IBD 

（JRT2009） 2009.12 東京
松本譽之.  下血を来す疾患の診断と治療  鑑別と治療のポ

イント. （特別講演）下部消化管疾患学術講演会 2009.12 
大阪

松本譽之 .  クローン病・潰瘍性大腸炎の最新治療の現況.  
急激に増えている腸の病気  潰瘍性大腸炎・クローン病市
民公開講座 2009.12 大宮

松本譽之.  炎症性腸疾患の診断と治療  下血を主徴とする
疾患の鑑別を含めて.  伊丹市医師会学術講演会 2009.12 
伊丹

Tozawa K,  Ohda Y,  Matsumoto T,  Hori K,  Nishigami 
T.  Clinical challenges and images in GI.  Colonic 
mucosubmucosal elongated polyp.  Gastroenterology 
2009;136:49,366.

先進糖尿病治療学
Innovative Diabetes Treatment

■学会発表■
［研究会・講演会等］
浜口朋也 .  DPP4阻害薬を用いた新しい糖尿病治療戦略.  

垂水糖尿病地域連携勉強会 2009.12 神戸   
浜口朋也 .  DPP4阻害薬を用いた新しい糖尿病治療戦略.  

河内医師会学術講演会 2009.12 大阪
浜口朋也 .  DPP4阻害薬を用いた新しい糖尿病治療戦略.  

泉佐野泉南医師会学術講演会 2009.12 大阪
矢野雄三 .  CGMSが基礎インスリン処方の確立に有効で

あった罹病歴のきわめて長い1型糖尿病の2症例.  第9回日
本先進糖尿病治療研究会 2009.12 大阪

■その他■
坪井新一,  村上眞,  魚橋武司,  浜口朋也,  大木篤,  土江節

子.  かくれ糖尿病について. （座談会）第8回兵庫県医師
会糖尿病市民公開講座 2009.12 小野
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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■
久保山一敏.  ４ 心肺蘇生ガイドラインの国際的動向.  日本

脳神経外科救急学会  編.  脳神経外科救急基礎コースガ
イドブック.  吹田:メディカ出版, 2009:13-8.

■ 学術論文■
［総説］
宇佐美眞,  三好真琴,  坂木宏衣,  飯塚宣仁,  青山倫子,  秀

野克仁,  渡邉まり,  小谷穣治,  森砂織,  赤池信英,  國場
幸史.  短鎖脂肪酸投与による腸管integrity改善と免疫調
節効果.  小児外科 2008;40;884-8.

上田敬博,  小谷穣治.  急性呼吸不全の管理.  救急・集中治
療 2008;20:1327-32.

小谷穣治 .   重症病態における経腸栄養.  臨床栄養 
2009;114:666-75.

上田敬博,  徳田良,  小谷穣治.  食物依存性運動誘発アナ
フィラキシーの病態,  診断と治療戦略とは？.  救急・集中
治療 2009;21:968-72.

寺嶋真理子,  池内浩基,  小谷穣治.  消化器系疾患  炎症性
腸疾患.  救急医学 2009;33:1352-7.

小谷穣治,  橋本篤徳,  寺嶋真理子,  山田太平,  上田敬
博.  重症救急患者における早期経腸栄養法.  臨床外科 
2009;64:1383-95.

小谷穣治,  橋本篤徳,  上田敬博.  感染症患者における栄養
管理.  感染症 2009;39:32-6.

久保山一敏,  橋本篤徳,  丸川征四郎.  プレホスピタルケア
レベルアップのためのシステム  AED.  Emergency Care 
2009;（新春増刊）:177-82.

柏村信一郎,  平田淳一,  大家宗彦,  岡村春樹,  丸川征四
郎.  感染性ショックの誘導に関わるサイトカイン動態の多
項目解析.  Cytometry Reaserch 2009;19:61-6.

小谷穣治,  橋本篤徳,  尾迫貴章,  蔭山晶子,  木下理恵,  
上田敬博.  栄養管理のプランニングと評価.  救急医学 
2009;33:1751-6.

久保山一敏,  山田太平,  吉永和正.  偶発性低体温症.  内科 
2009;103:1583-8.

［原著］
Usami M,  Kishimoto K,  Ohata A,  Miyoshi M,  Aoyama 

M,  Fueda Y,  Kotani J.  Butyrate and trichostatin 
A attenuate nuclear factor kB act ivat ion and 
tumor necrosis factor α secretion and increase 
prostaglandin E2 secretion in human peripheral blood 
mononuclear cells.  Nutr Res 2008;28:321-8.

Aoyama M,  Kotani J,  Usami M.  Gender difference 
in granulocyte dynamics and apoptosis and the 

role of IL-18 during endotoxin-induced systemic 
inflammation. Shock 2009;32:401-9.

Sasahara Y,  Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Nakano Y,  
Kanazawa N,  Kotani J,  Kawamata S,  Murakami Y,  
Takeuchi K,  Inoue C,  Kitano Y,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Human keratinocytes derived from the bulge 
region of hair follicles are refractory to differentiation.  
Int J Oncol 2009;34:1191-9.

久保山一敏,  吉永和正,  橋本篤徳,  山田太平,  足立克.  平
成20年度地域医療における疾病ならびに医療に関する
研究調査（2）本邦における日常的マスギャザリング医療
体制の研究（第一報）−プロ野球本拠地13球場における
救急・集団災害医療体制の実態調査−.  神緑会学術誌 
2009;25:13-5.

［症例報告］
諸岡孝俊,  吉矢晋一,  樋口喜英,  島博基,  宮脇淳志,  丸川

征四郎,  鶴谷舞,  西岡宗徳.  大学アメリカンフットボール
選手に発生した腎外傷（裂傷）の１例.  関西臨床スポーツ
医・科学研究会誌 2008;18:1-4.

上田敬博,  小谷穣治,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  宮脇
淳志,  足立克,  大家宗彦,  丸川征四郎.  リネゾリド（ザイ
ボックスR）副作用報告:投与による高乳酸血症と投与中止
による低リン血症を合併した１例.  日本外科感染症学会
雑誌 2009;6:343-6.

■学会発表■
［国際学会］
I izuka N,  Shuno K,  Kotani J,  Fudo S,  Aoyama 

M,  Watanabe M,  Maeshige N,  Usami M.  A role 
for IL-18 in acute lung injurty during systemic 
inflammation.  32nd Annual Conference on Shock 
2009.6 San Antonio

Watanabe M,  Aoyama M ,  Shuno K,  I izuka N,  
Maeshige N,  Miyoshi M,  Usami M,  Marukawa 
S,  Kotani J.  The role of IL-18 in fas-expression and 
apoptosis in T-and B-Lymphocytes durint systemic 
inflammation in mice.  32nd Annual Conference on  
Shock 2009.6 San Antonio

Kotani J,  Terashima M,  Ueda T,  Hirata J.  Regulation of 
immune cell function and metabolism with immune 
nutrients and enteral nutrition during systemic 
inflammation. （Invited Speaker）The 43rd World 
Congress of the International Society of Surgery 

（ISW 2009） 2009.9 Adelaide
Morooka T,  Miyawaki A,  Moriyama T,  Yoshiya S,  Kotani 

J.  Reduction method of thoracic spine dislocation 
fracture by partial vertebral body resection.  Trauma 
Care 2009 2009.10 Ulm

Kuboyama K.  Public access defibril lation facts in 
Hyogo prefecture,  Japan. Resuscitation Science 
Symposium2009 2009.11 Orland

Hirata J,  Ohya M,  Ueda T,  Terashima M,  Hashimoto 
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A,  Yamada T,  Miyawaki A,  Kotani J.  Oxidative 
mitochondrial DNA damage is associated with injury 
of respiratory chains,  especially complex Ⅱ during 
sepsis-induced myocardial dysfunction. Resuscitation 
Science Symposium 2009 2009.11 Orland

［全国規模の学会］
秀野克仁,  小谷穣治,  青山倫子,  渡邉まり,  飯塚宣仁,  三

好真琴,  前重伯壮,  宇佐美眞,  丸川征四郎.  Interleukin 
（IL）-18はエンドトキシン（Ext）血症に伴う急性肺損傷の
発症に関与する.  第36回日本集中治療医学会学術集会 
2009.2 大阪

小谷穣治,  寺嶋真理子,  上田敬博,  平田淳一,  橋本篤徳,  
山田太平,  宮脇淳志,  大家宗彦,  久保山一敏,  切田学.  
診断に難渋した劇症型アメーバ性大腸炎の一例.  第64回
日本消化器外科学会総会 2009.7 大阪　

青山倫子,  小谷穣治,  渡邊まり,  飯塚宣仁,  前重伯壮,  三
好真琴,  寺嶋真理子,  平田淳一,  宮脇淳志,  諸岡孝俊,  
宇佐美眞.  エンドトキシン血症下腸管におけるIL-18と
TLR4のmRNA発現の雌雄差.  第37回日本救急医学会総
会・学術集会 2009.10 盛岡

小谷穣治.  初期輸液プロトコルにおける低侵襲モニタリング
の有用性. （ランチョンセミナー）第37回日本救急医学会
総会・学術集会 2009.10 盛岡

渡邊まり,  青山倫子,  秀野克仁,  飯塚宣仁,  前重伯壮,  三
好真琴,  山田太平,  橋本篤徳,  上田敬博,  宇佐美眞,  小
谷穣治.  エンドトキシン血症下のリンパ球Fas発現及びア
ポトーシスにおけるIL-18の役割.  第37回日本救急医学会
総会・学術集会 2009.10 盛岡

小谷穣治,  寺嶋真理子,  平田淳一,  橋本篤徳,  山田太平,  
諸岡孝俊,  上田敬博,  宮脇淳志,  大家宗彦,  久保山一
敏,  切田学.  1995年阪神淡路大震災（地震）と2005年JR
福知山線脱線事故（脱線）における人工臓器医療の経験
から本邦災害医療の進歩を考える. （シンポジウム）第47
回日本人工臓器学会大会 2009.11 新潟

［その他の学会］
上田敬博,  丸川征四郎,  立石順,  川端正明,  増山理,  舛谷

元丸,  大柳光正.  対側からの経皮的血管形成術により治
療し得た右上腕動脈急性閉塞症の１例.  第14回日本心血
管インターベンション学会・第6回日本心血管カテーテル治
療学会近畿合同地方会 2009.2 豊中

久保山一敏,  足立克,  丸川征四郎,  小谷穣治,  吉永和正.  
プロ野球本拠地13球場における救急・集団災害医療体制
の実状−日常的マスギャザリング環境の調査.  第14回日
本集団災害医学会総会 2009.2 神戸　

安井大雅,  久保山一敏,  米田雅洋,  橋本篤徳,  吉永和正,  
丸川征四郎.  異常高血圧を伴ったPosterior Reversible 
Encephalopathy syndrome（PRES）の二自験例.  第12回
日本臨床救急医学会総会・学術集会 2009.6 大阪

三上浩司,  橋本篤徳,  平田淳一,  山田太平,  上田敬博,  大
家宗彦,  小谷穣治.  甲状腺クリーゼに併発した心室頻拍
にアミオダロンが著効した１症例.  第54回日本集中治療医

学会近畿地方会 2009.6 和歌山
平田淳一,  大家宗彦,  橋本篤徳,  山田太平,  上田敬博,  伊

藤眞紀,  諸岡孝俊,  宮脇淳志,  久保山一敏,  小谷穣治.  
敗血症における酸化ストレスをターゲットとした治療戦略
の構築.  日本外科代謝栄養学会第46回学術集会 2009.7 
東京

布施知佐香,  橋本篤徳,  山田太平,  平田淳一,  小谷穣治,  
吉永和正.  インターネット検索によるオコゼ刺傷に対する
応急処置法情報の正確性の検証.  第31回日本中毒学会
総会学術集会 2009.7 東京　

吉永和正,  久保山一敏,  秋冨慎司,  長崎靖,  漆崎智子,  久
保田千景,  立松美穂,  黒川雅代子.  DMORT. （ワーク
ショップ）日本災害看護学会第11回年次大会 2009.8 神
戸. 

松田兼一,  平澤博之,  織田成人,  浅井康文,  石坂彰敏,  遠
藤重厚,  小谷穣治,  坂本照夫,  志馬伸朗,  丹正勝久,  山
口芳裕,  横田裕行.  EPA・GLA及び抗酸化物質を強化し
た新しい経腸栄養剤の敗血症性急性呼吸不全に対する
有用性の検討. （パネルディスカッション）第31回日本臨
床栄養学会総会・第30回日本臨床栄養協会総会第7回大
連合大会 2009.9 神戸

高橋留佳,  小谷穣治,  舛谷元丸,  山田太平,  和田恭直,  矢
吹浩子,  肥塚浩昌,  福田能啓.  重症患者の経腸栄養にお
ける下痢対策. （パネルディスカッション）第31回日本臨
床栄養学会総会・第30回日本臨床栄養協会総会第7回大
連合大会 2009.9 神戸

小谷穣治.  侵襲期の病態と代謝栄養・血糖管理の概論. 
（教育講演）第1回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術
集会 2009.11 西宮

宮脇淳志,  森山徳秀,  井上真一,  山田太平,  諸岡孝俊,  宇
野耕吉,  小谷穣治,  吉矢晋一.  呼吸不全のため心肺停
止を来した症候性側彎の一例.  第43回日本側彎症学会 
2009.11 東京　 

青山倫子,  上田敬博,  渡邊まり,  三好真琴,  山田太平,  橋
本篤徳,  平田淳一,  寺嶋真理子,  宇佐美眞,  小谷穣治.  
救命救急センターでの内因性疾患における生存率の性差
と機序の検討 −マウス骨髄からの好中球動員の性差との
関連について−. （パネルディスカッション）第22回日本外
科感染症学会総会 2009.12 宇部

渡邊まり,  青山倫子,  前川彩香,  川上沙央里,  清酒亜由美,  
上田敬博,  山田太平,  橋本篤徳,  宇佐美眞,  小谷穣治.  
救急患者における血漿遊離DNA量とSOFAスコアとの関
連の検討. （ワークショップ）第22回日本外科感染症学会
総会 2009.12 宇部

［研究会・講演会等］
上田敬博.  ISLS（脳卒中の初期診療）. （教育講演）阪神

地区救急医療研究会 2009.2 西宮　
丸川征四郎.  ガイドライン2010に盛り込みたい新しいテクノ

ロジー. （ランチョンセミナー）I-ReSS国際蘇生科学シン
ポジウム 2009.3 大阪

小谷穣治.  救急の現場から  福知山脱線事故におけるトリ
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アージ.  福山医療センターオープンカンファレンス 2009.6 
福山 

高橋留佳,  小谷穣治,  矢吹浩子,  宮本純子,  塩谷明子,  福
田能啓.  大学病院における栄養剤の固形化法の選択につ
いて考える.  第15回関西PEG・栄養研究会 2009.6 大阪

榎本雄介,  上田敬博,  徳田良,  安岡蘭,  吉岡奈美,  加藤
徹,  平田淳一,  大家宗彦,  小谷穣治.  痩身装置の腹部局
所施術後に重篤なイレウスを来した１例.  第100回近畿救
急医学研究会（日本救急医学会近畿地方会） 2009.7 大
阪

徳田良,  平田淳一,  榎本雄介,  吉岡奈美,  安岡蘭,  橋本篤
徳,  上田敬博,  久保山一敏,  小谷穣治.  出血性ショック
を呈した刺創による外傷性腹部大動脈（A4）損傷（AbⅢ
a型）に対し,  開胸横隔膜直下用手的下行大動脈遮断に
て救命し得た一症例.  第100回近畿救急医学研究会（日
本救急医学会近畿地方会）2009.7 大阪

小谷穣治.  重症病態における栄養管理.  第二回岐阜外傷カ
ンファレンス 2009.8 岐阜

小谷穣治.  急性呼吸不全 −薬物・栄養治療における最近の
知見−.  第9回兵庫医科大学呼吸リハビリテーションセミ
ナー 2009.9 西宮

橋本篤徳.  救急医療における漢方の使用経験.  第２回兵庫
医科大学漢方医学セミナー 2009.9 西宮

小谷穣治.  重症病態における栄養管理:最近のトピックスと
我々の工夫. （特別講演）第４回多摩栄養サポート研究会 
2009.10 神戸

上田敬博. 「PSLS」病院前における脳卒中傷病者の観察処
置. （教育講演）阪神地区救急医療研究会 2009.10 西宮

小谷穣治.  魚油とARDS−その関係は？−. （特別講演）第
3回阪神呼吸器フォーラム 2009.10 大阪

平田淳一,  徳田良,  橋本篤徳,  寺嶋真理子,  宮脇淳志,  小
谷穣治.  外傷性腹部大動脈（AA）刺創（AbⅢa型）にお
ける大動脈血行遮断法の一考 ～開胸下および開腹横隔
膜直下用手的下行大動脈遮断にて救命し得た症例（Ab
Ⅲa）から～.  第１回Acute Care Surgery 研究会学術集
会 2009.10 東京

小谷穣治.  重症病態における栄養管理:最近のトピックスと
我々の工夫.  多摩栄養サポート研究会 2009.10 立川

小谷穣治.  救急の現場から−福知山脱線事故におけるトリ
アージと治療.  伊丹市医師会外科医会 2009.10 伊丹

小谷穣治.  侵襲期の栄養吸収や代謝はどうなっている？ 
～安全で有効な経腸栄養法を知り,  下痢などの合併症を
防ごう～.  平成21年度栄養管理研修会 2009.10 神戸 

Kotani J.  Nutrition support in critically ill surgical 
patients in Japan.  1st Thai Young Surgeon Meeting 
2009.11 Naruto

Kotani J.  Regulation of immune cell function and 
metabolism with immune nutrients and enteral 
nutrition during systemic inflammation.  Critical Care 
Seminar 2009.11 Osaka

小谷穣治.  重症病態における代謝栄養管理 −最近の理

論と実践−. （特別講演）第18回外科はりまの会研究会 
2009.11 姫路

小谷穣治.  救急・災害医療における外科医の役割  JR福知
山線脱線事故を振り返って. （特別講演）第167回兵庫県
全外科医会学術集会 2009.11 尼崎　

上田敬博. 「PSLS」病院前における脳卒中傷病者の観察処
置. （教育講演）阪神地区救急医療研究会 2009.11 西宮

小谷穣治.  臨床に必要な水・電解質,  栄養の知識. （特別
講演）福岡大学病院NST学術集会講演 2009.11 福岡 

青山倫子,  小谷穣治,  宇佐美眞.  エンドトキシン血症下免
疫応答の性差における IL-18 の役割の研究. （奨励賞受
賞）第15回日本エンドトキシン研究会 2009.11 東京　

渡邉まり,  青山倫子,  飯塚宣仁,  三好真琴,  宇佐美眞,  山
田太平,  橋本篤徳,  上田敬博,  小谷穣治.  エンドトキ
シン血症下のリンパ球アポトーシスにおけるInterleukin 

（I L）-18の役割.  第15回日本エンドトキシン研究会 
2009.11 東京

小谷穣治.  重症患者の代謝栄養管理−最近のトピックスと
我々の工夫. （特別講演）第18回兵庫県救急・集中治療
研究会 2009.11 神戸　

西将康,  宮脇淳志,  上田敬博,  諸岡孝俊,  山田太平,  橋本
篤徳,  平田淳一,  寺嶋真理子,  久保山一敏,  小谷穣治.   
創外固定術後に重篤な異型狭心症を発症した骨盤骨折の
１例.  第18回兵庫県救急・集中治療研究会 2009.11 神戸

■その他■
久保山一敏 .  多数傷病者事故におけるトリアージの実際.  

奈良市医師会誌 2008;47:36.
小谷穣治 .  救急の現場から−福知山脱線事故における

トリアージ  多数傷病者の受入れ経験から見た災害医
療訓練の有用性と今後の課題.福山医療センターだより 
2009;2:10-4.　

小谷穣治. （巻頭言）本邦の２大災害を経験して思うこと.  
臨床麻酔 2009;33:1557.

小谷穣治.  特集救急医療体制  わが町は大丈夫!?.  宮っ子 
2009;299:2-5.

小谷穣治.  JR福知山線脱線事故による多数傷病者の受け
入れ経験から見た災害医療訓練の有用性と今後の課題.  
九州歯科大学兵庫県同窓会新年会・学術講演会 2009.2 
福岡 

小谷穣治.  救急医療の現場:福知山脱線事故におけるト
リアージと治療を通して熱く語ります.  社外講師勉強会 
2009.11 尼崎 

小谷穣治.  あれから15年・・・震災を語る.  パネルディスカッ
ション公開収録 2009.12 尼崎 

久保山一敏.  あれから15年・・・震災を語る.  パネルディス
カッション公開収録 2009.12 尼崎
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病院病理部門／病院病理部
Division of Surgical Pathology/

Surgical Pathology

■学術論文■
［総説］
芝一弘,  松本譽之,  廣田誠一.  KITとPDGFRに対する小分

子阻害剤  GISTを中心に.  癌と化学療法 2009;36:1080-5.
梶本仙子,  造住誠孝,  廣田誠一.  GISTの分類とその鑑別

診断・組織図譜.  大腸癌Frontier 2009;2:158-65.
羽尾裕之 .  頸動脈粥状動脈硬化病変の病理 −頸動脈内

膜剥離術で得られた組織から−.  日本血栓止血学会誌 
2009;20:547-50.

羽尾裕之.  平滑筋細胞のフェノタイプと血管病変.  兵庫医
科大学医学会雑誌 2009;34:85-8.

［原著］
Sakurama K,  Naomoto Y,  Ohara T,  Watanabe N,  

Takaoka M,  Nagatsuka H,  Tomono Y,  Tanida 
T,  Noma K,  Tanabe S,  Fujiwara Y,  Motoki T,  
Shirakawa Y,  Yamatsuji T,  Hirota S,  Taguchi T,  
Tanaka N.  Establishment of a lymph node metastasis 
model from subcutaneous tumors of gastrointestinal 
stromal tumor model cells.  Oncol Rep 2009;21:407-11.

Sakurama K,  Noma K,  Takaoka M,  Tomono Y,  
Watanabe N,  Hatakeyama S,  Ohmori O,  Hirota 
S,  Motoki T,  Shirakawa Y,  Yamatsuji T,  Haisa 
M,  Matsuoka J,  Tanaka N,  Naomoto Y.  Inhibition 
of focal adhesion kinase as a potential therapeutic 
strategy for imatinib-resistant gastrointestinal 
stromal tumor.  Mol Cancer Ther 2009;8:127-34.

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Hirota S,  Hida N,  Ohda Y,  
Yoshida K,  Yokoyama Y,  Tozawa K,  Kawa K,  Iimuro 
M,  Nagase K,  Saniabadi AR,  Nakamura S,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The expression profile of functional 
regulatory T cells,  CD4+CD25higt+/forkhead box 
protein 3+,  in patients with ulcerative colitis during 
active and quiescent disease.  Clin Exp Immunol 
2009;156:320-7.

Nishida T,  Takahashi T,  Nishitani A,  Doi T,  Shirao K,  
Komatsu Y,  Nakajima K,  Hirota S; Japanese Study 
Group on GIST.  Sunitinib-resistant gastrointestinal 
stromal tumors harbor cis-mutations in the activation 
loop of the KIT gene.  Int J Clin Oncol 2009;14:143-9.

Kataoka H,  Semma M,  Sakazaki H,  Nakamuro 
K,  Yamamoto T,  Hirota S,  Tazuya-Murayama K,  
Ichikawa A.  Proinflammatory event of ozonized 
olive oil in mice.  Ozone:Science and Engineering 
2009;31:238-46.

Kamo N,  Naomoto Y,  Shirakawa Y,  Yamatsuji 
T,  Hirota S,  Fujiwara Y,  Noma K,  Sakurama K,  
Takaoka M,  Nagatsuka H,  Gunduz M,  Matsuoka 

J,  Tanaka N.  Involvement of focal adhesion kinase 
in the progression and prognosis of gastrointestinal 
stromal tumors.  Hum Pathol 2009;40:1643-9.

Ishikawa T,  Nakai N,  Liu NN,  Shiba K,  Isozaki K,  
Matsuda I,  Ito T,  Fujimoto J,  Hatakeyama K,  Kanda 
T,  Hirota S.  In vivo effect of imatinib on progression 
of cecal GIST-like tumors in exon 17-type c-kit knock-
in mice.  Lab Invest 2009;89:1161-8.

Orlandi A,  Hao H,  Ferlosio A,  Clément S,  Hirota S,  
Spagnoli LG,  Gabbiani G,  Chaponnier C.  Alpha actin 
isoforms expression in human and rat adult cardiac 
conduction system.  Differentiation 2009;77:360-8.

［症例報告］
Masuzawa N,  Kishimoto M,  Nishimura A,  Ichiba N,  

Aoki E,  Yanagibashi K,  Hirota S,  Yanagisawa A.  
Gastric leiomyosarcoma manifesting peculiar findings: 
radiological-pathological carrelation.  Pathol Int 
2009;59:306-11.

Nishi H,  Mitsuno M,  Ryomoto M,  Hao H,  Hirota S,  
Miyamoto Y.  Giant cardiac lipoma in the ventricular 
septum involving the tricuspid valve.  Ann Thorac 
Surg 2009;88:1337-9.

Ryomoto M,  Mitsuno M,  Nishi H,  Fukui S,  Miyamoto 
Y,  Hao H.  Aortic aneurysm due to microscopic 
polyangiitis : a surgical care report.  Ann Thorac 
Surg 2009;88:2031-4.

近藤宣幸,  山田祐介,  邱君,  上田康生,  鈴木透,  新長真由
美,  樋口喜英,  丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  小森慎
二,  廣田誠一,  香山浩二,  島博基.  男性不妊外来で発見
された停留精巣術後発生セミノーマの1例.  泌尿器科紀要 
2009;55:103-6.

藤森貴世子,  都築建三,  竹林宏記,  小野淳一郎,  谷澤隆
邦,  廣田誠一,  松田育雄,  岡秀樹,  阪上雅史.  上顎に発
生したランゲルハンス細胞組織球症の1症例.  耳鼻咽喉
科・頭頸部外科 2009;81:113-7.

岡本紀夫,  大出健太,  上田美子,  足立和己,  松田育雄,  廣
田誠一,  三村治.  胸腺腫の経過観察中に夕焼け状眼底を
呈した1例.  臨床眼科 2009;63:991-5.

 松本成司,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好邦,  近藤展行,  
細井慶太,  閔庚燁,  新長真由美,  廣田誠一,  田中文啓,  
長谷川誠紀.  非喫煙30歳代女性に発生した原発性気管
癌の１切除例.  気管支学 2009;31:95-8.

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,  山本新吾,  山本裕信,  古倉浩次,  新長真
由美,  廣田誠一,  島博基.  膀胱拡大術後37年目に発生し
た膀胱腺癌の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:145-8.

丸山琢雄,  橋本貴彦,  鈴木透,  上田康生,  樋口喜英,  邱
君,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  廣田誠一,  
岡田昌也.  9年後対側に再発した異時性両側精巣悪性リ
ンパ腫の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:639-43.

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  坂井良行,  吉
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川昌平,  山本晃久,  榎本平之,  岩田恵典,  康典利,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  藤元治
朗,  西口修平.  Sonazoid造影超音波による新しい肝癌悪
性度分類法の試み.  肝臓 2009;50:397-9.

［研究報告］
滝野寿,  東恭悟,  梅宮敏文,  鳥居良貴,  徳永英博,  菅原勲,  

小川勝成,  迫欣二.  病理検査部門,  病理検査サーベイ報
告.  日本臨床衛生検査技師会平成20年度日臨技臨床検
査精度管理調査報告書 2009:1-24.

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.  病理検査・細胞検査サーベイ報告.  兵
庫県臨床検査技師会平成20年度（第28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 2009:197-
221.

■学会発表■
［全国規模の学会］
Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Wakabayashi K,  

Matsumoto M,  Akagami T,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  
Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota S,  Masuyama 
T.  Cellular senescence of marcrophages and T 
lymphocytes in degenerative aortic sclerosis.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

廣田誠一.  GIST診療における病理診断とリスク分類の意義.  
（ランチョンセミナー）第98回日本病理学会総会 2009.5 
京都

中井真由美,  造住誠孝,  伊藤敬,  松田育雄,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  廣田誠一.  肺多形癌３例の政権時標本および手
術標本の比較検討について.  第98回日本病理学会総会 
2009.5 京都

造住誠孝,  中井真由美,  伊藤敬,  松田育雄,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  中村有里,  小森慎二,  近藤宣幸,  島博基,  廣田
誠一.  精巣性女性化症候群に発生したセミノーマの１例.  
第98回日本病理学会総会 2009.5 京都

伊藤敬,  造住誠孝,  中井真由美,  松田育雄,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  廣田誠一.  著明な骨髄転移を来した歯肉癌の一
剖検例.  第98回日本病理学会総会 2009.5 京都

松田育雄,  造住誠孝,  中井真由美,  伊藤敬,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  小石健二,  藤原由規,  笹子三津留,  廣田誠一.  
広汎な石灰化を伴う高齢男性の膵 Solid-pseudopapillary 
tumorの１例.  第98回日本病理学会総会 2009.5 京都

塚本吉胤,  中井真由美,  廣田誠一.  胸膜直下リンパ管侵
襲を伴う肺腺癌３例の検討.  第98回日本病理学会総会 
2009.5 京都

羽尾裕之.  頸動脈粥状動脈硬化病変の病理 −頸動脈内膜
剥離術で得られた組織から−. （シンポジウム）第32回日
本血栓止血学会学術集会 2009.6 北九州

岡村義弘,  西川律子,  糸山雅子,  鳥居良貴,  山本格士,  造
住誠孝,  羽尾裕之,  塚本吉胤,  廣田誠一.  カテーテル尿
細胞診におけるTopoisomeraseⅡαの免疫細胞学的検討.  
第50回日本臨床細胞学会総会春期大会 2009.6 東京

村瀬慶子,  伊藤敬,  西藤勝,  一井重利,  王孔志,  三好康雄.  

乳癌リンパ節転移診断における超音波検査とFDG-PET
の比較検討.  第17回日本乳癌学会学術総会 2009.7 東京

廣田誠一.  GISTに対する術後補助療法 ～適切な患者選択
における病理診断の役割～. （ランチョンセミナー）第64
回日本消化器外科学会総会 2009.7 大阪

廣田誠一 .   臨床開発研究に関わる分子病理学の展開
GISTの分子標的治療とその基盤（Prog res s ion o f 
molecular pathology concerning clinical research and 
development molecular target therapy for GIST and 
its basic background）. （シンポジウム）第68回日本癌学
会学術総会 2009.10 横浜

廣田誠一.  GIST治療における病理診断. （ワークショップ）
第47回日本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

辻村亨,  鳥井郁子,  佐藤鮎子,  片岡竜貴,  西上隆之,  山本
格士,  福岡和也,  田中文啓,  長谷川誠紀,  中野孝司.  中
皮腫細胞の形態を科学する  中皮腫細胞診断の現状と問
題点  胸水細胞診から科学する早期中皮腫の病態と細胞
像. （シンポジウム）第48回日本臨床細胞学会秋期大会 
2009.10 福岡

針山良二,  中村純子,  糸山雅子,  鳥居良貴,  岡村義弘,  山
本格士,  中正恵二,  廣田誠一.  筋上皮癌の１例.  第48回
日本臨床細胞学会秋期大会 2009.10 福岡

山本格士,  鳥居良貴,  糸山雅子,  岡村義弘,  針山良二,  塚
本吉胤,  廣田誠一,  鳥井郁子,  辻村亨.  反応性中皮細
胞・悪性中皮腫細胞・腺癌細胞との鑑別に有用な免疫染
色.  第48回日本臨床細胞学会秋期大会 2009.10 福岡

［その他の学会］
竹原樹里,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野

木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  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,  中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺リンパ脈管筋腫症の一例.  第73回日本呼吸器学会近畿
地方会 2009.7 奈良

迫欣二,  滝野寿,  梅宮敏文,  東恭悟,  菅原勲,  鳥居良貴,  
小川勝成,  徳永英博.  顕微鏡写真撮影装置を利用したＨ
Ｅ染色標本切片厚の測定 −共焦点レーザー顕微鏡を用い
た測定値との相関を利用して−.  第58回日本医学検査学
会 2009.7 横浜

滝野寿,  迫欣二,  梅宮敏文,  東恭悟,  菅原勲,  鳥居良貴,  
小川勝成,  徳永英博.  免疫組織化学染色の精度管理現
状報告 −日臨技精度管理アンケートより−.  第58回日本
医学検査学会 2009.7 横浜

内藤由朗,  辻野健,  赤堀宏州,  松本実佳,  大柳光正,  光
野正孝,  宮本裕治,  羽尾裕之,  廣田誠一,  増山理.  非リ
ウマチ性大動脈弁狭窄症弁組織におけるPentraxin-3発
現.  第57回日本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

羽尾裕之,  池田善彦,  河口明人,  由谷親夫,  植田初江.  家
族性高コレステロール血症の動脈硬化・大動脈弁硬化の
病理  家族性高コレステロール血症の治療戦略―LDLア
フェレシス. （シンポジウム）第30回日本アフェレシス学会
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学術大会 2009.9 札幌
廣田誠一.  GIST診療における病理診断とリスク分類. （イブ

ニングセミナー）第94回日本消化器病学会九州支部例会・
第88回日本消化器内視鏡学会九州支部例会  2009.11 熊
本

［研究会・講演会等］
羽尾裕之 .  冠状動脈の動脈硬化病変と薬剤溶出性ステン

ト後の病理.  第37回Osaka Post Graduate Conference 
2009.1 大阪

羽尾裕之.  頸動脈の粥状動脈硬化病変の病理 −頸動脈内
膜剥離術で得られた標本から−.  第6回Japan Thrombosis 
Forums 2009.2 東京

山本格士,  鳥居良貴,  岡村義弘,  糸山雅子,  中村純子,  原
田律子,  塚本吉胤,  廣田誠一,  鳥井郁子,  西上隆之,  辻
村亨.  病理・細胞診スライドカンファレンス.  第7回病理・
細胞診セミナー 2009.2 大阪

廣田誠一.  GIST の病態と診断・治療. （特別講演）第35回
新潟消化器疾患フォーラム 2009.3 新潟

羽尾裕之.  血管病変と血管平滑筋細胞の細胞生物学的特
性.  神戸循環器ミーティング 2009.4 兵庫

羽尾裕之.  肉眼所見から見た冠動脈プラークの病理.  第4
回Trans-Catheter Imaging Forum 2009.5 大阪

羽尾裕之.  DESの病理.  第4回Trans-Catheter Imaging 
Forum 2009.5 大阪

廣田誠一.  大腸GISTの病理診断と分類の問題点. （指定
講演）第71回大腸癌研究会 2009.7 大宮

羽尾裕之.  大動脈弁狭窄症の病理. （特別講演）平成21年
度阪神心臓弁膜症シンポジウム 2009.10 西宮

山本格士,  鳥居良貴,  糸山雅子,  岡村義弘,  塚本吉胤,  廣
田誠一,  鳥井郁子,  辻村亨.  体腔液領域・中皮腫を中心
に −中皮腫の細胞像・組織像−講演.  日本臨床衛生検査
技師会平成21年度検査研究部門研修会（形態検査部門:
細胞検査） 2009.10 西宮

塚本吉胤,  廣田誠一,  夏秋優,  山西清文.  皮疹の出没
を繰り返した皮膚腫瘍の1例.  第16回大阪病理研究会 
2009.11 大阪

中井真由美,  造住誠孝,  羽尾裕之,  廣田誠一.  巨細胞性心
筋炎の一剖検例.  第31回心筋生検研究会 2009.11 大阪

山本格士,  鳥居良貴.  中皮腫症例検討会−体腔液の4症
例−. （ワークショップ）日本肺癌学会第2回中皮腫細胞
診評価ＷＧ会議 2009.12 西宮

■その他■
梅垣英次,  久保田哲朗,  廣田誠一.  GIST診療ガイドライン

をめぐって−実地医家の対応はどうあるべきか−. （対談）
消化管Network 2009;10:2-5.

杉山敏郎,  西田俊朗,  廣田誠一,  澤木明.  GIST治療に
おける分子標的薬スニチニブ登場の意義と使用の実践. 

（座談会）癌の臨床 2009;55:475-83.
山本格士.  婦人科細胞診  頸部・体部の構造と組織像・採

取法.  平成21年度細胞検査士認定試験対策講座細胞検
査士認定試験セミナー 2009.4 大阪

岡村義弘.  婦人科細胞診  婦人科領域のクラス分類（炎症・
異形成）.  平成21年度細胞検査士認定試験対策講座細
胞検査士認定試験セミナー 2009.5 大阪

鳥居良貴.  婦人科細胞診  婦人科領域のクラス分類（上皮
内癌・浸潤癌）.  平成21年度細胞検査士認定試験対策講
座  細胞検査士認定試験セミナー 2009.5 大阪

鳥居良貴.  婦人科細胞診  婦人科（子宮頸部）.  平成21年
度細胞検査士認定試験対策講座細胞検査士認定試験セ
ミナー 2009.5 大阪

山本格士.  婦人科細胞診  子宮体部の構造と組織像・細胞
診.  平成21年度細胞検査士認定試験対策講座細胞検査
士認定試験セミナー 2009.5 大阪

山本格士.  婦人科細胞診  卵巣の組織像・疾患・細胞診. 平
成21年度細胞検査士認定試験対策講座細胞検査士認定
試験セミナー 2009.5 大阪

中村純子.  細胞検査定期講習会（細胞診ジュニアコース）
一次模擬試験（筆記模試①）.  兵庫県臨床検査技師会細
胞検査定期講習会 2009.9 神戸

山本格士.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成21年度
細胞検査士認定試験対策講座細胞検査士認定試験セミ
ナー 2009.9 大阪

山本格士,  鳥居良貴,  糸山雅子,  岡村義弘,  塚本吉胤,  廣
田誠一,  鳥井郁子,  辻村亨.  日常の細胞診業務の向上に
むけて  体腔液領域・中皮腫を中心に−中皮腫の細胞像・
組織像−.  日本臨床衛生検査技師会平成21年度形態検
査部門研修会−細胞検査−テキスト 2009:3-4. 

山本格士.  体腔液領域・中皮腫を中心に −中皮腫の細胞
像・組織像− 顕微鏡実習.  日本臨床衛生検査技師会平
成21年度形態検査部門研修会−細胞検査−顕微鏡実習 
2009.10 西宮

中村純子.  細胞検査定期講習会（細胞診ジュニアコース）
一次模擬試験（筆記模試②）.  兵庫県臨床検査技師会病
理細胞検査研修会 2009.10 神戸

糸山雅子.  乳がんの検査（超音波検査,  細胞診検査）につ
いて −検診へ行こう！～広がるミクロの世界へ～−.  兵
庫県臨床検査技師会乳がん検診促進キャンペーン市民
公開講座 2009.10 神戸

山本格士.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成21年度
細胞検査士認定試験対策講座細胞検査士認定試験セミ
ナー 2009.10 大阪

山本格士.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成21年度
細胞検査士認定試験対策講座細胞検査士認定試験セミ
ナー 2009.11 大阪

鳥居良貴.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成21年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2009.11 神戸

鳥居良貴,  山本格士.  顕微鏡による症例検討会−体腔液
の3例:腺癌・悪性中皮腫・反応性中皮細胞−. （ワーク
ショップ）兵庫県細胞検査士会平成21年度兵庫県細胞
検査士会研修会 2009.12 神戸

廣田誠一.  セッション１.  病理診断,  GIST治療の最前線 
～日常診療の疑問に対するアプローチ～ 2009.12 東京
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輸血学／輸血部
Blood Transfusion/Blood Transfusion

■著書■
甲斐俊朗.  ABO不適合移植と輸血.  豊嶋崇徳  編.  造血幹

細胞移植.  大阪:医薬ジャーナル社, 2009:122-31.　
甲斐俊朗.  血液型と輸血.  小川聡  総編.  内科学書 6 血

液・造血器疾患  神経疾患.  改訂第７版.  東京:中山書店, 
2009:48-55.

■学術論文■
［原著］
池田和真,  長村（井上）登紀子,  甲斐俊朗,  藤井康彦,  田

中朝志,  小崎繁昭,  佐川公矯,  高松純樹,  高橋孝喜,  大
戸斉.  細胞治療に用いる細胞の採取,処理,保管に関する
調査 ―2007年度日本輸血・細胞治療学会と日本臨床衛
生検査技師会による「輸血業務に関する総合的アンケー
ト調査」および全国大学病院輸血部会議輸血副作用ワー
キンググループによるアンケート調査―.  日本輸血細胞治
療学会誌 2009;55:397-404.

Atsuta Y,  Suzuki R,  Nagamura-Inoue T,  Taniguchi 
S,  Takahashi S,  Kai S,  Sakamaki H,  Kouzai Y,  
Kasai M,  Fukuda T,  Azuma H,  Takanashi M,  
Okamoto S,  Tsuchida M,  Kawa K,  Morishima Y,  
Kodera Y,  Kato S: Japan Cord Blood Bank Network.  
Disease-specific analyses of unrelated cord blood 
transplantation compared with unrelated bone 
marrow transplantation in adult patients with acute 
leukemia.  Blood 2009;113:1631-8.

Yazaki M,  Atsuta Y,  Kato K,  Kato S,  Taniguchi 
S,  Takahashi S,  Ogawa H,  Kouzai Y,  Kobayashi T,  
Inoue M,  Kobayashi R,  Nagamura-Inoue T,  Azuma 
H,  Takanashi M,  Kai S,  Nakabayashi M,  Saito H; 
Japan Cord Blood Bank Network.  Incidence and risk 
factors of early bacterial infections after unrelated 
cord blood transplantation.  Biol Blood Marrow 
Transplant 2009;15:439-46.

［研究報告］
甲斐俊朗,  加藤俊一,  熱田由子.  複数臍帯血移植に関す

る研究 ―臨床第II相試験進捗状況―.  厚生労働科学研
究費補助金  免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 

「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」平成20年度総括・分担研究報告書 
2009:29-31．

■学会発表■
［全国規模の学会］
甲斐俊朗.  アフェレシスドナーの安全性. （シンポジウム）

第57回日本輸血・細胞治療学会総会 2009.5 埼玉
玉置広哉,  中田潤,  吉原哲,  海田勝仁,  加藤るり,  谷口裕

紀,  藤岡龍哉,  井上貴之,  佐竹敦志,  藤盛好啓,  甲斐
俊朗,  岡田昌也,  池亀和博,  小川啓恭.  HLA不適合血
縁者移植,  臍帯血移植54例におけるHHV-6血症の解析.  

第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都
［その他の学会］
高梨美乃子,  藤原孝記,  熱田由子,  幸道秀樹,  加藤俊一,  

甲斐俊朗,  佐藤博行,  神前昌敏,  東寛,  小川篤子,  中島
一格.  臍帯血移植におけるHLA抗体の影響.  第31回日本
造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

岡田昌也,  中田潤,  加藤るり,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹
敦志,  吉原哲,  谷口裕紀,  藤岡龍哉,  玉置広哉,  池亀和
博,  藤盛好啓,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  成人骨髄内臍帯血
ミニ移植を施行した3例の検討. （ワークショップ）第31回
日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

荒木延夫,  井本しおん,  馬淵理,  甲斐俊朗,  原宏.  抗
MICA抗体陽性患者の臍帯血移植成績について.  第31回
日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

村松秀城,  長村登紀子,  小島勢二,  吉見礼美,  甲斐俊朗,  
東寛,  加藤剛二,  島田博之.  小児慢性骨髄性白血病に対
する非血縁者間臍帯血の治療移植成績の解析.  第31回日
本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

甲斐俊朗.  臍帯血移植におけるHLA適合性効果. （シンポ
ジウム）第18回日本組織適合性学会大会 2009.9 名古屋

池本純子,  藤田典子,  井上玲子,  伊藤史織,  川岸万佑子,  
谷原知香,  小林珠実,  村田理恵,  前田和宏,  松下恵子,  
郡谷哲男,  国分寺晃,  甲斐俊朗.  臍帯血移植における
細胞評価 ―保存時検査・品質確認検査・解凍後検査の
比較―.  第53回日本輸血・細胞治療学会近畿支部総会 
2009.11 京都

［科学研究費等班会議］
甲斐俊朗.  複数臍帯血移植の進捗状況.  厚生労働科学研

究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 
「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20年度第2回班会議 2009.1 
東京

甲斐俊朗.  複数臍帯血移植の進捗状況.  厚生労働科学研
究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 

「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21年度第１回班会議 2009.6 
名古屋

［研究会・講演会等］
甲斐俊朗.  成人臍帯血移植の疾患別成績 −JCBBNからの

報告を中心に−. （特別講演）第17回近畿臍帯血幹細胞
移植研究会 2009.5 大阪

川岸万佑子.  兵庫さい帯血バンク状況報告.  第17回近畿臍
帯血幹細胞移植研究会 2009.5 大阪

甲斐俊朗.  複数臍帯血移植.  幹細胞治療フォーラム 2009.6 
東京

甲斐俊朗.  臍帯血移植の現況 −成人移植成績を中心に−.  
第6回栃木造血幹細胞移植セミナー 2009.9 栃木
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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■
児玉典彦,  道免和久.  リハビリテーションの受け入れが悪

い人にはどう対処するか？.  上月正博,  高橋哲也  編.  リ
ハビリ診療  トラブルシューティング.  東京:中外医学社, 
2009:165-71.

山崎允.  呼吸筋訓練・呼吸練習.  宇都宮明美  編.  Nursing 
mook53 気道浄化ケアマニュアル.  東京:学習研究社, 
2009:145-51.

髻谷満.  全身持久力トレーニング.  植木純,  千住秀明  編.  
チームのための実践呼吸リハビリテーション.  東京:中山書
店, 2009:115-22.

髻谷満.  メタボリックシンドローム.  奈良勲,  大成浄志,  川
口浩太郎  編.  理学療法士のための運動処方マニュアル.  
東京:文光堂, 2009:59-67.

■学術論文■
［総説］
道免和久.  Constraint-induced movement therapy（CI療

法）.  Clinical Neuroscience 2009;27:1047-50.
［原著］
高橋香代子,  道免和久 ,  佐野恭子,  竹林崇,  蜂須賀研

二,  木村哲彦.  新しい上肢運動機能評価法  日本語版
Motor Activity Logの信頼性と妥当性の検討.  作業療法 
2009;28:628-36.

Oto T,  Kandori Y,  Ohta T,  Domen K,  Koyama T.  
Predicting the chance of weaning dysphagic stroke 
pat ients from entera l nutrit ion: a mult ivariate 
logistic modelling study.  Eur J Phys Rehabil Med 
2009;45:355-62.

新井秀宜,  島田眞一,  道免和久,  内山侑紀,  石野真輔,  福
田能啓.  慢性期クモ膜下出血例に対するリハビリテーショ
ンの有用性  発症後6ヶ月を超えた症例の検討.  リハビリ
テーション科診療近畿地方会誌 2009;1:4-8.

勝谷将史,  白銀暁,  吉田直樹,  川場康智,  道免和久.  回復
期リハビリテーションにおける医師・理学療法士間の脳卒
中下肢装具に対する意識調査.  リハビリテーション科診
療近畿地方会誌 2009;1:9-14.

Koganemaru S,  Mima T,  Nakatsuka M,  Ueki Y,  
Fukuyama H,  Domen K.  Human motor associative 
plasticity induced by paired bihemispheric stimulation.  
J Physiol 2009;587:4629-44.

関川清一,  髻谷満,  野島秀樹,  渡邉浩,  山根公則,  高橋
真,  稲水惇,  大成浄志,  河野修興.  2型糖尿病患者に対
する運動指導が行動変容に及ぼす効果.  理学療法科学 
2009;24:587-92.

森下慎一郎,  島田眞一,  眞渕敏,  田中隆史,  梶原和久,  若
杉樹史,  児玉典彦,  海田勝仁,  小川啓恭,  道免和久.  造
血幹細胞移植患者に対する無菌室内での運動療法の安

全性について.  臨床理学療法研究 2009;26:35-8.
森下慎一郎,  島田眞一,  眞渕敏,  田中隆史,  梶原和久,  

児玉典彦,  海田勝仁,  小川啓恭,  道免和久.  造血幹
細胞移植患者の移植前後の身体機能に関する研究 ～
無菌室内における運動療法の有用性～.  理学療法学 
2009;36:120-6.

竹林崇,  島田眞一,  花田恵介,  髻谷満,  児玉典彦,  道免和
久.  Constraint-induced movement therapy（CI療法）
後の長期経過 ―CI療法施行後のWMFTとSTEFの結果
より―.  作業療法ジャーナル 2009;43:1433-40.

［症例報告］
内山侑紀,  島田眞一,  道免和久,  新井秀宜,  石野真輔,  福

田能啓.  回復期リハビリテーション終了後の継続治療によ
り自立歩行に至った脳卒中の一例.  リハビリテーション科
診療近畿地方会誌 2009;1:31-5.

■学会発表■
［国際学会］
Domen K,  Kodama N,  Hosomi M,  Takebayashi T,  Hanada 

K,  Yamaguchi Y,  Okawa N,  Furusho J,  Kikuchi T.  
Hybrid constraint-induced movement therapy using 
robotics.  Progress in Motor Control 2009 2009.7 
Malseille

Koganemaru S,  Mima T,  Hamdoon MN,  Fukuyama H,  
Domen K.  Functional recovery of upper limb using 
high-frequency rTMS combined with focal extensor 
training in chronic stroke.  The 39th Annual Meeting 
of the Society for Neuroscience（Neuroscience 2009） 
2009.10 Chicago

［全国規模の学会］
井谷祐介,  笹沼直樹,  山内真哉,  眞渕敏,  高橋敬子,  峠田

和子,  高橋哲也,  大柳光正,  道免和久.  循環器疾患によ
る心肺停止蘇生後患者に対する心臓リハビリテーション
チームの取り組み.  第73回日本循環器学会総会・学術集
会 2009.3 大阪

新井秀宜,  石野真輔,  島田眞一,  奥野太嗣,  児玉典彦,  道
免和久.  慢性期脳卒中に対するリハビリテーションの有用
性  回復期超え症例の検討.  第34回日本脳卒中学会総会 
2009.3 松江

小金丸聡子,  美馬達哉,  福山秀直,  道免和久.  両側半球間
対刺激によるヒト運動野の可塑性誘導.  第46回日本リハ
ビリテーション医学会学術集会 2009.6 静岡

田中奈央子,  寺山修史,  島田憲二,  兼松まどか,  道免和久.  
回復期病棟入院中に発症した急性胆嚢炎.  第46回日本リ
ハビリテーション医学会学術集会 2009.6 静岡

中島誠爾,  細見雅史,  児玉典彦,  島田眞一,  道免和久.  二
分脊椎症患児フォローアップにおけるリハビリテーション
科の関わりの重要性について.  第46回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 2009.6 静岡

細見雅史,  児玉典彦,  田﨑智子,  中島誠爾,  島田眞一,  松
本憲二,  竹林崇,  山下妙子,  上杉太一,  道免和久.  多施
設多数例におけるＣＩ療法の効果の検討.  第46回日本リ
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ハビリテーション医学会学術集会 2009.6 静岡
勝谷将史,  松本憲二,  當山まゆみ,  寺山修史,  相良亜木子,  

白銀暁,  吉田直樹,  道免和久.  回復期リハビリテーショ
ンにおける脳卒中下肢装具の使用に関する医師・理学療
法士間の認識調査.  第46回日本リハビリテーション医学
会学術集会 2009.6 静岡

道免和久,  斉藤淳,  勝谷将司,  髻谷満,  吉田直樹,  白銀暁,  
佐藤健一,  松本憲二,  児玉典彦,  坂本知三郎.  ICT技術
を利用したリハビリテーション医育成のためのウェッブカ
ンファレンスの有用性.  第46回日本リハビリテーション医
学会学術集会 2009.6 静岡

寺山修史,  兼松まどか,  島田憲二,  道免和久.  効率のよい
リハビリテーションのために（回復期病棟におけるリハビ
リテーション変更をもとに）―第2報―.  第46回日本リハ
ビリテーション医学会学術集会 2009.6 静岡

石野真輔,  新井秀宜,  島田眞一,  奥野太嗣,  児玉典彦,  道
免和久.  慢性期脳卒中に対するリハビリテーションの有用
性について回復期超え症例の検討.  第46回日本リハビリ
テーション医学会学術集会 2009.6 静岡

［その他の学会］
新井秀宜,  石野真輔,  島田眞一,  奥野太嗣,  児玉典彦,  道

免和久.  慢性期脳卒中に対するリハビリテーションの有
用性―回復期超え症例の検討.  第26回日本リハビリテー
ション医学会近畿地方会学術集会 2009.2 橿原

山本純子,  松本憲二,  太田利夫,  道免和久.  下肢装具処方
の移動機能向上に及ぼす影響の検討.  第26回日本リハビ
リテーション医学会近畿地方会 2009.2 橿原

奥野太嗣,  新井秀宜,  石野真輔,  島田眞一,  児玉典彦,  
道免和久 .  再発後1年以上かけて歩行機能が改善した
Neuromyelitis optica（NMO）の一例 −完全対麻痺から
修正自立歩行へ−.  第26回日本リハビリテーション医学会
近畿地方会 2009.2 橿原

一角朋子,  佐藤健一,  松本憲二,  道免和久.  Balint症候群
のリハビリテーション経験.  第26回日本リハビリテーショ
ン医学会近畿地方会 2009.2 橿原

細見雅史,  児玉典彦,  中島誠爾,  道免和久.  浴槽転落によ
る小児重症熱傷の1例.  第26回日本リハビリテーション医
学会近畿地方会 2009.2 橿原 

中島誠爾,  細見雅史,  児玉典彦,  島田眞一,  道免和久.  兵
庫医科大学病院における二分脊椎症患児外来フォロー
アップ例の検討.  第26回日本リハビリテーション医学会近
畿地方会 2009.2 橿原

水野貴文,  上谷清隆,  曽田幸一朗,  梶原和久,  若杉樹史,  
井谷祐介,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免和久.  スクワット動
作の三次元動作解析および筋電図学的分析 −骨盤前後
傾斜の影響−.  第44回日本理学療法学術大会 2009.5 東
京

花田恵介,  竹林崇,  大川直子,  児玉典彦,  道免和久.  脳損
傷後重度片麻痺患者に対する麻痺側上肢短期集中練習
の経験.  第43回日本作業療法学会 2009.6 福島

山口陽子,  竹林崇,  花田恵介,  児玉典彦,  道免和久.  上

肢訓練支援装置を用いたHybrid Constraint-induced 
movement therapy（HCI療法）の試み.  第43回日本作業
療法学会 2009.6 福島

井谷祐介,  高橋敬子,  笹沼直樹,  山内真哉,  高橋哲也,  眞
渕敏,  大柳光正,  道免和久.  開心術後に完全房室ブロッ
ク（CAVB）を呈した症例に対する運動療法～社会復帰を
目指して.  第15回日本心臓リハビリテーション学会学術集
会 2009.7 東京

梶原和久,  眞渕敏,  道免和久.  多発性硬化症患者に対す
る長期的な理学療法の取り組み.  第22回兵庫県理学療法
士学会 2009.7 加古川

大黒大輔,  宮本純子,  井之川真紀,  田中春美,  道免和久.  
遅発性ジストニアが「口腔期」に悪影響を及ぼした一症
例.  第15回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会 2009.8 名古屋

田﨑智子,  細見雅史,  藤原大,  古河慶子,  児玉典彦,  道
免和久.  側彎症により呼吸不全を来した先天性低ミエリ
ン形成性ニューロパチーの1例.  第27回日本リハビリテー
ション医学会近畿地方会 2009.9 高槻 

内山侑紀,  新井秀宜,  寺山修史,  石野真輔,  島田眞一,  福
田能啓,  髙山雄介,  吉川直子,  山下妙子,  道免和久.  回
復期リハビリテーション終了後の継続治療により歩行自立
した脳卒中の一例.  第27回日本リハビリテーション医学
会近畿地方会 2009.9 高槻

小金丸聡子,  美馬達哉,  福山秀直,  道免和久.  ヒト運動皮
質の神経機構における情動の影響.  第32回日本神経科学
大会 2009.9 名古屋

山内真哉,  森下慎一郎,  眞渕敏,  道免和久,  児玉典彦.  全
身性強皮症患者に対する運動療法の1例.  第27回日本私
立医科大学理学療法学会 2009.10 名古屋

若杉樹史,  森下慎一郎,  眞渕敏,  澤田暁宏,  児玉典彦,  道
免和久.  凝固因子製剤の予備的補充療法を行った,  成
人血友病性股関節症における全人工股関節置換術後の
一症例.  第27回日本私立医科大学理学療法学会 2009.10 
名古屋

小金丸聡子,  美馬達哉,  福山秀直,  道免和久.  両側半球間
対刺激によるヒト運動野の可塑性誘導における側方性の
検討.  第39回日本臨床神経生理学会学術大会 2009.11 
北九州

大川直子,  花田恵介,  山口陽子,  竹林崇,  細見雅史,  道免
和久.  外来作業療法にて上肢集中練習を実施した一例.  
第29回近畿作業療法学会 2009.11 京都

田中隆史,  高橋敬子,  笹沼直樹,  山内真哉,  井谷祐介,  高
橋哲也,  眞渕敏,  道免和久.  酸素需要供給不均衡に着目
した運動療法が奏功した慢性心不全患者の一症例.  第
49回近畿理学療法学術大会 2009.11 神戸

［研究会・講演会等］
道免和久.  ＣＩ療法 ～脳卒中リハビリテーションの新たなア

プローチ～. （特別講演）茨城県リハビリテーション病院
懇話会講演会 2009.2 茨城

道免和久.  “痙縮"と"筋緊張”. （特別講演）第2回近畿ITB
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療法研究会 2009.4 豊中
道免和久.  脳卒中リハビリテーション医療のあり方. （特別

講演）第1回奈良脳卒中治療病診連携学術講演会 2009.4 
奈良

道免和久 .  高次脳機能障害の理解とリハビリテーション. 
（特別講演）沖縄回復期リハビリテーション病棟連絡協
議会研修会 2009.6 沖縄

道免和久 .  ＣＩ療法から考察する脳卒中リハビリテーショ
ン医療の原点. （特別講演）第13回ストロークセミナー 
2009.7 宮津

道免和久.  脳卒中リハビリテーション医療のあり方. （特別
講演）第7回脳血管クリニカルカンファレンス 2009.9 京都

田中春美.  ジャーゴン:音韻,  意味,  新造語,  他の症候.  第
33回日本高次脳機能障害学会学術総会サテライトセミ
ナー 2009.10 札幌

道免和久 .  脳卒中リハビリテーションのあり方. （特別講
演）第14回リハビリテーション研究会 in Yonago 2009.11 
米子

道免和久.  脳卒中リハビリテーション医療のあり方と回復期
リハビリテーション病棟の役割. （特別講演）第22回山口
県回復期リハビリテーション病棟研究会 2009.11 山口

道免和久.  ＣＩ療法（Constraint induced movement 
therapy）―その基礎と臨床的意義―. （教育講演）第6
回日本理学療法士協会神経系部会学術集会 2009.12 長
崎

道免和久.  Neuro-rehabilitation. （特別講演）第13回茨城
県総合リハビリテーションケア学会学術集会・第13回茨城
県理学療法士学会合同大会 2009.12 水戸

竹林崇,  道免和久 .  当院におけるConstra int-induced 
movement therapy（CI療法）の実際. （教育講演）第13
回茨城県総合リハビリテーションケア学会学術集会・第13
回茨城県理学療法士学会合同大会 2009.12 水戸

■ その他■
道免和久.  脳の可塑性・可塑的変化. （質疑応答）日本医

事新報 2009;4444:76-7.
井谷祐介.  循環器疾患由来の心肺停止（CPA）蘇生後患者

に対する心臓リハビリテーション（CR）の効果.  第2回心
臓リハビリテーション研究会 2009.2 神戸

道免和久.  リハビリ日数制限その後 ～多田富雄先生の思い
を心に刻みつつ～.  リーガクラブ講演会 2009.5 大阪

道免和久.  最新のリハビリテーションの現状と効果 ―損傷
した脳内の再構築と脳に再学習を促すことの可能性につ
いて―.  障害者医療問題全国ネットワーク第8回シンポジ
ウム 2009.5 東京

道免和久.  総論. （教育講演）第1回沖縄ADL評価法FIM
講習会 2009.6 沖縄

道免和久.  運動項目. （教育講演）第1回沖縄ADL評価法
FIM講習会 2009.6 沖縄

細川まみ.  認知項目. （教育講演）第1回沖縄ADL評価法
FIM講習会 2009.6 沖縄

道免和久.  中枢性疾患に対する評価の必要性,  意義. （特

別講演）フィジー国理学療法士臨床研修 2009.8 那覇
道免和久.  SIAS,FIM評価の分析および評価結果の臨床活

用. （特別講演）フィジー国理学療法士臨床研修 2009.8 
那覇

道免和久.  脳卒中の後遺症は治るの？.  脳神経外科学会近
畿支部市民公開講座 2009.9 滋賀

医療情報学
Medical Informatics

■著書■
宮本正喜.  皮膚機能と疾患.  日本医療情報学会医療情報

技師育成部会  編.  医療情報  医学・医療編.  新版.  東
京:篠原出版新社, 2009:207-8.

宮本正喜.  内視鏡検査.日本医療情報学会医療情報技師育
成部会  編.  医療情報  医学・医療編.  新版.  東京:篠原
出版新社, 2009:312-5.

■学会発表■
［全国規模の学会］
笹井浩介,  川上洋一,  三原直樹,  黒田知宏,  仲野俊成,  松

村泰志,  宮本正喜.  症例オントロジーを応用した画像
診断支援システムの開発.  第29回医療情報学連合大会 
2009.11 広島

［その他の学会］
宮本正喜.  オントロジー研究の現状. （特別講演）第4回日

本医療情報学会中部支部会学術集会 2009.5 富山
［科学研究費等班会議］
田中博,  木村通男,  宮本正喜,  岡本悦司,  秋山昌範,  長谷

川英重,  山本隆一.  地域医療連携分科会（各個研究）.  
厚生労働科学研究補助金地域医療基盤開発推進研究事
業「日本版EHR（生涯健康医療電子記録）の実現に向け
た研究」第1回班会議 2009.7 東京

田中博,  木村通男,  宮本正喜,  岡本悦司,  秋山昌範,  長谷
川英重,  山本隆一.  地域医療連携分科会（各個研究）.  
厚生労働科学研究補助金地域医療基盤開発推進研究事
業「日本版EHR（生涯健康医療電子記録）の実現に向け
た研究」公開成果報告会 2009.3 東京

中沢一雄,  原口亮,  鍵崎康治,  黒嵜健一,  築谷朋典,  西本
京子,  五十嵐健夫,  黒田知宏,  平松治彦.  位置情報を用
いた循環器病関連情報配信サービス構築の研究（各個研
究）.  平成21年度循環器病研究「循環器疾患情報発信・
共有に向けた情報コンテンツとユーザーインタフェースお
よびサービス提供モデルデザインに関する研究」第2回班
会議 2009.9 大阪

［研究会・講演会等］
林卓郎,  足立光平,  橋本篤徳,  久保山一敏,  丸川征四郎,  

平松治彦,  宮本哲也,  中尾博之.  TVキャンペーンによる
兵庫県に於けるAED普及啓発活動の試み―プロジェク
ト AED in ひょうご.  I-ReSS 国際蘇生科学シンポジウム 
2009.3 大阪
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 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.  ペインクリニック:神経ブロック.  小

林祥泰,  水澤英洋  編.  神経疾患最新の治療2009-2011.  
東京:南江堂, 2009:60-3.

森山萬秀,  柳本富士雄,  村川和重.  脊髄刺激療法.  大
瀬戸清茂  編.  透視下神経ブロック法.  東京:医学書院, 
2009:79-85.

柳本富士雄,  村川和重.  胸部神経根ブロック.  大瀬戸清茂  
編.  透視下神経ブロック法.  東京:医学書院, 2009:86-91.

村川和重.  術後疼痛.  竹末芳生,  藤野智子  編.  術後ケア
とドレーン管理.  東京:照林社, 2009:202-4.

村川和重.  疼痛対策  鎮痛薬と使用時の留意点（注射・坐
薬など）.  竹末芳生,  藤野智子  編.  術後ケアとドレーン
管理.  東京:照林社, 2009:209-15.

村川和重.  疼痛対策  術後の硬膜外鎮痛による疼痛管理.  
竹末芳生,  藤野智子  編.  術後ケアとドレーン管理.  東
京:照林社, 2009:216-8.

■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.  硬

膜外脊髄刺激療法の現状と適応.  日本臨床麻酔学会誌 
2009;29:85-92.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  高雄由美子.  
頸部の疼痛を主訴とする痙性斜頸の治療.  難病と在宅ケ
ア 2009;14:51-4.

村川和重,  森山萬秀,  中野範,  柳本富士雄,  福永智栄,  神
原政仁,  池田和世,  有村佳修.  慢性疼痛に対する脊髄
刺激療法.  ペインクリニック 2009;30:156-66.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  神
原政仁.  交感神経ブロック・星状神経節ブロック.  整形・
災害外科 2009;52:579-88.

中野範,  森山萬秀,  村川和重.  抗てんかん薬.  Clinical 
Neuroscience 2009;27:550-1.

村川和重,  中野範.  難治性顔面痛治療におけるペインクリ
ニックの役割.  医学のあゆみ 2009;229:469-72.

中野範,  池田和世,  有村佳修,  神原政仁,  柳本富士雄,  
森山萬秀,  村川和重.  神経障害性疼痛 −神経ブロック
に対する期待度−.  ペインクリニック 2009;30（別冊春
号）:S287-94.

柳本富士雄,  森山萬秀,  有村佳修,  神原政仁,  中野範,  池
田和世,  福永智栄,  村川和重.  硬膜外脊髄刺激療法が
役に立つのはどのような疼痛患者なのか −適応疾患と
選択基準について−.  ペインクリニック 2009;30（別冊春
号）:S297-303.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄.  脊髄刺激療法.  麻酔科
レクチャー 2009;1:543-8.

森山萬秀,  村川和重.  FBSSの系統的治療.  ペインクリニッ
ク 2009;30:1021-31.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世,  神原政仁,  有村佳修.  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 2009;30（別冊秋
号）:S503-10.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範.  痛みと脊髄電
気刺激療法.  日本医師会雑誌 2009;138:1594-5.

森山萬秀,  中野範,  池田和世,  神原政仁,  柳本富士雄,  福
永智栄,  有村佳修,  村川和重.  慢性疼痛の系統的治療.  
慢性疼痛 2009;28:33-8.

森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  神原政仁,  有村佳修,  福
永智栄,  池田和世,  片山俊子,  村川和重.  脊髄刺激療
法.  ペインクリニック 2009;30:1657-64.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世,  神原政仁,  有村佳修.  難治性顔面痛では何を考
えるか？.  日本頭痛学会誌 2009;36:212-4.

［原著］
Moriyama K.  Effect of temporary spinal cord stimulation 

on postherpetic neuralgia in the thoracic nerve area.  
Neuromodulation 2009;12:39-43.

Nakano S,  Arimura Y,  Kamihara M,  Ikeda K,  Yanamoto 
F,  Moriyama K，Murakawa K．Effects of loca l 
anesthetic volume on diaphragmatic excursion after 
ultrasound-guided interscalene brachial plexus block 
with 1% mepivacaine.  Journal of Japan Society of 
Pain Clinicians（JJSPC） 2009;16:478-81.

［症例報告］
森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  神原政仁,  有

村佳修,  池田和世,  村川和重.  パンコースト腫瘍による
オピオイド抵抗性の慢性難治性上肢痛に対し,  脊髄刺激
療法で良好な鎮痛維持が図れた1症例.  ペインクリニック 
2009;30:1417-9.

曽田幸一朗,  柳本富士雄,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免和久.  
脊髄刺激療法に理学療法を併用したCRPSの1症例.  慢
性疼痛 2009;28:135-8.

森山萬秀,  村川和重.  足趾切断術後創痛に対するモルヒ
ネ治療経過中にMorphine-3-Glucronideの異常高値が原
因と思われる不穏症状を呈した1症例.  ペインクリニック 
2009;30:1741-2.

奥智子,  團野大介,  川端啓太,  柳本富士雄,  立花久大.  慢
性連日性頭痛の1例−星状神経節ブロックによる治療の試
み−.  神経内科 2009;71:417-9.

■学会発表■
［全国規模の学会］
柳本富士雄.  神経障害性疼痛に対するオピオイドの鎮痛効

果.  日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸
［その他の学会］
福永智栄,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  池田和世,  神

原政仁,  海田勝仁,  吉原哲,  加藤るり,  中田潤,  小川啓
恭,  村川和重.  造血細胞移植に伴う疼痛治療の現状.  第
31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

柳本富士雄.  ペインクリニックが行うがん疼痛管理. （シン
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ポジウム）第38回日本慢性疼痛学会 2009.2 神戸
中野範,  有村佳修,  神原政仁,  池田和世,  柳本富士雄,  森

山萬秀,  村川和重.  疼痛治療におけるエコーガイド下神
経ブロック療法 −腕神経叢ブロック−. （ワークショッ
プ）第38回日本慢性疼痛学会 2009.2 神戸

池田和世,  有村佳修,  神原政仁,  福永智栄,  中野範,  柳本
富士雄,  森山萬秀,  村川和重.  くも膜下フェノールブロッ
ク施行後にオピオイドを減量できた1症例.  第38回日本慢
性疼痛学会 2009.2 神戸

森山萬秀.  慢性疼痛治療におけるペインクリニック医師の役
割. （シンポジウム）第38回日本慢性疼痛学会 2009.2 神
戸

森山萬秀.  脊椎疾患による慢性疼痛に対する脊髄刺激療
法. （シンポジウム）第38回日本慢性疼痛学会 2009.2 神
戸

一瀬理加.  慢性疼痛治療における看護師の役割 −がん看
護に携わる看護師の立場から−. （パネルディスカッショ
ン）第38回日本慢性疼痛学会 2009.2 神戸

福永智栄 .  がん関連疼痛に対するトリガーポイント療法の
検討. （ランチョンセミナー）第38回日本慢性疼痛学会 
2009.2 神戸

神原政仁,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世,  村川和重.  転移性仙骨腫瘍による両下肢痛に対
して両側経皮的コルドトミーが奏功した一例.  第38回日
本慢性疼痛学会 2009.2 神戸

森山萬秀.  ボツリヌストチシンを用いた最新治療 −ペインク
リニック診療における応用. （ランチョンセミナー）第11回
日本ペインクリニック学会北関東地方会 2009.3 前橋

森山萬秀.  ペインクリニック診療における神経ブロック療法
と薬物療法の意義. （ランチョンセミナー）第20回日本ペ
インクリニック学会東海地方会 2009.3 名古屋

柳本富士雄,  森山萬秀,  中野範,  福永智栄,  神原政仁,  有
村佳修,  池田和世,  村川和重.  帯状疱疹後神経痛に対し
て神経根刺激を施行した2症例.  第23回日本ニューロモ
デュレーション学会 2009.6 東京

森山萬秀.  腰部脊柱管狭窄症に対する脊髄刺激療法. （シ
ンポジウム）第23回日本ニューロモデュレーション学会 
2009.6 東京

村川和重 .  慢性疼痛治療における脊髄刺激療法の役割. 
（特別講演）第19回日本ペインクリニック学会中国・四国
合同地方会 2009.6 松山

柳本富士雄,  森山萬秀,  中野範,  福永智栄,  神原政仁,  有
村佳修,  池田和世,  村川和重.  急速な増大を認めた傍脊
髄原発悪性リンパ腫の一症例.  第39回日本ペインクリニッ
ク学会関西地方会 2009.6 大阪

柳本富士雄,  森山萬秀,  中野範,  福永智栄,  曽田幸一郎,  
眞渕敏,  児玉典彦,  道免和久,  村川和重.  脊髄刺激療
法に理学療法を併用したCRPSの1症例.  日本ペインクリ
ニック学会第43回大会 2009.7 名古屋

福永智栄,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  池田和世,  神
原政仁,  有村佳修,  村川和重.  がん性内臓痛患者での内

臓神経ブロック治療の検討.  日本ペインクリニック学会第
43回大会 2009.7 名古屋

中野範,  有村佳修,  池田和世,  神原政仁,  福永智栄,  柳本
富士雄,  森山萬秀,  村川和重.  超音波ガイド下斜角筋間
ブロック後の皮膚血流と運動麻痺−局所麻酔薬濃度の影
響.  日本ペインクリニック学会第43回大会 2009.7 名古屋

池田和世,  有村佳修,  神原政仁,  福永智栄,  中野範,  柳本
富士雄,  森山萬秀,  村川和重.  進行がんに対し内臓神経
ブロック施行によりオピオイドを投与せず疼痛コントロー
ルできた2症例.  日本ペインクリニック学会第43回大会 
2009.7 名古屋

有村佳修,  森山萬秀,  柳本富士雄,  福永智栄,  中野範,  池
田和世,  神原政仁,  村川和重.  脊髄刺激療法中,  明らか
な心因性要素による疼痛変化を経験した2症例.  日本ペイ
ンクリニック学会第43回大会 2009.7 名古屋

佐藤和美,  森山萬秀,  柳本富士雄,  福永智栄,  中野範,  池
田和世,  神原政仁,  有村佳修,  河合優年,  村川和重.  患
者が抱えている身体的苦痛の言語化が情動変化に及ぼす
効果.  日本ペインクリニック学会第43回大会 2009.7 名古
屋

佐藤和美,  森山萬秀,  柳本富士雄,  福永智栄,  中野範,  池
田和世,  神原政仁,  有村佳修,  河合優年,  村川和重.  疼
痛患者のストレス対処スタイルの検討.  日本ペインクリニッ
ク学会第43回大会 2009.7 名古屋

［研究会・講演会等］
森山萬秀.  整形外科領域におけるペインクリニック.  第202

回阪神整形外科談話会 2009.3 西宮
森山萬秀.  ペインクリニック治療の意義−疼痛収束,  鎮痛

維持,  アスリートへの試み−.  第13回兵庫医大整形外科
開業医会学術講演会 2009.3 神戸

柳本富士雄.  痛みと薬剤−使い方,  観察のポイント−.  第21
回在宅医療研究会 2009.7 西宮

村川和重.  ペインクリニックにおける下肢の痛みの治療.  第
12回神戸Podiatryミーティング 2009.9 神戸

中野範,  森山萬秀,  柳本富士雄,  福永智栄,  池田和世,  神
原政仁,  有村佳修,  村川和重.  神経根熱凝固法が有効
であった帯状疱疹後神経痛の一症例.  第8回難治性疼痛
研究会 2009.10 大阪

有村佳修,  森山萬秀,  柳本富士雄,  福永智栄,  中野範,  池
田和世,  神原政仁 ,  村川和重 .  広範囲熱傷の疼痛管
理に難渋した小児の1症例.  第8回難治性疼痛研究会 
2009.10 大阪

柳本富士雄.  ペインクリニック治療の実際 −三田市民病院
における現状−.  三田地区痛みの治療懇談会 2009.11 三
田

村川和重.  がん疼痛治療における薬物療法の役割.  がん
疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会 
2009.12 奈良

■その他■
村川和重 .  複合性局所疼痛症候群  CRPS（complex 

regional pain syndrome）. （文献抄訳）ペインクリニッ
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ク 2009;30:1619.
森山萬秀.  An ultrasound study of the phrenic nerve in 

the posterior cervical triangle: implications for the 
interscalene brachial plexus block. （文献抄訳）ペイン
クリニック 2009;30:106.

柳本富士雄,  村川和重.  Periganglionic inf lammation 
elicits a distally radiating pain hypersensitivity 
by promoting COX-2 induction in the dorsal root 
ganglion. （文献抄訳）ペインクリニック 2009;30:1755.

森山萬秀.  慢性的な痛みをあきらめていませんか？.  第38回
日本慢性疼痛学会市民公開講座 2009.2 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.  手術患者の真菌症治療で注意する点は？.  河野

茂  編.  深在性真菌症Ｑ＆Ａ.  大阪:医学ジャーナル社, 
2009:148-51.

竹末芳生.  外科領域感染症.  山口恵三,  舘田一博  編.  感
染症.  東京:日本医事新報社, 2009;406-10.

竹末芳生,  藤野智子  編.  術後ケアとドレーン管理.  東京:
照林社, 2009.

竹末芳生.  術後合併症としての深在性真菌症と治療.  一般
医療従事者のための深在性心筋症に対する抗真菌薬使用
ガイドライン作成委員会  編.  一般医療従事者のための深
在性心筋症に対する抗真菌薬使用ガイドライン.  東京:日
本化学療法学会, 2009:52-3.

中嶋一彦,  竹末芳生.  抗菌薬.  松澤佑次,  永井良三,  奥村
勝彦  編.  治療薬Up-To-Date 2009.  大阪:メデイカルレ
ビュー社, 2009:635-42.

一木薫.  第5章  疾患別栄養療法  感染症.  清野裕,  門脇
孝,  中村貞次,  本田佳子  編.  NST臨床栄養療法スタッ
フマニュアル.  東京:医学書院, 2009:167-91.

一木薫 .  職業感染対策の基礎知識.  大友陽子,  一木薫  
編.  感染管理  QESTION  BOX2  標準予防策と感染
経路別予防策・職業感染対策.  第2版.  東京:中山書店, 
2009:102-5.

一木薫.  結核による感染防止.  大友陽子,  一木薫  編.  感
染管理  QESTION  BOX2標準予防策と感染経路別予
防策・職業感染対策.  第2版.  東京:中山書店, 2009;140-
53.

一木薫.  VAPとは.  宇都宮明美  編.  気道浄化ケアマニュ
アル.  東京:学習研究社, 2009:85-8.

高橋佳子,  竹末芳生.  62 抗真菌薬.  高久史麿  監,  堀正
二,  菅野健太郎,  門脇孝,  乾賢一,  林昌洋  編.  治療薬
ハンドブック2009.  東京:じほう, 2009:1189-94.

■学術論文■
［総説］

竹末芳生.  感染症  敗血症.  治療  2009;91（4月増刊）:1242-
4.

竹末芳生.  SSI対策の常識・非常識.  消化器外科  2009;32:13-
5.

竹末芳生.  今日におけるSSI対策.  感染対策ICTジャーナル 
2009;4:357-61.

竹末芳生.  様 な々環境下での施設内感染制御  救急医療と
感染制御.  臨床検査 2009;53:1327-31.

竹末芳 生 .   栄養から考える感染症管理 .  救 急医学  
2009;33:1785-9.

竹末芳生.  抗菌薬.  外科と代謝・栄養 2009;43:167-9.
中嶋一彦,  竹末芳生 .  適正使用の方法論  抗菌薬サイ

クリング・ミキシングの理論と実際.  Infection Control 
2009;18:684-9.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  潰瘍性大腸炎とcolitic cancer.  外科 2009;71:1545-
50.

一木薫 .  透析室の感染制御.  感染対策ICTジャーナル 
2009;4:150-4.

［原著］
Uchino N,  Ikeuchi H,  Tsuchida T,  Nakajima K,  Tomita 

N,  Takesue Y.  Surgical site infectoin following 
surgery for inflammatory bowel disease in patients 
with clean-contaminated wounds.  World J Surg 
2009;33:1042-8.

Sugiyama Y,  Okii K,  Murakami Y,  Yokoyama T,  
Takesue Y,  Ohge H,  Sueda T,  Hiyama E.  Changes 
in the agr locus affect enteritis caused by methicillin-
resistant Staphylococcus aureus.  J Clin Microbiol 
2009;47:1528-35.

Akikawa N,  Kusachi S,  Oda S,  Takesue Y,  Tanaka H.  
Clinical effects of micafungin, a novel echinocandin 
antifungal agent,  on systemic fungal infections in 
surgery,  emergency,  and intensive-care medicine: 
evaluation using the AKOTT algorithm.  J Infect 
Chemother 2009;15:219-27.

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  人工肛門造設術を行ったクローン病患者の要因と
予後の検討.  臨床外科 2009;64:361-4.

［症例報告］
上田敬博,  小谷穣治,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  宮脇

敦志,  足立克,  大家宗彦,  丸川征四郎.  リネゾリド（ザイ
ボックスR）副作用報告:投与による高乳酸血症と投与中止
による低リン血症を合併した1例.  日本外科感染症学会雑
誌 2009;6:343-6.

■学会発表■
［国際学会］
Takesue Y,  Ichiki K ,  Nakajima K ,  Tsuchida T,  

Takahashi Y,  Fujimoto Y,  Ikeuchi H.  Application 
of an electrolyzed strongly acidec aqueous solution  

（ESAAS）before wound c losure in colorecta l 
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surgery. （Ora l）2009 Interscience Conference 
on Antimicrobial Agents and Chemotherapy（49th 
ICAAC） 2009.9 San Francisco

Takesue Y,  Nakajima Y,  Takahashi Y,  Ichiki K,  Wada Y,  
Tsuchida T.  Revised vancomycin dosing regimen for 
hemodialysis patients.  2009 Interscience Conference 
on Antimicrobial Agents and Chemotherapy（49th 
ICAAC） 2009.9 San Francisco

Takesue Y,  Nakajima K,  Wada Y,  Ichiki K,  Takahashi Y.  
Does MIC creep in vancomycin still have significant 
influence on the mortality in MRSA bacteremia after 
the introduction of linezolid in clinical use in Japan?.  
2009 Interscience Conference on Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy（49th ICAAC） 2009.9 San 
Francisco

Takahashi Y,  Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  
Ishihara M,  Wada Y.  Unanticipated increase in 
vancomycine （VCM）serum trough levels in patients 
who received an appropriate dose adjustment by a 
certified pharmacist．2009 Interscience Conference 
on Antimicrobial Agents and Chemotherapy（49th 
ICAAC） 2009.9 San Francisco

Uchino M,  Ikeuchi H,  Bandou T,  Matsuoka H,  Tsuchida 
T,  Ichiki K,  Nakajima K,  Tomita Y,  Takesue Y.  Risk 
factors associated with surgical site infection after 
ileal pouch-anal anastomosis in ulcerative colitis.  
2009 Interscience Conference on Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy（49th ICAAC） 2009.9 San 
Francisco

Ikeda D,  Hanaki H,  Niki Y,  Tomono K,  Takesue 
Y,  Honda J,  Nonomiya Y,  Nakura R,  Yanagisawa 
C,  Sakai F,  Nakae T,  Sunakawa K.  Properties of 
various levels of linezolid – resistant staphylococcus 
aureus isolated from six different hospitals in Japan.  
2009 Interscience Conference on Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy（49th ICAAC） 2009.9 San 
Francisco

［全国規模の学会］
中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  和田恭直,  高

橋佳子.  透析膜改良による新しいバンコマイシン投与レ
ジュメの検証.  第83回日本感染症学会総会・学術講演会 
2009.4 東京

山田久美子,  小柴賢洋,  和田恭直 ,  吉本浩子,  窪田敦
子,  高辻加代子,  石原美佳,  一木薫,  中嶋一彦,  竹末芳
生.  感染制御部介入による抗菌剤耐性グラム陰性桿菌に
推移について.  第83回日本感染症学会総会・学術講演会 
2009.4 東京

壇辻百合香,  花木秀明,  竹末芳生,  賀来満夫,  朝野和典,  
三鴨廣繁,  福地邦彦,  本田順一,  柳原克紀,  二木芳人.  
同一施設の2症例から分離された耐性変異が異なる2株の
linozolid耐性MRSA.  第83回日本感染症学会総会・学術

講演会 2009.4 東京
中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  和田恭直,  池

内浩基,  高橋佳子.  MRSA菌血症におけるバンコマイシ
ン（VCM）の最小発育阻止濃度（MIC）2μg/ml株は予
後不良因子である.  第109回日本外科学会定期学術集会 
2009.4 福岡

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  野田雅史,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  クローン病に対する外科的治療の術後
QOLと長期成績. （パネルディスカッション）第109回日本
外科学会定期学術集会 2009.4 福岡

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  平田晃弘,  大嶋勉,  一木
薫,  土田敏恵,  中嶋一彦,  冨田尚裕,  竹末芳生.  潰瘍性
大腸炎手術における手術部位感染（SSI）の検討.  第109
回日本外科学会定期学術集会 2009.4 福岡　

竹末芳生 .   病院内で問題となっている耐性菌とその対
策:2008-2009. （教育セミナー）第57回日本化学療法学会
総会・学術講演会 2009.6 東京

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  土田敏恵,  和
田恭直,  高橋佳子.  血液透析患者における新しいバンコ
マイシン投与レジメの検証.  第57回日本化学療法学会総
会・学術講演会 2009.6 東京

和田恭直,  竹末芳生,  吉本浩子,  窪田敦子,  中嶋一彦,  一
木薫,  石原美佳,  土田敏恵,  高橋佳子,  小柴賢洋.  全病
院的なカルバペネム系薬剤適正使用とESBL産生グラム
陰性桿菌の増加.  第57回日本化学療法学会総会・学術講
演会 2009.6 東京

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  和田
恭直,  土田敏恵.  術後感染予防抗菌薬使用マニュアル導
入後の遵守率継続性.  第57回日本化学療法学会総会・学
術講演会 2009.6 東京

壇辻百合香,  花木秀明,  二木芳人,  朝野知典,  竹末芳生,  
本田順一,  野々宮百合子,  柳沢千恵,  酒井文宜,  砂川
慶介.  日本における５施設より分離されたLinezolid耐性
MRSAの23SrRNA変異の解析.  第57回日本化学療法学
会総会・学術講演会 2009.6 東京

草地信也,  古川清憲,  小野成夫,  竹末芳生,  加藤高明,  畝
村泰樹.  重症腹腔内感染症に対するDoripenemの有効
性・安全性の検討.  第57回日本化学療法学会総会・学術
講演会 2009.6 東京　

［その他の学会］
中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  和田恭直,  高橋

佳子.  専任感染制御部によるラウンドの実際.  第24回日
本環境感染学会総会 2009.2 横浜

桑田恭子,  川井めぐみ,  波々伯部公美,  土田敏恵,  一木薫,  
和田恭直,  竹末芳生.  炎症性腸疾患回腸瘻造設患者に
おける創関連合併症  第２報～創周囲皮膚汚染は創関連
合併症のリスク因子となるのか～.  第24回日本環境感染
学会総会 2009.2 横浜

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  和田
恭直,  辰己純代.  バンコマイシン使用時にトラフ値が異常
高値を示した症例に関する検討.  第24回日本環境感染学
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会総会 2009.2 横浜
長渕由希子,  黒瀬慶子,  波々伯部公美,  土田敏恵,  一木

薫,  竹末芳生.  血流感染予防行動変容のためのサーベ
イランスシートの工夫.  第24回日本環境感染学会総会 
2009.2 横浜

土田敏恵,  竹田千佐子,  竹末芳生,  一木薫,  中嶋一彦,  石
原美佳,  峠田和子,  納谷太,  濱恵美子,  野間春生,  小暮
潔.  手指衛生手技評価の定量化:加速度センサによる動
作解析.  第24回日本環境感染学会総会 2009.2 横浜

石原美佳,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  高橋
佳子,  土田敏恵.  Ｌinezolidの第１選択薬としての活用と
その適応.  第24回日本環境感染学会総会 2009.2 横浜

高橋佳子.  リネゾリドの適正使用 −Scheduled sequential 
therapy−. （教育セミナー）第58回日本感染症学会東日
本地方会学術集会・第56回日本化学療法学会東日本支部
総会合同学会 2009.10 東京

竹末芳生.  人工呼吸器関連肺炎(VAP)の予防・治療に関す
る最新のエビデンス. （教育セミナー）第57回日本化学療
法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会中日本地
方会学術集会 2009.11 名古屋

大毛宏喜,  沖井一哉,  杉山陽一,  竹末芳生,  横山隆.  外科
領域における抗MRSA薬の適正使用. （シンポジウム）第
57回日本化学療法学会西日本支部総会・第52回日本感染
症学会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

和田恭直,  竹末芳生,  窪田敦子,  吉本浩子,  石原美佳,  
土田敏恵,  高橋佳子,  一木薫,  中嶋一彦,  小柴賢洋.  
MRSAにおけるバンコマイシン（VCM）のＭＩＣ値2μg/
ml株の臨床的意義. （西日本支部奨励賞受賞）第57回日
本化学療法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会
中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

小林美奈子,  竹末芳生,  北川雄光,  草地信也,  大村健二,  
小野聡,  森兼啓太,  久保正二,  清水潤三,  松田直之,  三
鴨廣繁,  岡本好司,  末吉晋,  尾原秀明,  楠正人,  炭山嘉
伸.  下部消化管手術における予防的抗菌薬投与の現状:
全国アンケート調査結果. （推薦演題）第57回日本化学療
法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会中日本地
方会学術集会 2009.11 名古屋

中嶋一彦,  竹末芳生,  和田恭直,  一木薫,  高橋佳子,  土田
敏恵,  石原美佳.  MRSA菌血症におけるバンコマイシン
の最小発育濃度2μg/ml株の分離状況と予後に影響する
因子の解析. （推薦演題）第57回日本化学療法学会西日
本支部総会・第52回日本感染症学会中日本地方会学術集
会 2009.11 名古屋

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原
美佳,  辰己純代.  病院全体のAntibiotic heterogeneity 

（抗菌薬の使い分け）を推進するための感染制御部薬剤
師の役割. （ワークショップ）第57回日本化学療法学会西
日本支部総会・第52回日本感染症学会中日本地方会学術
集会 2009.11 名古屋

辰己純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原
美佳,  高橋佳子.  外科・救急領域における侵襲性カンジ

ダ症に対するitraconazole注射薬（以下,  ITCZ注）の有用
性.  第57回日本化学療法学会西日本支部総会・第52回日
本感染症学会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

一木薫,  土田敏恵,  竹末芳生,  中嶋一彦,  高橋佳子,  和田
恭直,  石原美佳.  ICTが関与したカテーテル関連血流感
染（CRBSI）に対する治療の現状.  第57回日本化学療法
学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会中日本地方
会学術集会 2009.11 名古屋

山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  丸山琢磨,  近藤
宣幸,  野島道生,  竹末芳生,  山本新吾.  泌尿器科領域に
おける周術期感染症阻止薬術前単回投与の検討.  第57回
日本化学療法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学
会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

谷口正哲,  品川長夫,  平田公一,  相川直樹,  竹山廣光,  水
野章,  石川周,  真下啓二,  久保正二,  山上裕機,  田中紀
章,  横山隆,  竹末芳生,  末田泰二郎,  安波洋一,  及川悟.  
外科感染症の分離菌とその薬剤感受性の動向.  第57回日
本化学療法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会
中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳.  高性
能透析膜使用例に対するバンコマイシン投与レジメの変
更.  第26回日本TDM学会・学術大会 2009.6 新潟

竹末芳生.  感染巣のコントロールと抗菌薬.  日本外科代謝
栄養学会第46回学術集会 2009.7 東京

高橋佳子,  竹末芳生,  石原美佳,  辰己純代,  門林宗男.  当
院におけるLinezolid使用経験−長期使用症例と血小板減
少を中心に−.  第19回日本医療薬学会年会 2009.10 長崎

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  和田
恭直.  Linezolid使用経験−長期使用症例と血小板減少
を中心に−.  第22回日本外科感染症学会総会 2009.12 宇
部

和田恭直,  竹末芳生,  高橋佳子,  中嶋一彦,  小柴賢洋.  
non-albicansの検出状況と薬剤感受性成績  外科系と血
液内科の比較. （ワークショップ）第22回日本外科感染症
学会総会 2009.12 宇部

［研究会・講演会］
竹末芳生.  外科領域における腸内細菌と感染;bad guy or 

good guy.  第39回日本嫌気性菌感染症研究会 2009.3 岐
阜

一木薫,  竹末芳生,  土田敏恵,  中嶋一彦,  石原美佳,  高橋
佳子,  和田恭直.  予防抗菌薬投与期間短縮化と導入後の
SSI発生率フィードバック.  第13回SSIサーベイランス研究
会 2009.2 横浜　

■その他■
竹末芳生.  手術部位感染対策: ～今,  何がかわっているの

か？～.  淡路外科系院内感染対策勉強会 2009.1 洲本
竹末芳生.  ICTラウンドのあり方を考える司会のことば. （シ

ンポジウム）第24回日本環境感染学会総会 2009.2 横浜
一木薫.  医療廃棄物の適正処理.  第24回日本環境感染学

会  Q&Aレクチャー 2009.2 横浜　
竹末芳生.  変わりつつある術後感染予防対策.  関西労災病
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院感染対策研修会 2009.3 尼崎
一木薫.  透析室における感染対策について.  第4回阪神透

析交流会 2009.5 尼崎
竹末芳生.  今日の感染制御 ―アウトブレイクを未然に防ぐ

ために―.  第14回北九州病院感染対策研究会 2009.6 小
倉

一木薫.  効率的な院内感染対策への取り組み―すべきこと,  
しないことの整理―看護士の立場から.  第85回ICD講習
会 2009.6 大阪

中嶋一彦.  周術期における予防抗菌薬の使い方.  第3回大
阪−兵庫集中医療周術期懇話会 2009.7 大阪

一木薫.  もっと知りたい感染予防と看護ケア  標準予防策と
感染経路別予防策 ～マニュアル作成から導入後の評価ま
で～.  全国看護セミナー 2009.8 東京

一木薫 .  透析室の感染対策.  第９回血液浄化セミナー 
2009.8 神戸

一木薫.  実践に生かそうステップアップ  医療関連感染防止
対策.  学研ナーシングセミナー 2009.9 福岡

一木薫．透析室の感染い・ろ・は．阪神感染管理セミナー　
2009．9 伊丹

中嶋一彦.  おさえておきたい耐性菌とその対処方.  阪神歯科
医師研究会 2009.10 尼崎

中嶋一彦.  開業医に必要な市中感染型MRSAの知識.  西宮
市医師会勉強会 2009.10 西宮

一木薫.  新型インフルエンザの対応について.  第7回CNS 
CN 地域医療研修会 2009.10 西宮

一木薫 実践に生かそうステップアップ  医療関連感染防止
対策.  学研ナーシングセミナー 2009.10 東京

一木薫.  感染管理教育.  山口県立大学看護研修センター感
染管理認定看護師教育課程 2009.10 山口

一木薫.  サーベイランス活動の変遷  デバイスサーベイラン
スに焦点をあてて ～これが私のサーベイランス道～.  第2
回日本感染管理ネットワーク近畿支部研修会 2009.10 大
阪

一木薫.  新型インフルエンザと戦うために ～標準予防策の
重要性を踏まえて～.  西宮協立リハビリテーション病院院
内講習会 2009.11 西宮

一木薫.  もっと知りたい感染予防と看護ケア  標準予防策と
感染経路別予防策 ～マニュアル作成から導入後の評価ま
で～.  全国看護セミナー 2009.11 岐阜

臨床検査医学／臨床検査部
Clinical Laboratory Medicine/

Clinical Laboratory

■学術論文■
［総説］
小柴賢洋.  医療従事職種を知る  診療放射線技師.  臨床病

理レビュー 2009;144:27-9.
和田恭直.  新・カラーアトラス微生物検査,  Haemophilus 

influenzae（BLNAR）による髄膜炎.  Medical Technology 
（別冊） 2009;100-1.

和田恭直.  新・カラーアトラス微生物検査,  Pseudomonas 
aer ug i no s a（M DR P）による重症肺炎.  Med ic a l 
Technology（別冊） 2009;114-5.

和田恭直.  新・カラーアトラス微生物検査,  Aeromonas 
hydrophilaによる創傷感染.  Medical Technology（別
冊） 2009;168-9.

小柴賢洋.  あれ？ 異常値だ！ どうしよう！ AST,  ALTが
高い！.  臨床研修プラクティス 2009;6:52-8.

小柴賢洋.  エビデンスに基づく膠原病診療のための臨床検
査.  日本臨牀  2009;67:555-9.

佐藤美雪,  小柴賢洋.  医師と技師のより良いコミュニケー
ションに向けて ―Beyond the Team医療―（2） 微生物
検査を中心に.  臨床病理 2009;57:163-8.

［原著］
熊谷俊一,  林伸英,  大田俊行,  赤星透,  今福裕司,  小柴賢

洋.  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.  臨床病理 2009;57:31-41.

和田恭直.  外科・救急領域真菌感染におけるnon-albicans
の関与とその治療 −外科・救急領域と血液内科を比較し
て−.  日本医真菌学会雑誌 2009;50:219-23.

■学会発表■
［全国規模の学会］
中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  和田恭直,  池内

浩基,  高橋佳子.  ＭＲＳＡ菌血症におけるバンコマイシン 
（ＶＣＭ）の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）2μg/ml株は予
後不良因子である.  第109回日本外科学会定期学術集会 
2009.4 福岡

山田久美子,  小柴賢洋,  和田恭直 ,  吉本浩子,  窪田敦
子,  高辻加代子,  石原美佳,  一木薫,  中嶋一彦,  竹末芳
生.  感染制御部介入による抗菌剤耐性グラム陰性桿菌の
推移について.  第83回日本感染症学会総会・学術講演会 
2009.4 東京

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  和田恭直,  高
橋佳子.  透析膜改良による新しいバンコマイシン投与レ
ジュメの検証.  第83回日本感染症学会総会・学術講演会 
2009.4 東京

和田恭直,  竹末芳生,  吉本浩子,  窪田敦子,  中嶋一彦,  一
木薫,  石原美佳,  土田敏恵,  高橋佳子,  小柴賢洋.  全病
院的なカルバペネム系薬剤適正使用とESBL産生グラム
陰性桿菌の増加.  第57回日本化学療法学会総会・学術講
演会 2009.6 東京

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  石原美佳,  土田敏恵,  和
田恭直,  高橋佳子.  血液透析患者における新しいバンコ
マイシン投与レジメの検証.  第57回日本化学療法学会総
会・学術講演会 2009.6 東京

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  和田
恭直,  土田敏恵.  術後感染予防抗菌薬使用マニュアル導
入後の遵守率継続性.  第57回日本化学療法学会総会・学
術講演会 2009.6 東京　
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畠田典子,  黒田美穂,  井垣歩,  戌角幸治,  和田恭直,  小坂
英和,  小柴賢洋.  NICUにおける聴性脳幹反応（ABR）
検査の有用性について.  第56回日本臨床検査医学会学術
集会 2009.8 札幌

［その他の学会］
窪田敦子,  和田恭直,  山田久美子,  吉本浩子,  小柴賢洋.  

Candida属の主な菌種の検出率と各種抗真菌薬MIC値の
検討.  第20回日本臨床微生物学会総会 2009.1 仙台

上霜剛,  足立昌代,  藤原美樹,  鈴木恵以子,  北山茂夫,  中
上佳美,  中谷英雄,  加納栄美子,  坂本哲夫,  増田朱美,  
岡崎友美,  山本剛,  和田恭直,  吉田弘之,  木下承晧.  バ
イタルメディア羊血液寒天培地（極東）の臨床材料を用い
た発育支持についての検討.  第20回日本臨床微生物学会
総会 2009.1 仙台

高橋留佳,  小谷譲治,  舛谷元丸,  矢吹浩子,  和田恭直,  三
野幸治,  肥塚浩昌,  福田能啓.  重症急性膵炎術後の回
腸瘻から重度下痢に消化態流動食ペプチド製剤が有効で
あった一例.  第24回日本静脈経腸栄養学会 2009.1 鹿児
島

小柴賢洋.  臨床検査部の目指すもの. （教育講演）第26回
広島県医学検査学会 2009.2 福山

井川由紀,  石井里佳,  狩野春艶,  村社恵子,  藤井誠治,  和
田恭直,  戌角幸治,  小柴賢洋.  HISCLを用いたHBs抗
原測定試薬の基礎的検討.  第58回日本医学検査学会 
2009.7 横浜

迫口孝文,  北田勝久,  藤井誠治,  戌角幸治,  和田恭直,  小
坂英和,  小柴賢洋.  血液ガス（ヘパリン採血）検体を用
いた血球計数（CBC）測定データの検証.  第58回日本医
学検査学会 2009.7 横浜

阪上直美,  井垣歩,  畠田典子,  黒田美穂,  戌角幸治,  和
田恭直,  金森徹三,  小柴賢洋.  P波加算平均心電図を
用いた発作性心房細動患者におけるアンジオテンシン受
容体拮抗薬の有効性の検討.  第58回日本医学検査学会 
2009.7 横浜

高辻加代子,  和田恭直,  吉本浩子,  山田久美子,  林部栄子,  
赤野香子,  窪田敦子,  小柴賢洋.  当院のバンコマイシン
耐性腸球菌（VRE）の検出例.  第58回日本医学検査学会 
2009.7 横浜

石井里佳,  狩野春艶,  井川由起,  村社恵子,  稲村昌輝,  小
川多美子,  藤井誠治,  黒田美穂,  和田恭直,  戌角幸治,  
小柴賢洋.  モジュラーアナリティクスを用いた血清中の
TRAb測定の基礎的検討.  第41回日本臨床検査自動化
学会大会 2009.10 横浜

竹田理恵,  津田こゆみ,  西村香利,  狩野春艶,  藤井誠治,  
黒田美穂,  和田恭直,  戌角幸治,  小柴賢洋.  全自動尿分
析装置「US-3100Rplus」の基礎的検討.  第41回日本臨床
検査自動化学会大会 2009.10 横浜

和田恭直,  竹末芳生,  窪田敦子,  吉本浩子,  石原美佳,  
土田敏恵,  高橋佳子,  一木薫,  中嶋一彦,  小柴賢洋.  
MRSAにおけるバンコマイシン（VCM）のMIC値２µg/ml
株の臨床的意義. （西日本支部奨励賞受賞）第57回日本

化学療法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会中
日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

辰己純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原
美佳,  高橋佳子.  外科・救急領域における侵襲性カンジ
ダ症に対するitraconazole注射薬（以下,  ITCZ注）の有用
性.  第57回日本化学療法学会西日本支部総会・第52回日
本感染症学会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

一木薫,  土田敏恵,  竹末芳生,  中嶋一彦,  高橋佳子,  和田
恭直,  石原美佳.  ＩＣＴが関与したカテーテル関連血流
感染（CRBSI）に対する治療の現状.  第57回日本化学療
法学会西日本支部総会・第52回日本感染症学会中日本地
方会学術集会 2009.11 名古屋

幸福知己,  折田環,  山崎勝利,  和田恭直,  西尾久明,  末
吉範行,  小松方,  佐藤かおり,  中村竜也,  豊川真弘,  西
功,  福田沙織,  樋口武史,  木田兼以,  茂籠邦彦,  木下承
晧.  近畿地区で呼吸器由来材料より分離された緑膿菌の
抗菌薬感受性の検討.  第57回日本化学療法学会西日本
支部総会・第52回日本感染症学会中日本地方会学術集会 
2009.11 名古屋

狩野春艶,  戌角幸治,  小柴賢洋.  検査センターと病院検査
室とのコラボレーションIV−みんなの臨床検査−１.ブラン
チラボから自主運営へ−現場技師の立場から見た検査室
の変遷−. （シンポジウム）第52回日本臨床検査医学会近
畿支部総会・第49回近畿医学検査学会・第29回日本衛生
検査所協会近畿支部学術研究発表会 2009.11 京都

小柴賢洋.  検査センターと病院検査室のコラボレーション 
−血清検体クロスチェックのこころみ−３.医師の立場から. 

（ワークショップ）第52回日本臨床検査医学会近畿支部
総会 2009.11 京都

溜和宏,  狩野春艶,  石井里佳,  井川由起,  森弥佳,  和田恭
直,  小柴賢洋.  細菌性敗血症診断における血中プロカル
シトニン測定の有用性.  第52回日本臨床検査医学会近畿
支部総会・第49回近畿医学検査学会・第29回日本衛生検
査所協会近畿支部学術研究発表会 2009.11 京都

前田眞紀子,  竹田理恵,  金森洋子,  桒垣美雪,  松下輝
子,  藤井誠治,  大塚欣敏 ,  小柴賢洋.  小児における
Anaplastic large cell lymphomaの一例.  第52回日本臨
床検査医学会近畿支部総会・第49回近畿医学検査学会・
第29回日本衛生検査所協会近畿支部学術研究発表会 
2009.11 京都

柴山沙織,  井垣歩,  黒田美穂,  本田倫乃,  和田恭直,  戌角
幸治,  武田正中,  小柴賢洋.  橋本脳症における電気生理
学的検討.  第52回日本臨床検査医学会近畿支部総会・第
49回近畿医学検査学会・第29回日本衛生検査所協会近
畿支部学術研究発表会 2009.11 京都

北村典子,  和田恭直,  吉本浩子,  山田久美子,  窪田敦子,  
小柴賢洋.  年齢層別の検出菌の動向について −その臨
床的有用性−.  第52回日本臨床検査医学会近畿支部総
会・第49回近畿医学検査学会・第29回日本衛生検査所協
会近畿支部学術研究発表会 2009.11 京都

黒田美穂,  岡田文明,  井垣歩,  柴山沙織,  本田倫乃,  戌角
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幸治,  和田恭直,  森山徳秀,  吉矢晋一,  小柴賢洋.  Erb
点刺激による近位筋,  遠位筋導出CMAPの健常人におけ
る検討.  第39回日本臨床神経生理学会学術大会 2009.11 
北九州

和田恭直,  竹末芳生,  高橋佳子,  中嶋一彦,  小柴賢洋.  
non-albicansの検出状況と薬剤感受性成績  外科系と血
液内科の比較. （ワークショップ）第22回日本外科感染症
学会総会 2009.12 宇部

■その他■
和田恭直 .  認定看護師教育課程「感染管理」, 「微生物

学」検体採取について.  社団法人日本看護師協会神戸研
修センター教育研修 2009.10 神戸

石井里佳.  臨床検査技師の仕事と臨床検査技師就職活動
の心得. （講演）神戸学院大学栄養学部 2009.10 神戸

石井里佳.  事例から学ぶ検査データ保証の手順.  第34回日
立自動分析研究会 2009.12 大阪

集中治療医学／ICU
Intensive Care Medicine/Intensive Care Unit

■学術論文■
［原著］
佐竹佳菜子,  西信一,  竹田健太,  飯田容子,  安宅一晃.  デ

クスメデトミジンで鎮静された368症例の検討.  ICUと
CCU 2009;33:497-501.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  レミフェンタニルが術後早
期の循環動態に及ぼす影響 ―循環動態からみた持続
静注フェンタニルの有効性―.  Medical Postgraduates 
2009;47:304-7.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  肝癌切除術後鎮痛における
デクスメデトミジン併用持続静注フェンタニルの鎮痛効果
の検討.  臨床麻酔 2009;33:1801-2.

［症例報告］
駒澤伸泰,  安宅一晃 ,  西信一.  呼吸管理に難渋した肺

癌術後気管支断端瘻の一例.  Medical Postgraduates 
2009;47:59-61.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一.  脂肪
肉腫生検術の大量輸血後に発生した急性肺障害にシベレ
スタットが有効であった１例.  臨床麻酔 2009;33:605-7.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  井手岳,  西
信一.  幼児期TOF根治後患者の弁置換術後肺胞出血
に対してVV-ECLSが有効であった一症例.  Medica l 
Postgraduates 2009;47:112-4.

Komasawa N,  Atagi K,  Nishi S.  A case of cerebral 
infarction after Heparin administration to pulmonary 
embolism.  Masui to Sosei（Anesth Resus） 2009;45:71-
3.

■学会発表■
［国際学会］
Kohama H,  Nishi S,  Ide T,  Takeda K,  Iida Y,  Atagi K.  

Four unusual critical expressions in ulcerative colitis 
cases.  16th ASEAN Congress of Anaesthesiologists 
and 7th National Conference on Intensive Care 2009.7 
Malaysia

［全国規模の学会］
安宅一晃,  嶋岡英輝,  駒澤伸泰,  藤田公彦,  竹田健太,  飯

田容子,  西信一.  敗血症性ショックにおける初期循環管
理としてのPMXの有効性. （シンポジウム）第36回日本集
中治療医学会学術集会 2009.2 大阪

嶋岡英輝,  徳平夏子,  宇城敦司,  大塚康義,  松尾崇史,  菅
健敬,  安宅一晃.  市中病院におけるclosed ICUの運営と
問題点. （シンポジウム）第36回日本集中治療医学会学術
集会 2009.2 大阪

駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一.  開頭
脳腫瘍摘出術におけるレミフェンタニル投与終了後の早期
循環動態.  第36回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 
大阪

井手岳,  竹田健太,  飯田容子,  安宅一晃,  西信一.  頸部膿
瘍から波及した降下性縦隔炎の検討.  第36回日本集中治
療医学会学術集会 2009.2 大阪

鈴木尚紀,  冨加見教男,  木村政義,  安宅一晃,  西信一.  血
液浄化装置（TR-520/525）の流量精度点検プロトコルの
検討 ―血液浄化療法の安全性を高めるために―.  第36
回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪

木村政義,  鈴木尚紀,  西信一,  安宅一晃.  成人用HFO装
置（R100）に適当な加温加湿器は？（3種の加温加湿器の
検討）.  第36回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大
阪

［その他の学会］
山本俊介,  井手岳,  竹田健太,  飯田容子,  安宅一晃,  寺井

岳三,  西信一.  DIC対してトロンボモジュリンアルファが
奏効した2症例.  第54回日本集中治療医学会近畿地方会 
2009.6 和歌山

駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  食道癌切除術後の呼吸管理
に対して化学放射線療法が与える影響.  第54回日本集中
治療医学会近畿地方会 2009.6 和歌山

■その他■
西信一. （フロントエッセイ）息を合わせて,  息を整える.  呼

吸器ケア 2009;7（1）:1.
兵庫医科大学病院ICU,  RST（呼吸ケアチーム）.  人工呼

吸中の鎮静薬使用について.  呼吸器ケア 2009;7（1）:14-
8.

兵庫医科大学病院ICU,  RST（呼吸ケアチーム）. 人工呼
吸器ウィーニング時の酸塩基平衡について.  呼吸器ケア 
2009;7（6）:12-6.
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臨床核医学／核医学・PETセンター
Clinical Nuclear Medicine/

Nuclear Medicine and PET Center

■学術論文■
［総説］
奥直彦.  脳核医学の現状と展望.  兵庫医科大学医学会雑誌 

2009;34:73-8.
藤原由規,  海邉展明,  松本友寛,  山下英孝,  小石健二,  

菊池正二郎,  笹子三津留,  河田修治,  奥直彦,  柏木徹.  
食道癌に対するPET-CT診断の有用性.  癌と化学療法 
2009;36:2508-15.

［原著］
Kishida Y,  Haruna Y,  Naitoh M,  Katayama K,  

Kashiwagi T.  Multiple cytokines profiling of the 
therapeutic responses to ribavirin and pegylated 
interferon-α 2b using an “induction” approach with 
natural interferon-βin dif f icult-to-treat chronic 
hepatitis C.  J Interferon Cytokine Res 2009;29:353-
68.

Tsuda H,  Aoki T,  Oku N,  Kimura Y,  Hatazawa J,  
Kinoshita H.  Functional brain areas associated with 
manipulation of a prehensile tool: a PET study.  Hum 
Brain Mapp 2009;30:2879-89.

Kitagawa K,  Oku N,  Kimura Y,  Yagita Y,  Sakaguchi 
M,  Hatazawa J,  Sakoda S.  Relationship between 
cerebral blood flow and later cognitive decline in 
hypertensive patients with cerebral small vessel 
disease.  Hypertens Res 2009;32:816-20.

■学会発表■
［国際学会］
Kishida Y,  Haruna Y,  Naitoh M,  Katayama K,  

Kashiwagi T.  Multiple cytokines profiling of the 
therapeutic responses to ribavirin and pegylated 
interferon-alpha 2b using an “induction” approach 
with natural interferon-beta in diff icult-to-treat 
chronic hepatitis C.  13th International Symposium on 
Viral Hepatitis and Liver Disease 2009.3 Washington 
DC

Tomita T,  Okugawa T,  Toyoshima F,  Yamasaki T,  Sakurai 
J,  Tanaka J,  Morita T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Watari J,  Matsumoto T,  Kashiwagi T,  Miwa H.  5HT4 
receptor agonist, a mosapride citrate,  facilitate both 
gastric accommodation and emptying in healthy 
volunteers.  GASTRO 2009（UEGW/WCOG） 2009.11 
London

［全国規模の学会］
河田修治,  柏木徹,  奥直彦,  渡辺晋一郎.  FDG-PET/CT

の有用性:悪性胸膜中皮腫の再発・治療効果判定にお
ける検討.  第68回日本医学放射線学会総会・学術集会 
2009.4 横浜

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  森田毅,  金鏞民,  大島忠
之,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃
シンチグラフィを用いた胃排出・貯留能の同時測定―FD
患者の胃運動機能評価―.  第49回日本核医学会学術総
会 2009.10 旭川

奥直彦,  丸山薫,  河田修治,  津田恭,  柏木徹.  大腸癌の肝
転移診断におけるFDG-PET遅延像の意義.  第49回日本
核医学会学術総会 2009.10 旭川

河田修治,  柏木徹,  奥直彦,  津田恭,  丸山薫.  FDG-PET/
CTにおける脊髄への生理的集積の検討.  第49回日本核
医学会学術総会 2009.10 旭川

丸山薫,  河田修治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹.  血糖値の変
動が脳,  肝,  心筋へのFDG集積に及ぼす影響.  第49回日
本核医学会学術総会 2009.10 旭川

［その他の学会］
奥川卓也,  富田寿彦,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中

淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人,  柏木徹.  胃シンチグラフィを用いた胃
貯留能と排出能の同時測定の試み.  第42回日本核医学会
近畿地方会 2009.7 奈良

柏木徹.  消化器領域におけるPET/CT診断. （教育講演）
日本消化器病学会近畿支部第31回教育講演会 2009.9 京
都

［研究会・講演会等］
富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  林千鶴子,  金鏞

民,  大島忠之,  堀和敏,  三輪洋人,  柏木徹.  胃シンチグ
ラフィーを用いた胃適応性弛緩と排出能の同時測定の試
み.  第20回消化器機能画像研究会 2009.2 大阪

河田修治.  悪性胸膜中皮腫の再発・治療効果判定における
FDG-PET/CTの有用性.  第48回兵庫県核医学研究会 
2009.5 神戸

森下悦子,  尾上公一,  木谷仁昭,  前田善裕,  樽岡陽子,  矢
野尾早苗,  立花敬三.  核医学検査における医療従事者の
被ばく線量.  日本核医学技術学会近畿地方会第268回定
例研究会 2009.5 大阪

岡田昌也,  徳川多津子,  中田潤,  谷口享子,  海田勝仁,  吉
原哲,  藤岡龍哉,  池亀和博,  玉置広哉,  相馬俊裕,  小
川啓恭,  丸山薫,  河田修治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹.  
90Y-イブリツモマブ・チウキセタン（ゼヴァリン®）が著効
した再発濾胞性リンパ腫.  第10回大阪リンパ腫研究会 

（OLSG）総会 2009.11 大阪
■ その他■
柏木徹.  PET/CT検査によるがん診断.  PET/CT検査オー

プンセミナー 2009.2 神戸

内視鏡センター
Endoscopic Center

■著書■
大島忠之,  三輪洋人,  鎮痙薬,  堀正二,  菅野健太郎,  門脇
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孝,  乾賢一,  林昌洋  編.  治療薬ハンドブック.  東京:じほ
う, 2009:429-35.

三輪洋人.  胃食道逆流症.  泉孝英  編.  ガイドライン外来診
療.  第9版.  東京:日経メディカル開発, 2009:126-31.

飯室正樹,  松本譽之.  全大腸型の潰瘍性大腸炎に罹患し
た34歳女性.  松末智,  田中清,  本田佳子  編.  ケースで
学ぶ栄養管理の思想プロセス 1 消化管・消化器疾患.  東
京:文光堂, 2009:77-87.

金鏞民,  三輪洋人.  Helicobacter pylori感染者における
NSAIDs服用者の潰瘍診断−本当にNSAIDs潰瘍？.  坂
本長逸  編.  薬剤性消化管障害.  東京:南江堂, 2009:144-
8.

岩切龍一,  片岡洋望,  新谷武,  河村修,  小池智幸,  下山康
之,  名越淳人,  古田賢司,  保坂浩子,  堀和敏,  前田正毅,  
茂木文孝,  和田恒哉.  胃食道逆流症（GERD）診療ガイド
ライン.  日本消化器病学会  編.  東京:南江堂, 2009.

三輪洋人.  Functional dyspepsia（FD）.  白鳥敬子,  菅野
健太郎,  坪内博仁,  日比紀文  編.  消化器研修ノート.  
東京:診断と治療社, 2009:357-9.

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  康典利,  岩田恵典,  齋藤
正紀,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  肝細胞癌の増殖
におけるHDGF（Hepatoma-derived growth factor）の
役割.  小俣政男  編.  消化器疾患におけるエピゲノミクス
とゲノミクス（第16回浜名湖シンポジウム記録集）.  東京:
アークメディア, 2009:199-201.

■学術論文■
［総説］
富田寿彦,  三輪洋人.  FDの二つの病型と診断基準.  成人

病と生活習慣病 2009;39:44-7.
樋田信幸,  松本譽之.  癌化サーベイランス.  日本内科学会

雑誌 2009;98:78-81.
飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  低用量アスピリン起因性

大腸傷害の臨床像.  G.I.Research 2009;17:61-6.
三輪洋人 .  日本人のFDにPPIは必要か？.  クリニシアン 

2009;56:162-7.
大島忠之,  三輪洋人.  非びらん性胃食道逆流症（NERD）
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岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  會
澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中村秀次,  神野良男,  中村

志郎,  松本譽之,  西口修平.  胃切除後患者での胆膵内視
鏡治療におけるダブルバルーン内視鏡（DBE）の有用性.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

金鏞民,  堀和敏,  三輪洋人.  早期胃癌ESDにおける補助診
断としてのEUSの有用性. （ビデオシンポジウム）第77回
日本消化器内視鏡学会総会 2009.5 名古屋

越野健司,  天野祐二,  大島忠之,  三輪洋人,  岩切龍一,  藤
本一眞,  眞部紀明,  山下晴弘,  春間賢,  木下芳一.  拡大
内視鏡によるびらん性食道炎の診断に対する有用性の検
討.  第77回日本消化器内視鏡学会総会 2009.5 名古屋

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  柴田陽子,  吉本直喜,  東
浦晶子,  橋本眞里子,  赤尾憲二,  會澤信弘,  西口修平,  
飯島尋子.  びまん性肝疾患の超音波による評価  造影超
音波検査を用いた慢性肝疾患の肝実質と脾実質の輝度費 

（LS比）の検討. （パネルディスカッション）日本超音波
医学会第82回学術集会 2009.5 東京

吉田昌弘,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  堀和敏,  會澤信弘,  齋藤正紀,  田中弘教,  西
口修平,  飯島尋子.  体外式腹部超音波検査によるGIST5
症例の検討.  日本超音波医学会第82回学術集会 2009.5 
東京

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  
齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるARFIの有用性.  日本超音波医学会
第82回学術集会 2009.5 東京

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平.  C型
肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療法の治療成
績. （ワークショップ）第45回日本肝臓学会総会 2009.6 
神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  西口修平.  Sonazoid造影超
音波による肝癌分化度診断の試み.  第45回日本肝臓学会
総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  Aoki N,  今西宏安,  齋藤正紀,  康典
利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井良
行,  山田大輔,  吉川昌平,  下村壯治,  中村秀次,  西口修
平.  インターフェロン治療支援モデル作成の試み.  第45回
日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修
平.  造影超音波検査を用いた輝度解析による慢性肝炎進
展度の推定の試み.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神
戸

中野宏朗,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山
本晃久,  岩田恵典,  田中弘教,  榎本平之,  康典利,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口修平.  造影
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超音波によるピタバスタチンのNASH改善効果に関する検
討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  森田毅,  金鏞民,  大島忠
之,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃
シンチグラフィを用いた胃排出・貯留能の同時測定−FD
患者の胃運動機能評価−.  第49回日本核医学会学術総
会 2009.10 旭川

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎合併腫瘍性
病変の取り扱いと経過. （シンポジウム）第51回日本消化
器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  櫻井淳,  田中淳二,  富田
寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  ディスペ
プシア症状発現とfatty acid amide hydrolase（FAAH）
遺伝子多型との関連.  第51回日本消化器病学会大会 

（JDDW2009） 2009.10 京都
渡二郎,  盛一健太郎,  三輪洋人.  Helicobacter pylori除菌

後に発生する胃癌の高危険群の予測. （シンポジウム）第
51回日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京
都

富田寿彦,  大島忠之,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた
胃排出・貯留能同時測定法によるFD患者の胃運動機能
評価. （パネルディスカッション）第51回日本消化器病学
会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  應田義雄,  樋
田信幸,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  潰瘍性大腸
炎における末梢血Ｔ細胞の存在と役割について.  第51回
日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

榎本平之,  會澤信弘,  西口修平.  C型慢性肝炎組織におけ
るミトコンドリア遺伝子異常と発癌についての検討.  第13
回日本肝臓学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

下村壯治,  榎本平之,  西口修平,  山田大輔,  石井昭生,  坂
井良行,  吉川昌平,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  田
中弘教,  康典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  中村秀次,  飯島
尋子.  肝組織ミトコンドリア異常からみたC型関連肝癌に
対するインターフェロン治療の意義.  第13回日本肝臓学会
大会（JDDW2009） 2009.10 京都

飯室正樹,  河合幹夫,  河野友彰,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  
應田義雄,  樋田信幸,  中村志郎,  松本譽之.  ベーチェッ
ト病,  単純性潰瘍5症例に対するインフリキシマブ治療経
験.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

河野友彰,  吉田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  樋田信幸,  
中村志郎,  藤元治朗,  三輪洋人 ,  松本譽之.  術前に
Double balloon内視鏡で確定診断された原発小腸癌4例
の臨床的検討.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会　
2009.11 福岡

［その他の学会］
會澤弘信,  岩田恵典 ,  西口修平.  Ｃ型肝硬変に対する

PEG-IFN/Ribavirin併用療法の治療成績. （シンポジウ
ム）第90回日本消化器病学会近畿支部例会 2009.2 大阪

坂井良行,  岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  吉川昌平,  會
澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今

西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平.  上
部消化管内視鏡検査が診断に有用であった十二指腸憩
室炎の一例.  第90回日本消化器病学会近畿支部例会 
2009.2 大阪

山田大輔,  康典利,  石井昭生,  坂井良行,  會澤信弘,  吉川
昌平,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  庄司繁市,  西口
修平.  ステロイドパルス療法が有効であった著明な高ビリ
ルビン血症を伴った薬剤性肝障害の１例.  第90回日本消
化器病学会近畿支部例会 2009.2 大阪

福永健,  日下剛,  樋田信幸,  吉田幸治,  横山陽子,  戸澤勝
之,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  難
治性クローン病患者の新しい長期維持療法のストラテ
ジー:GCAPによるinfliximab効果不充分例に対する橋渡
し治療. （ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学
術集会 2009.2 東京

三輪洋人.  H.pylori陽性胃潰瘍の治療を考える−日本のエ
ビデンスを中心に−. （スポンサードトピックフォーラム）
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

大島忠之,  永原章仁,  富永和作,  井上和彦,  蘆田潔,  富田
寿彦,  三輪洋人.  5-HT1A受容体作動薬は機能性ディスペ
プシアの症状を改善する. （ワークショップ）第5回日本消
化管学会総会学術集会 2009.2 東京

大島忠之,  小瀬木順一,  富田寿彦,  金鏞民,  櫻井淳,  林千
鶴子,  田中淳二,  近藤隆,  橋本佳代,  松本譽之,  三輪洋
人.  慢性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運
動量とNK-1受容体. （ワークショップ）第5回日本消化管
学会総会学術集会 2009.2 東京

近藤隆,  小畑浩一,  櫻井淳,  大島忠之,  野口光一,  三輪洋
人.  ラット胃伸展刺激後の内臓痛とTRPチャンネル,  SP,  
CGRPとの関連. （ワークショップ）第5回日本消化管学会
総会学術集会 2009.2 東京

上小鶴孝二,  福永健,  加藤恭一,  戸澤勝之,  横山陽子,  中
村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  免疫制御性T細胞に注目
した潰瘍性大腸炎患者の病態と予後の相関.  第5回日本
消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

加藤恭一,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  横山陽子,  吉
田幸治,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  出
血型クローン患者におけるインフリキシマブの早期効果.  
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

櫻井宏一,  佐藤克明,  永原章仁,  間部克裕,  秋山純一,  長
見晴彦,  三輪洋人,  木下芳一,  藤本一眞,  春間賢.  上腹
部症状実態調査と上腹部症状に対する消化器系薬剤の
効果比較試験（J-FOCUS）. （コアシンポジウム）第5回日
本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

野上晃司,  樋田信幸,  飯室正樹,  日下剛,  川浩介,  吉
田幸治,  横山陽子,  福永健 ,  中村志郎,  松本譽之 .  
paclitaxel-based regimenによる化学療法中に発症し
た腸炎の2例.  日本消化器病学会近畿支部第90回例会 
2009.2 大阪

林千鶴子,  浅野晴紀,  岡本聡子,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻
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井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和
敏,  三輪洋人,  樋田信幸,  松本譽之,  吉田康彦,  王孔
志,  藤元治朗,  西上隆之.  リンパ節転移が認められた
9mm大の大腸カルチノイドの一例.  日本消化器病学会近
畿支部第90回例会 2009.2 大阪

松本友寛,  笹子三津留,  藤原由規,  山本憲康,  小石健二,  
児島正道,  山村武平,  三輪洋人.  胃空腸吻合術後S-1投
与が奏功し治癒切除し得た幽門狭窄合併進行胃癌の1例.  
第81回日本胃癌学会総会 2009.3 東京

富田寿彦,  新井永達,  三輪洋人.  合併症を有する高齢者早
期胃癌に対するアルゴンプラズマ凝固法の単独治療効果.  
第82回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009.3 大阪

Tanaka H,  Iijima H,  Higashiura A,  Saito M,  Aizawa N,  
Sakai Y,  Yoshikawa S,  Yamamoto T,  Enomoto H,  Iwata 
Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  Nakamura H,  Hirota 
S,  Tujimura T,  Nishigami T,  Yamanaka J,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  New malignancy grading system 
for hepatocellular carcinoma using sonazoid contrast 
enhanced ultrasonography.  3rd International Kobe 
Liver Symposium on HCC with a JSH-ILCA Joint 
Scientific Session 2009.6 Kobe

奥川卓也,  富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  金鏞
民,  大島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  急激な転
帰をたどった門脈ガス血症と腸管気腫症を呈した壊死性
腸炎の１例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

山崎真由子,  戸澤勝之,  野上晃司,  應田義雄,  飯室正樹,  
神野良男,  岡田昌也,  高塚広之,  中村志郎,  松本譽之.  
ダブルバルーン内視鏡で確定診断した小腸原発悪性リン
パ腫の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  應
田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるT
細胞の存在と役割について. （シンポジウム）第46回日本
消化器免疫学会総会 2009.7 松山

近藤隆,  小畑浩一,  三輪洋人,  野口光一.  TRPA1の活性
化はラット胃伸展刺激に伴う内臓痛の発現に関与する.  
第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  加
藤恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福
永健,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  腹腔内膿瘍を合
併した気腹症の1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回
例会 2009.9 京都

山崎尊久,  豊島史彦,  富田寿彦,  奥川卓也,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  肺癌治癒切除5年後に空腸に遠隔転
移を来たした1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回例
会 2009.9 京都

金鏞民,  富田寿彦,  三輪洋人.  ESD適応決定における補助
診断としてのEUSの有用性.  第83回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会 2009.9 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  奥川卓也,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之,  三輪洋人.  Fatty acid amide hydrolase 

（FAAH）遺伝子多型とディスペプシア症状発現との関連.  
第11回日本神経消化器病学会 2009.9 仙台

團野大介,  石川貴巳,  松井聖博,  奥智子,  川端啓太,  立花
久大,  岩田恵典.  不明熱の原因検索中に右上腹部痛を訴
えてCaroli病と診断された１例.  第189回日本内科学近畿
地方会 2009.9 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  會澤信弘,  吉川昌平,  齋藤
正紀,  下村壯治,  西口修平,  飯島尋子.  造影超音波で評
価し得た退形成性膵管癌の一例.  日本超音波医学会第
36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

楊和典,  田中弘教,  岩田恵典,  下村壯治,  山本晃久,  齋藤
正紀,  會澤信弘,  吉川昌平,  西口修平,  飯島尋子.  術中
造影エコーが有用であった膵内分泌腫瘍の一切除例.  日
本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大
阪

樋田信幸,  應田義雄,  松本譽之.  錠剤型腸管洗浄剤による
前処置に影響を与える因子  減量可能な患者の選定に向
けて. （パネルディスカッション）第27回日本大腸検査学
会総会 2009.11 東京 

飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  上部消化管内視鏡検査 
（GIF）では指摘できなかったが，小腸カプセル内視鏡検
査（CE）にて発見され,  GIFによる止血処置を行った上部
消化管病変の３症例. （シンポジウム）第27回日本大腸検
査学会総会 2009.11 東京

會澤信弘.  C型肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療
法の治療成績. （パネルディスカッション）第38回日本肝
臓学会西部会 2009.12 米子

助永憲比古,  田中弘教,  飯島尋子,  石井昭生,  高嶋智之,  
坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  中正恵二,  
廣田誠一,  中井紀博,  麻野泰包,  山中潤一,  藤元治朗.  
EOB-MRIの肝細胞造影相でhigh intensityを呈したHCC
の1例.  第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

三輪洋人.  胃食道逆流症（GERD）の病態と治療−ピロリ菌
との関連を含めて−.  第23回日本消化器内視鏡学会近畿
セミナー 2009.12 大阪

［科学研究費等班会議］
岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  朝

倉敬子,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改定（案）
について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  川浩介,  加藤
恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  應田義雄,  樋田信幸,  飯室
正樹,  中村志郎,  柏村信一郎.  抗TNF-α抗体療法がク
ローン病患者の末梢免疫システムに与える影響（各個研
究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
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20年度第2回総会 2009.2 東京
渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚

文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20
年度第2回総会 2009.2 東京

工藤進英,  大塚和朗,  浜谷茂治,  伊藤治,  樫田博史,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  黒河聖,  今村哲理,  小林清
典,  佐田美和,  高木承,  樋田信幸,  松本譽之,  水野研一,  
渡辺真,  平田一郎,  渡辺憲治,  渡邉聡明.  炎症性腸疾患
関連腫瘍の拡大内視鏡所見の検討.  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」班平成20年度第2回総会 2009.2 
東京

吉田優,  大井充,  東健,  服部正平,  福永健,  樋田信幸,  松
本譽之.  炎症性腸疾患における腸内細菌のメタゲノム解
析および質量分析計を用いたメタボリック・フィンガープリ
ンティングの臨床応用に関する研究（各個研究）.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回
総会 2009.2 東京

岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  朝
倉敬子,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改訂ワーキ
ンググループ報告.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  安藤
朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康夫,  長堀正和,  
松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  友政剛.  潰瘍性
大腸炎治療指針の改訂案について／クローン病治療指針
の改訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

飯塚文瑛,  長堀正和,  長沼誠,  国崎玲子,  樋田信幸.  IBD
手帳  厚生労働省渡辺班版作成  外来診療における効率
の良い情報収集活動（各個研究）.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東
京

［研究会・講演会等］

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  斉藤
慎一,  山中潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  辻村
亨,  廣田誠一.  HCCと鑑別が困難であった細胆管癌の１
例.  第50回日本消化器画像診断研究会 2009.1 沖縄

會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  山中
潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  廣田誠一.  細胆
管癌の2症例.  第15回肝血流動態イメージ研究会 2009.1 
横浜

富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  林千鶴子,  金鏞
民,  大島忠之,  堀和敏,  三輪洋人,  柏木徹.  胃シンチグ
ラフィーを用いた胃適応性弛緩と排出能の同時測定の試
み.  第20回消化器機能画像研究会 2009.2 大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  吉田昌弘,  山平正浩,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  吉本直喜,  赤尾憲二,  會澤信弘,  
齋藤正紀,  下村壯治,  西口修平.  Sonazoid造営超音波に
よる肝癌悪性度分類の試み. （ワークショップ）第22回日
本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会 2009.4 旭川

岩田恵典.  肝膵領域における診断と治療.  尼崎市内科医会
学術講演会 2009.5 尼崎

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  吉田幸治,  横山陽子,  應田
義雄,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  松本譽之.  事前の
小腸造影で狭窄病変が指摘されずカプセル内視鏡の停留
を来した非特異性多発性小腸潰瘍の2例.  第4回カプセル
内視鏡の臨床応用に関する研究会 2009.5 名古屋

大島忠之,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞
民,  堀和敏,  三輪洋人.  機能性ディスペプシアと遺伝子
多型.  第95回日本消化器病学会附置研究会第3回機能性
ディスペプシア研究会 2009.5 札幌

河野友彰,  飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  カプセル内視
鏡が発見の契機となった空腸動静脈奇形（AVM）の1例.  
第2回日本カプセル内視鏡研究会総会・学術集会 2009.7 
東京

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  吉
川昌平,  山本晃久,  坂井良行,  榎本平之,  岩田恵典,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西
上隆之,  藤元治朗,  西口修平.  肝細胞癌の造影超音波
診断. （パネルディスカッション）第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

豊島史彦,  大島忠之,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿
彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二郎,  三輪洋人.  ディスペプシ
ア症状発現に対する遺伝子多型の関与. （セッション）第
28回消化器病態生理勉強会 2009.8 東京

堀和敏,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中淳二,  林千鶴子,  森
田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  渡二郎,  三輪洋
人,  戸澤勝之,  樋田信幸,  松本譽之.  Globusにおける
cervical inlet patchの関与.  第73回消化器心身医学研究
会学術集会 2009.10 京都

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
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淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた胃
貯留・排出能の同時測定−FD患者の運動機能評価−.  第
51回くすのき会兵庫消化管病態生理研究会 2009.11 神
戸

坂井良行,  岩田恵典,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  會澤
信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島直子,  西口修平.  ERC
にて肝内管狭窄像を呈したアミロイドーシスの一例.  第8
回神戸胆膵疾患研究会 2009.11 神戸

大島忠之,  小瀬木順一,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  慢
性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運動量と
NK-1受容体.  GERD研究会第14回学術集会 2009.11 東
京

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  山
本晃久,  池田直人,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  松
久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対する,  in 
situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプローチ
の試み.  第17回浜名湖シンポジウム 2009.12 静岡

■その他■
Tozawa K,  Ohda Y,  Matsumoto T,  Hori K,  Nishigami 

T.  Clinical challenges and images in GI.  Colonic 
mucosubmucosal elongated polyp.  Gastroenterology 
2009;136:49,366.

後藤秀実,  春間賢,  三輪洋人.  我が国におけるH.pylori除
菌治療後の胃潰瘍治療を考える  胃潰瘍を見つけた場
合,  直ちに除菌治療を行うべきか？. （座談会）Pharma 
Medica 2009;27:135-41.

三輪洋人.  ディスペプシア症状を呈する逆流性食道炎に関
する最新の知見と治療方針. （パンフレット）ディスペプシ
ア症状と酸の関連について.  武田薬品工業, 2009.

三輪洋人 ,  瀧内比呂也,  土井俊彦.  進行胃癌に対する
化学療法はどこまで続けるべきか. （座談会）The GI 
Forefront 2009;5:63-72.

三輪洋人.  H.pylori陽性胃潰瘍の治療を考える−日本のエ
ビデンスを中心に−.  日経メディカル 2009;（４月号特別編
集版）:32-3.

三輪洋人.  要注意！「胸やけ・胃もたれ・胃の痛み」.  読売
ファミリー 2009.11.14:2.

森田毅,  三輪洋人.  11年間,  7,310例の有症状退役軍人内
のHelicobacter pylori血清罹患率の解析.  Helicobacter 
日本語抄訳版 2009;11:47-8.

三輪洋人.  日本初の大規模IBS疫学調査  J-ROAD IIより.  
Astellas Square 2009;5（6）:5．

渡二郎 ,   三輪洋人 .   最新文献紹介.  He l i c obac ter 
Research 2009;13:501-2.

樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎長期罹患症例に対する
サーベイランスのための腫瘍性病変内視鏡アトラス. （文
献紹介）Intestine 2009;13:90-1.

三輪洋人.  GERDの新しい考え方 −特にNERDの病態と治
療−.  第91回東播消化器疾患懇話会 2009.1 加古川

田中弘教,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山
本晃久,  石井昭生,  吉川昌平,  岩田恵典,  榎本平之,  康
典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口
修平.  新たなイメージング技術Acoustic Radiation Force 
Impuls（ARFI）を用いた非侵襲的な線維化診断の有用
性.  第30回兵庫肝炎研究会 2009.1 神戸

三輪洋人.  ディスペプシア症状の中に潜むGERD ～LEGEND 
Studyが明らかにするその重要性～.  タケプロンTV講演会 
2009.1 神戸

三輪洋人.  NERDの病態−胸やけ症状の発現メカニズムの
解明を目指して−.  第9回東京消化管運動研究会 2009.2 
東京

三輪洋人.  IBS患者の実態を考える～患者ニーズをつかむコ
ツ～.  IBS Meet the Specialist 2009.2 東京

堀和敏 .  ピットで胃癌組織型はわかるのか？. （ミニレク
チャー）第272回兵庫県消化管研究会 2009.2 神戸

三輪洋人.  何故胃は痛くなるか？ −上腹部症状の病態と治
療−.  日本人の消化管疾患を考える会 2009.2 堺

三輪洋人 .  上腹部症状の科学的アプローチはどうすべき
か？.  富士吉田医師会学術講演会 2009.3 富士吉田

三輪洋人.  GERDの新しい考え方−特にNERDの病態と治
療−.  胃食道逆流症学術講演会 2009.3 福山

三輪洋人.  なぜ日本人に胃がんは多いのか？どんな人ががん
になりやすく,  どう予防すればいいのか？.  第9回県民医
療公開講座 2009.3 神戸

樋田信幸.  過敏性腸症候群について.  兵庫医科大学市民健
康講座 2009.3 西宮

Oshima T,  Koseki J,  Sakurai J,  Hayashi C,  Tanaka 
J,  Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  NK-1 recepter is involved in the development of 
chronic dyspeptic symptoms in a rat chronic acid 
reflux esophagitis model.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

Tomita T,  Iijima H,  Hashimoto M,  Nishiguchi S,  
Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  Esophageal thickness as a possible marker of 
gastro-Esophageal reflux diseases. A study using 
abdominal ultrasonography.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

三輪洋人 .  上腹部症状の科学的アプローチはどうすべき
か？.  GERD Seminar 2009.4 神戸

飯室正樹.  Infliximab治療した腸型ベーチェット病・単純潰
瘍症例の臨床的検討.  第15回大阪クローン病治療研究会 
2009.4 大阪

三輪洋人.  気持ちと胃の症状.  日本神経消化器病学会市民
公開講座 2009.4 東京

三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？上腹部症状の病態と治
療.  西宮市医師会学術講演会 2009.5 西宮

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療～新し
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いＧＥＲＤガイドラインを含めて～.  久留米Primary Care 
Seminar 2009.5 久留米

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療 ～新
しいGERDガイドラインを含めて～.  鳥取県東部医師会学
術講演会 2009.5 鳥取

三輪洋人.  何故,  胃は痛くなるのか？ −ディスペプシアの病
態と治療−.  明石市医師会内科医会学術講演会 2009.6 
明石

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療 ～新し
いGERDｶ ｲ゙ﾄ ﾗ゙ｲﾝを含めて～.  室蘭市医師会学術講演会 
2009.6 室蘭

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療 ～新
しいGERDガイドラインを含めて～.  Gastrointestinal & 
Cardiovascular Joint Meeting in 相模大野 2009.6 相模
原

岩田恵典.  肝膵領域疾患に対する内視鏡治療.  城下町消化
器病勉強会 2009.6 和歌山

三輪洋人.  何故,  胃は痛くなるのか？ −ディスペプシアの病
態と治療−.  岳南ディスペプシアフォーラム 2009.7 富士

三輪洋人.  新たなエビデンスが示す最適な上腹部症状治療.  
AstraZeneca Primary Care Symposium 2009.7 東京

三輪洋人.  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療 ～新し
いGERDガイドラインを含めて～.  CHIBA PrimaryCare 
Symposium 2009.7 千葉

三輪洋人.  GERDの新しい考え方 −特にNERDの病態と治
療−.  第4回苫小牧消化管研究会 2009.7 苫小牧

三輪洋人.  何故胃は痛くなるのか？−ディスペプシアの病態
と治療−.  第94回姫路消化器病研究会 2009.7 姫路

飯室正樹.  炎症性腸疾患について.  西宮市難病団体連絡協
議会平成21年度難病医療相談会 2009.8 西宮

堀和敏 .  胃がんになる人,  ならない人.  市民健康講座 
2009.9 尼崎

三輪洋人.  気持ちと胃の症状.  日本神経消化器病学会市民
公開講座 2009.9 仙台

三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？−機能性消化管疾患研
究の最前線−.  兵庫県内科医会内科学セミナー 2009.10 
神戸

三輪洋人.  何故  胃は痛くなるのか？−腹部症状発現のメカ
ニズムと治療−.  第9回栃木胃炎フォーラム 2009.10 宇都
宮

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  奥順介,  河合幹夫,  中村
志郎,  松本譽之.  当院におけるカプセル内視鏡検査の臨
床的検討. （症例報告）第36回兵庫県内視鏡治療懇話会 
2009.11 神戸

三輪洋人.  過敏性腸症候群（IBS） −最新知見と新たな治
療の選択肢−.  第80回消化器の知識を増やす会 2009.11 
横浜

三輪洋人.  何故,  胃は痛くなるのか？ −ディスペプシアの病
態と治療−.  第5回宮崎消化器内科セミナー 2009.11 宮
崎

三輪洋人 .  NSA Is消化管障害と細胞間ジャンクション.  

KYOセミナー 2009.11 京都
三輪洋人.  なぜ胃は痛くなるのか？ −ディスペプシアの病態

と治療−.  第7回消化器内科疾患研究会 2009.11 東京
三輪洋人.  年末の暴飲暴食に要注意！知らずに疲れている

あなたの胃  徹底解明スペシャルテーマ:『大実験！『健
康な胃』と『もたれる胃』の違いを徹底解明』.  ABC朝
日放送「最終警告！たけしの本当は怖い家庭の医学」 
2009.12.8

三輪洋人.  私のGERD治療戦略.  ソネットエムスリー㈱Web
コンテンツ 2009.12

會澤信弘.  C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα2a/RBV多施
設共同研究．Hepatitis Forum 2009 HYOGO 2009.12 
神戸

堀和敏.  ヘリコバクターピロリ除菌療法の実際.  第2回兵庫
医科大学病院病薬連携セミナー 2009.12 尼崎

超音波センター
Ultrasound Imaging Center

■著書■
飯島尋子,  田中弘教,  齋藤正紀,  東浦晶子,  西口修平.  ペ

ルフルブタンマイクロバブル造影によるダイナミックスタ
ディとKupfferイメージによる肝腫瘍診断.  森安史典  監.  
肝癌の組織学的分化度診断と生物学的悪性度の予知 

（肝血流動態イメージ研究会シンポジウム記録集）.  第1
版.  東京:メディカルトリビューン, 2008:46-53. 

飯島尋子.  ラジオ波焼灼療法,  マイクロ波凝固療法,  エタ
ノール注入療法.  山口徹,  北原光夫,  福井次矢  総編.  
今日の治療指針2009年版.  東京:医学書院, 2009:388-90.

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  康典利,  岩田恵典,  齋藤
正紀,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  肝細胞癌の増殖
におけるHDGF（Hepatoma-derived growth factor）の
役割.  小俣政男  編.  消化器疾患におけるエピゲノミクス
とゲノミクス（第16回浜名湖シンポジウム記録集）.  東京:
アークメディア, 2009:199-201.

■学術論文■
［総説］
合田亜希子,  増山理.  心臓超音波（心エコー）検査.  Heat 

Nursing 2009;22:127-33.
飯島尋子.  肝疾患の造影超音波診断−その変遷と新しい展

開−.  肝臓 2009;50:105-21.
合田亜希子,  増山理.  心エコー・ドプラ法による拡張期心

不全の診断法.  心エコー 2009;10:270-9.
田中弘教,  飯島尋子.  肝細胞癌および前癌病変のソナゾイ

ド造影超音波検査.  消化器科 2009;48:444-8.
飯島尋子.  診断の有用性を臨床で生かすSonazoidによる

肝腫瘍造影超音波診断の現状と今後の可能性.  新医療 
2009;36:52-5.

合田亜希子,  増山理.  拡張性心不全の確定診断と心エコー
法の役割.  Cardiac Practice 2009;20:289-94.
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飯島尋子.  NASHの診断  画像診断.  治療学 2009;43:1065-
9．

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  柴田陽子,  東浦晶子,  橋
本眞里子,  吉本直喜,  赤尾憲二,  會澤信弘,  齋藤正紀,  
西口修平,  飯島尋子.  造影超音波検査を用いた慢性肝炎
の肝実質と脾実質の輝度比（LS比）による肝障害度の推
定.  Rad Fan 2009;7:66-8.

田中弘教,  飯島尋子,  橋本眞里子,  柴田陽子,  東浦晶子,  
吉田昌弘,  山平正浩,  西村純子,  吉本直喜,  松永桃子,  
池岡直子,  吉川昌平,  會澤信弘,  齋藤正紀,  下村壯治,  
西口修平.  肝腫瘍におけるソナゾイド造影超音波の検査
条件.  Rad Fan 2009;7:85-7.

飯島尋子.  Bモード超音波・造影超音波診断による画像診
断.  The Liver Cancer Journal 2009;1:71-7.

［原著］
Yamamoto T,  Nakamura H,  Liu W,  Cao K,  Yoshikawa 

S,  Enomoto H,  Iwata Y,  Koh N,  Saito M,  Imanishi 
H,  Shimomura S,  Iijima H,  Hada T,  Nishiguchi S.  
Involvement of hepatoma-derived growth factor in the 
growth inhibition of hepatocellular carcinoma cells by 
vitamin K（2）.  J Gastroenterol 2009;44:228-35.

Yoshida C,  Nakao S,  Goda A,  Naito Y,  Matsumoto M,  
Otsuka M,  Shimoshikiryo M,  Eguchi A,  Lee-Kawabata 
M,  Tsujino T,  Masuyama T.  Value of assessment 
of left atrial volume and diameter in patients with 
heart failure but with normal left ventricular ejection 
fraction and mitral f low velocity pattern.  Eur J 
Echocardiogr 2009;10:278-81.

Naito Y,  Tsujino T,  Lee-Kawabata M,  Matsumoto M,  
Ezumi A,  Nakao S,  Goda A,  Ohyanagi M,  Masuyama 
T.  Matrix metalloproteinase-1 and -2 levels are 
differently regulated in acute exacerbation of heart 
failure in patients with and without left ventricular 
systolic dysfunction.  Heart Vessels 2009;24:181-6.

Goda A,  Nakao S,  Tsujino T,  Otsuka M,  Matsumoto 
M,  Yoshida C,  Naito Y,  Lee-Kawabata M,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Inappropriateness of ventricular 
hypertrophy is important as a determinant of BNP 
but not of diastolic filling in untreated hypertensive 
patients.  Hypertens Res 2009;32:916-9. 

Sasaki S,  Iijima H,  Moriyasu F,  Waki H.  Definition 
of contrast enhancement phases of the liver using 
a perfluoro-based microbubble agent,  perflubutane 
microbubbles.  Ultrasound Med Biol 2009;35:1819-27.

［症例報告］
田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  坂井良行,  吉

川昌平,  山本晃久,  榎本平之,  岩田恵典,  康典利,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  藤元治
朗,  西口修平.  Sonazoid造影超音波による新しい肝癌悪
性度分類法の試み.  肝臓 2009;50:397-9.

■学会発表■

［国際学会］
Enomoto H,  Inoue SI,  Yamada D,  Sakai Y,  Aizawa 

N,  Yoshikawa S,  Yamamoto T,  Ishii A,  Koh N,  
Iwata Y,  Saito M,  Imanishi H,  Shimomura S,  Iijima 
H,  Nakamura H,  Matsuhisa A,  Nishiguchi S.  
Detection of the causative pathogen using the in-situ 
hybridaization kit in a patient with spontaneous 
bacterial peritonitis.  19th Conference of the Asian 
Pacific Association for the Study of the Liver 2009.2 
Hong Kong

Liu WD,  Nakamura H,  Cao K,  Yamamoto T,  Enomoto 
H,  Iwata Y,  Koh N,  Saito M,  Imanishi H,  Shimomura 
S,  Iijima H,  Nishiguchi S.  Vitamin K2 suppresses the 
expression of fibroblast growth factor receptor 3 in 
Hepatocellular carcinoma cell.  19th Conference of the 
Asian Pacific Association for the Study of the Liver 
2009.2 Hong Kong

Tsujino T,  Ezumi A,  Wakabayashi K,  Naito Y,  Kawabata 
M ,  Nakao S,  Goda A ,  Otsuka M ,  Yoshida C,  
Matsumoto M,  Akahori H,  Sakata Y,  Yamamoto K,  
Daimon T,  Masuyama T.  Strict blood pressure control 
is useful for preventing the progression of mild aortic 
stenosis in hypertensive patients.  17th Asian Pacific 
Congress of Cardiology 2009.5 Kyoto

Nakaboh A,  Goda A,  Otsuka M,  Yoshida C,  Matsumoto 
M,  Mine T,  Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama T.  
Parasympathetic activation is closely involved in the 
age-related change in mitral E/A ratio.  American 
Society of Echocardiography Scientific Session 2009 
2009.6 Washington DC

Tanaka H,  Iijima H,  Nishiguchi S.  Cost-Effectiveness 
analysis concerning the surveillance of hepatocellular 
carcinoma with contrast enhanced ultrasonography. 

（Certificate of Merit）12th World Congress of the 
World Federation for Ultrasound in Medicine and 
Biology 2009.8 Sydney

Tanaka H,  Iijima H,  Saito M,  Aizawa N,  Yamamoto 
T,  Enomoto H,  Iwata Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  
Hirota S,  Hirota S,  Yamanaka J,  Iimuro Y,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  New malignancy grading system 
for hepatocellular carcinoma using sonazoid contrast 
enhanced ultrasonography.  The 60th Annual Meeting 
of the American Association for the Study of Liver 
Diseases（AASLD2009） 2009.10 Boston

Iijima H,  Tanaka H,  Saito M,  Aizawa N,  Yamamoto 
T,  Enomoto H,  Iwata Y,  Imanishi H,  Shimomura 
S,  Yamanaka J,  Fujimoto J,  Hirota S,  Tsujimura T,  
Nishiguchi S.  Non-invasive diagnosis of liver fibrosis 
using virtual touch tissue quantification.  The 60th 
Annual Meeting of the American Association for 
the Study of Liver Diseases（AASLD2009） 2009.10 
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Boston
Yamanaka J,  Sugimoto T,  Iijima H,  Tanaka H,  Hirano 

T,  Kuroda N,  Okada T,  Saito S,  Asano Y,  Uyama 
N,  Satake M,  Yoshida Y,  Suzumura K,  Kondo Y,  
Iimuro Y,  Shimomura S,  Nakamura H,  Nishiguchi 
S,  Fujimoto J.  Usefulness of contrast-enhanced 
intraoperative ultrasonography in cirrhotic patients 
undergoing l iver resect ion for hepatocel lu lar 
ca rc inoma.  The 60th Annua l Meet ing of the 
American Association for the Study of Liver Diseases 

（AASLD2009） 2009.10 Boston
Enomoto H,  Tsujimura T,  Nakamura H,  Imanishi 

H,  Saito M,  Yamamoto T,  Iwata Y,  Tanaka H,  
Shimomura S,  Iijima H,  Nishiguchi S.  Analyses 
of the ant iang iogenet ic and ant itumor ef fects 
of interferons.  The 60th Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases 

（AASLD2009） 2009.10 Boston
［全国規模の学会］
Masuyama T,  Goda A,  Yoshida C,  Nakaboh A,  Otsuka 

M,  Kawabata M,  Tsujino T.  New echocardiographic 
technologies.  How can we upgrade clinical skill with 
recent echocardiographic new technologies?. （Keynote 
Lecture）第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Matsumoto M,  Tsujino T,  Kawabata M,  Naito Y,  Ezumi 
A,  Nakao S,  Goda A,  Yoshida C,  Akahori H,  Sakoda 
T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Inhibition of renin-
angiotensin system may not be effective in patients 
with chronic heart failure and preserved ejection 
fraction.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Matsumoto M,  Tsujino T,  Kawabata M,  Naito Y,  Ezumi A,  
Nakao S,  Goda A,  Yoshida C,  Akahori H,  Sakoda T,  
Ohyanagi M,  Tomosugi N,  Masuyama T.  Hepcidin: a 
novel marker in the management of anemia in chronic 
heart failure.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 
2009.3 大阪

Akahori H,  Tsujino T,  Ezumi A,  Wakabayashi K,  Naito Y,  
Kawabata M,  Nakao S,  Goda A,  Otsuka M,  Yoshida C,  
Matsumoto M,  Sakata Y,  Yamamoto K,  Masuyama T.  
Strict blood pressure control is useful for preventing 
the progression of mild aortic stenosis in hypertensive 
patients.  第73回日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 
大阪

Yoshida C,  Goda A,  Nakao S,  Otsuka M,  Naito Y,  
Nakaboh A,  Matsumoto M,  Kawabata M,  Tsujino T,  
Masuyama T.  Sensitive and reproducible detection of 
diastolic dysfunction with strain imaging in patients 
with early-stage untreated hypertension.  第73回日本
循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Yoshida C,  Kawabata M,  Tsujino T,  Sakoda T,  Nakao S,  
Goda A,  Otsuka M,  Naito Y,  Matsumoto M,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Addition of statin is particularly 
beneficial in early induction stage of beta-blocker 
therapy in patients with chronic heart failure.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Nakaboh A,  Goda A,  Nakao S,  Tsujino T,  Yuba 
M,  Otsuka M,  Matsumoto M,  Yoshida C,  Naito 
Y,  Kawabata M,  Masuyama T.  Affecting factors 
on changes in LV geometry from sphere to ellipse 
following antihypertensive treatment.  第73回日本循環
器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

Nakaboh A,  Goda A,  Nakao S,  Otsuka M,  Yoshida 
C,  Matsumoto M,  Ezumi A,  Kawabata M,  Tsujino T,  
Masuyama T.  Parasympathetic deactivation accounts 
for the age-related change in mitral E/A ratio.  第73回
日本循環器学会総会・学術集会 2009.3 大阪

辻野健,  江角章,  若林可奈,  川端正明,  合田亜希子,  中
尾伸二,  山本一博,  坂田泰史,  大柳光正,  増山理.  良好
な血圧コントロールは大動脈弁狭窄症の進行を抑制する.  
第106回日本内科学会総会・講演会 2009.4 東京

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  肝胆膵領域の画像診断の
進歩Sonazoid造影超音波による肝細胞癌および前癌病変
の診断. （ワークショップ）第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

田中弘教,  飯島尋子,  Aoki N,  下村壯治,  今西宏安,  齋
藤正紀,  康典利,  榎本平之,  岩田恵典,  中村秀次,  西口
修平.  C型肝炎患者に対する造影超音波検査による肝癌
サーベイランスの費用効果分析.  第95回日本消化器病学
会総会 2009.5 札幌

飯島尋子,  田中弘教,  吉川昌平,  齋藤正紀,  中村秀次,  下
村壯治,  今西宏安,  康典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本
晃久,  會澤信弘,  坂井良行,  山田大輔,  西口修平.  レボ
ビスト造影超音波検査からみたピタバスタチンのNASH改
善効果に関する基礎的検討.  第95回日本消化器病学会
総会 2009.5 札幌

岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  會
澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中村秀次,  神野良男,  中村
志郎,  松本譽之,  西口修平.  胃切除後患者での胆膵内視
鏡治療におけるダブルバルーン内視鏡（DBE）の有用性.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井利行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  斉藤
慎一,  山中潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之.  細胆
管癌の2症例.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札
幌

神山直久,  飯島尋子.  断層像にみられるアーチファクトの成
因と対策. （シンポジウム）日本超音波医学会第82回学術
集会 2009.5 東京
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田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  下村壯治,  齋藤正紀,  藤
元治朗,  廣田誠一,  廣田省三,  西口修平.  造影超音波検
査を用いた肝癌の悪性度分類. （シンポジウム）日本超音
波医学会第82回学術集会 2009.5 東京

飯島尋子,  田中弘教,  西口修平.  ARFIによる肝疾患診
断. （シンポジウム）日本超音波医学会第82回学術集会 
2009.5 東京

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  柴田陽子,  吉本直喜,  東
浦晶子,  橋本眞里子,  赤尾憲二,  會澤信弘,  西口修平,  
飯島尋子.  びまん性肝疾患の超音波による評価  造影超
音波検査を用いた慢性肝疾患の肝実質と脾実質の輝度費 

（LS比）の検討. （パネルディスカッション）日本超音波
医学会第82回学術集会 2009.5 東京

齋藤正紀,  飯島尋子,  東浦晶子,  吉川昌平,  田中弘教,  工
藤篤,  前山史朗,  有井滋樹,  西口修平.  非アルコール性
脂肪性肝炎の病態と造影超音波検査による臨床経過の
評価について. （パネルディスカッション）日本超音波医学
会第82回学術集会 2009.5 東京

橋本眞里子,  田中弘教,  田中益水,  合田亜希子,  飯島尋子.  
兵庫医大超音波センターにおける検査報告書システムの
変遷と現状. （パネルディスカッション）日本超音波医学
会第82回学術集会 2009.5 東京

吉田昌弘,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  堀和敏,  會澤信弘,  齋藤正紀,  田中弘教,  西
口修平,  飯島尋子.  体外式腹部超音波検査によるGIST5
症例の検討.  日本超音波医学会第82回学術集会 2009.5 
東京

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  
齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるARFIの有用性.  日本超音波医学会
第82回学術集会 2009.5 東京

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  吉本直喜,  
山平正浩,  吉田昌弘,  藤元治朗,  飯島尋子.  興味深い造
影超音波所見を呈した胆管細胞癌の１例.  日本超音波医
学会第82回学術集会 2009.5 東京

光法雄介,  田中真二,  有井滋樹,  飯島尋子,  森安史典,  野
口典男,  工藤篤,  黒川敏昭,  中村典明.  画像診断の進歩 
肝腫瘍に対する術中造影超音波の有用性. （ワークショッ
プ）第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井利行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平.  C型
肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療法の治療成
績. （ワークショップ）第45回日本肝臓学会総会 2009.6 
神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  西口修平.  Sonazoid造影超
音波による肝癌分化度診断の試み.  第45回日本肝臓学会
総会 2009.6 神戸

中村秀次,  榎本平之,  山本晃久,  吉川昌平,  劉衛東,  會澤
信弘,  坂井良行,  岩田恵典,  康典利,  齋藤正紀,  今西宏
安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  血漿中の肝癌由来
増殖因子HDGFは肝癌の腫瘍マーカーとなりうるか?.  第
45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  Aoki N,  今西宏安,  齋藤正紀,  康典
利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井良
行,  山田大輔,  吉川昌平,  下村壯治,  中村秀次,  西口修
平.  インターフェロン治療支援モデル作成の試み.  第45回
日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

劉衛東,  中村秀次,  榎本平之,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  岩田恵典,  康典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯
治,  飯島尋子,  西口修平.  HDGF抑制による肝細胞癌細
胞の腫瘍原性の阻害.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 
神戸

榎本平之,  辻村亨,  今西宏安,  齋藤正紀,  康典利,  田中弘
教,  岩田恵典,  山田大輔,  石井昭生,  坂井良行,  吉川昌
平,  會澤信弘,  山本晃久,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋
子,  西口修平.  インターフェロンによる肝癌増殖抑制機序
の検討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

吉川昌平,  飯島尋子,  石井昭生,  坂井良行,  會澤信弘,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  田中弘教,  今西宏安,  下
村壯治,  中村秀次,  西口修平,  工藤篤,  有井滋樹,  和
氣健二郎.  NASHラットモデル（MCDDラット）における
クッパー細胞の貪食能の検討.  第45回日本肝臓学会総会 
2009.6 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  齋藤正紀,  下村壯治,  今西宏安,  康
典利,  榎本平之,  岩田恵典,  山本晃久,  會澤信弘,  坂井
良行,  山田大輔,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修
平.  造影超音波検査を用いた輝度解析による慢性肝炎進
展度の推定の試み.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神
戸

中野宏朗,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山
本晃久,  岩田恵典,  田中弘教,  榎本平之,  康典利,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口修平.  造影
超音波によるピタバスタチンのNASH改善効果に関する検
討.  第45回日本肝臓学会総会 2009.6 神戸

吉川麗月,  柳秀憲,  藤原由規,  飯島尋子.  5-FU infusion-
based chemotherapy随伴肝障害における造影超音波 

（CEUS）の臨床的意義.  第47回日本癌治療学会学術集
会 2009.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  非侵襲的肝病態評価法の
進歩 Virtual Touch Tissue Quantificationによる肝疾患
診断.  第13回日本肝臓学会大会（JDDW2009） 2009.10 
京都

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  早期肝細胞癌の診断スト
ラテジー  早期肝癌の診断における造影超音波検査の
位置づけ. （ワークショップ）第13回日本肝臓学会大会 

（JDDW2009） 2009.10 京都
齋藤正紀,  飯島尋子,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  岩

田恵典,  田中弘教,  榎本平之,  今西宏安,  下村壯治,  中
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村秀次,  西口修平.  メタボリック症候群とC型慢性肝
炎の関連.  第13回日本肝臓学会大会（JDDW2009） 
2009.10 京都

中村秀次,  榎本平之,  山本晃久,  會澤信弘,  吉川昌平,  山
田大輔,  石井昭生,  坂井良行,  田中弘教,  岩田恵典,  康
典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平.  早期肝細胞癌における血漿中の肝癌由来増
殖因子H DGFの測定意義．第13回日本肝臓学会大会 

（JDDW2009） 2009.10 京都
下村壯治,  榎本平之,  西口修平,  山田大輔,  石井昭生,  坂

井良行,  吉川昌平,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  田
中弘教,  康典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  中村秀次,  飯島
尋子.  肝組織ミトコンドリア異常からみたC型関連肝癌に
対するインターフェロン治療の意義.  第13回日本肝臓学会
大会（JDDW2009） 2009.10 京都

赤堀宏州,  辻野健,  江角章,  若林可奈,  合田亜希子,  中
尾伸二,  内藤由朗,  大塚美里,  松本実佳,  吉田千佳
子,  川端正明,  坂田泰史,  山本一博,  大柳光正,  増山理.  
JSH2009血圧値分類と大動脈弁狭窄症進行度の関係.  
第32回日本高血圧学会総会 2009.10 滋賀

江口明世,  合田亜希子,  中坊亜由美,  中尾伸二,  辻野健,  
大塚美里,  松本実佳,  吉田千佳子,  川端正明,  増山理.  
高血圧心における左室内腔形態と左室肥大・拡張能との
関連,  また降圧治療に伴う左室内その変化と血漿BNP・
アルドステロン値の関係.  第32回日本高血圧学会総会
2009.10 滋賀

［その他の学会］
坂井良行,  岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  吉川昌平,  會

澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平.  上
部消化管内視鏡検査が診断に有用であった十二指腸憩
室炎の一例.  第90回日本消化器病学会近畿支部例会 
2009.2 大阪

山田大輔,  康典利,  石井昭生,  坂井良行,  會澤信弘,  吉川
昌平,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  庄司繁市,  西口
修平.  ステロイドパルス療法が有効であった著明な高ビリ
ルビン血症を伴った薬剤性肝障害の１例.  第90回日本消
化器病学会近畿支部例会 2009.2 大阪

中坊亜由美,  合田亜希子,  中尾伸二,  大塚美里,  吉田千佳
子,  松本実佳,  川端正明,  辻野健,  増山理.  左室流入血
流速波形の加齢に伴う変化には,  副交感神経活性が関与
する.  第20回日本心エコー図学会学術集会 2009.4 高松

Tanaka H,  Iijima H,  Higashiura A,  Saito M,  Aizawa N,  
Sakai Y,  Yoshikawa S,  Yamamoto T,  Enomoto H,  Iwata 
Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  Nakamura H,  Hirota 
S,  Tujimura T,  Nishigami T,  Yamanaka J,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  New malignancy grading system 
for hepatocellular carcinoma using sonazoid contrast 
enhanced ultrasonography.  3rd International Kobe 
Liver Symposium on HCC with a JSH-ILCA Joint 

Scentific Session 2009.6 Kobe
飯島尋子.  腹部造影超音波検査の現状と未来. （教育講

演）第34回日本超音波検査学会 2009.6 鹿児島
田丸裕人,  川端正明,  内藤由朗,  吉田千佳子,  中村浩彰,  

合田亜希子,  江角章,  辻野健,  増山理.  虚血性僧帽弁逆
流が過小評価された治療抵抗性心不全の1例.  第107回日
本循環器学会近畿地方会 2009.6 大阪

飯島尋子.  肝疾患の造影超音波診断 −現状と展望−. （ラ
ンチョンセミナー）日本超音波医学会第38回東北地方会
学術集会 2009.9 福島

飯島尋子.  肝臓超音波診断の進歩. （ランチョンセミナー）
日本超音波医学会第45回中国地方学術集会・第8回中国
地方会講習会 2009.9 広島

合田亜希子,  中尾伸二,  吉田千佳子,  中坊亜由美,  増山理.  
心筋症・心不全においてStrain・Strain Rate法を用いた
局所心筋機能評価の意義. （シンポジウム）第57回日本心
臓病学会学術集会 2009.9 札幌

江口朋世,  吉田千佳子,  合田亜希子,  大塚美里,  内藤由朗,  
松本実佳,  中尾伸二,  川端正明,  辻野健,  増山理.  心
筋Strain法を用いた未治療高血圧症におけるごく早期の
左室局所拡張能評価.  第57回日本心臓病学会学術集会 
2009.9 札幌

大塚美里,  合田亜希子,  中坊亜由美,  吉田千佳子,  松本実
佳,  江口朋世,  中尾伸二,  川端正明,  辻野健,  増山理.  
未治療高血圧症例において降圧薬投与前後の左室後壁
の動きから評価した左室スティフネスの変化.  第57回日
本心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

江口朋世,  吉田千佳子,  合田亜希子,  松本実佳,  内藤由朗,  
川端正明,  辻野健,  増山理.  高血圧患者におけるカルシ
ウム拮抗薬とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の長期連
用に伴う拡張能障害と心筋線維化について.  第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中坊亜由美,  合田亜希子,  中尾伸二,  大塚美里,  吉田千佳
子,  江口朋世,  松本実佳,  川端正明,  辻野健,  増山理.  
未治療高血圧患者の不適切左室肥大（inappropriateness 
of LVmass）とBNP,  左室拡張能との関連.  第57回日本心
臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  吉田千佳子,  江口朋
世,  松本実佳,  川端正明,  辻野健,  増山理.  慢性心不全
患者のβ遮断薬導入に伴う左室心筋スティフネスの評価  
心エコーによる左室心外膜面の動きの検討.  第57回日本
心臓病学会学術集会 2009.9 札幌

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  吉田千佳子,  江口
朋世,  松本実佳,  峰隆直,  川端正明,  辻野健,  増山
理.  左室流入血流速波形の加齢に伴う変化には,  副交感
神経活性が関与する.  第57回日本心臓病学会学術集会 
2009.9札幌

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid®を用いた慢性肝疾患の肝実質と脾実質の輝度
比（LS比）の検討.  日本超音波医学会第36回関西地方会
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学術集会 2009.10 大阪
東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋

本眞里子,  藤元治朗,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid Kupffer イメージを用いたlow MIとhigh MIに
よる肝細胞癌診断の試み.  日本超音波医学会第36回関
西地方会学術集会 2009.10 大阪

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  西村純子,  
松永桃子,  山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid造影超音波検査の臨床検査値に及ぼす影響.  
日本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 
大阪

吉本直喜,  山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  西口修平,  赤尾憲二,  田中弘教,  飯島尋子.  
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）に対するピタバスチン
の改善作用 −ラットモデルにおける検討−.  日本超音波
医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  
齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるAcoustic Radiation Force Impulse 

（ARFI）の有用性. （シンポジウム）日本超音波医学会
第36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  斎藤雅博,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋
子.  肝腫瘍性病変におけるAcoustic Radiation Force 
Impulse（ARFI）の検討.  日本超音波医学会第36回関西
地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  橋本眞里子,  柴田陽子,  西村純
子,  松永桃子,  吉本直喜,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋
子.  慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
ARFIの乖離例の検討.  日本超音波医学会第36回関西地
方会学術集会 2009.10 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  會澤信弘,  吉川昌平,  齋藤
正紀,  下村壯治,  西口修平,  飯島尋子.  造影超音波で評
価し得た退形成性膵管癌の一例.  日本超音波医学会第
36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

楊和典,  田中弘教,  岩田恵典,  下村壯治,  山本晃久,  齋藤
正紀,  會澤信弘,  吉川昌平,  西口修平,  飯島尋子.  術中
造影エコーが有用であった膵内分泌腫瘍の一切除例.  日
本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大
阪

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平,  飯島尋子.  造
影超音波検査の肝実質相を用いたNASH鑑別法の検討.  
日本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 
大阪

田中弘教,  飯島尋子.  肝腫瘍におけるFundamental B 
modeと造影超音波の比較.  日本超音波医学会第36回関
西地方会学術集会 2009.10 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  西口修平.  造影超音波のKupffer 
Phaseからみた非アルコール性脂肪性肝炎の診断と病態. 

（シンポジウム）第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米
子

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  Virtual Touch Tissue 
Quantification法を用いた肝線維化の非襲的評価法.  第
38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

助永憲比古,  田中弘教,  飯島尋子,  石井昭生,  高嶋智之,  
坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  中正恵二,  
廣田誠一,  中井紀博,  麻野泰包,  山中潤一,  藤元治朗.  
EOB-MRIの肝細胞造影相でhigh intensityを呈したHCC
の1例.  第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

［科学研究費等班会議］
飯島尋子,  田中弘教.  肝細胞癌早期発見を目的とした効率

的かつ非侵襲的な診断法の検討.  厚生労働科学研究費
補助金肝炎等克服緊急対策研究事業「肝癌早期発見を
目的とした分子マーカーおよび画像診断システムの開発」
班平成21年度第3回班会議 2009.5 東京

飯島尋子,  田中弘教.  肝細胞癌診断における造影エコーの
位置づけ.  厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急
対策研究事業「肝癌早期発見を目的とした分子マーカー
および画像診断システムの開発」班平成21年度第4回班会
議 2009.11 東京

［研究会・講演会等］
會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井利行,  吉川昌平,  山

本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  斉藤
慎一,  山中潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  辻村
亨,  廣田誠一.  HCCと鑑別が困難であった細胆管癌の1
例.  第50回日本消化器画像診断研究会 2009.1 沖縄

光法雄介,  田中真二,  有井滋樹,  飯島尋子,  森安史典.  術
中造影超音波による肝細胞癌の分化度診断.  第15回肝血
流動態イメージ研究会 2009.1 横浜

會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  山中
潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  廣田誠一.  細胆
肝癌の2症例.  第15回肝血流動態イメージ研究会 2009.1 
横浜

中嶋一恵,  柴田陽子,  橋本眞里子,  東浦晶子,  伊藤敬,  村
瀬慶子,  三好康雄,  田中弘教,  飯島尋子.  術前化学療法
にて病理学的完全奏効（pCR）が得られた充実腺管癌の
エコー像.  第117回大阪超音波研究会 2009.3 大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  吉田昌弘,  山平正浩,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  吉本直喜,  赤尾憲二,  會澤信弘,  
齋藤正紀,  下村壯治,  西口修平.  Sonazoid造営超音波に
よる肝癌悪性度分類の試み. （ワークショップ）第22回日
本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会 2009.4 旭川

山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡田敏弘,  王
孔志,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  佐竹
真,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村美
智子,  飯島尋子,  廣田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細
胞癌初回切除後10年生存に関与する予後因子の検討. （シ
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ンポジウム）第45回日本肝癌研究会 2009.7 福岡
田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  吉

川昌平,  山本晃久,  坂井良行,  榎本平之,  岩田恵典,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西
上隆之,  藤元治朗,  西口修平.  肝細胞癌の造影超音波
診断. （パネルディスカッション）第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

下村壯治,  山本晃久,  池田直人,  石井昭生,  高嶋智之,  坂
井良行,  吉川昌平,  會澤信弘,  田中弘教,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  中村秀次,  飯島尋子,  西
口修平.  C型関連肝癌RFA後のインターフェロン治療の意
義 −Propensity scoreによる検討−.  第45回日本肝癌研
究会 2009.7 福岡

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  廣
田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細胞癌切除における
術中造影超音波検査の有用性.  第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

坂井良行,  岩田恵典,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  會澤
信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島直子,  西口修平.  ERC
にて肝内管狭窄像を呈したアミロイドーシスの一例.  第8
回神戸胆膵疾患研究会 2009.11 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  和氣健二郎.  造影超音
波kupffer phaseの肝実質染影の低下とSonazoid気泡の
細胞内変化の関係.  第23回肝類洞壁細胞研究会学術集
会 2009.12 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
山平正浩,  吉本直喜,  西口修平,  和氣健二郎.  NASH
における肝実質染影低下の要因−NASHモデルラットの
Kupffer細胞の形態観察による検討.  第23回肝類洞壁細
胞研究会学術集会 2009.12 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
齋藤正紀,  山平正浩,  吉本直喜,  西上隆之,  辻村亨,  西
口修平,  和氣健二郎.  NASHモデルラットに対するスタチ
ンの効果−造影超音波と形態学的検討−.  第23回肝類洞
壁細胞研究会学術集会 2009.12 大阪

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  山
本晃久,  池田直人,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  松
久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対する,  in 
situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプローチ
の試み.  第17回浜名湖シンポジウム 2009.12 静岡

■その他■
名越澄子,  橋本悦子,  金本眞美,  西玉枝,  大西幸代,  進

藤道子,  井廻道夫,  岡博子,  長谷部千登美,  飯島尋
子,  落合香織,  斎藤明子,  三代俊治.  肝臓學と日本肝臓
學會の浮沈の鍵は女性が握っている？. （座談会）肝臓 
2009;50:6-20.

田中弘教,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山
本晃久,  石井昭生,  吉川昌平,  岩田恵典,  榎本平之,  康

典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口
修平.  新たなイメージング技術Acoustic Radiation Force 
Impuls（ARFI）を用いた非侵襲的な線維化診断の有用
性.  第30回兵庫肝炎研究会 2009.1 神戸

飯島尋子.  肝腫瘍スクリーニングと造影超音波. （特別講
演）第25回武蔵野肝癌談話会 2009.1 東京

飯島尋子.  超音波デモンストレーションによる肝臓スクリー
ニング法と肝腫瘍の最新診断. （特別講演）南あわじ市医
師会臨床談話会 2009.1 淡路

飯島尋子.  ARFIによる肝線維化の評価. （学術講演）消化
器超音波研究会（近畿） 2009.2 大阪

飯島尋子.  肝腫瘍の造影超音波診断. （特別講演）第14回
筑後肝癌研究会 2009.2 福岡

飯島尋子.  肝腫瘍造影診断と肝腫瘍組織性状診断の試み. 
（特別講演）消化器エコー研究会 2009.2 東京

飯島尋子.  肝腫瘍造影診断と肝腫瘍組織性状診断の試み. 
（特別講演）消化器超音波研究会 2009.2 広島

田中弘教.  肝疾患に対する画像診断.  第4回兵庫肝疾患診
療連携フォーラム 2009.3 西宮

飯島尋子.  肝疾患の造影超音波診断. （講演）第1回近畿消
化器女性医師の会 2009.6 大阪

飯島尋子.  肝疾患における画像診断の進歩. （特別講演）
第5回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 2009.6 西宮

飯島尋子.  超音波による慢性肝疾患の機能診断. （特別講
演）第10回三重肝疾患治療研究会 2009.7 三重

田中弘教 .  IFN治療支援モデルを開発 −個々にカスタ
マイズした情報提供が可能に−.  Med ica l Tr ibune 
2009.7.23:37.

飯島尋子.  肝腫瘍造影診断と肝腫瘍組織性状診断の試み. 
（特別講演）消化器超音波研究会（中部） 2009.10 名古
屋

飯島尋子.  肝臓造影超音波診断の現状と展望. （特別
講演）第25回道後腹部画像カンファレンス（AB-CD） 
2009.11 愛媛

飯島尋子.  造影超音波による肝疾患診療. （特別講演）長
崎超音波造影セミナー 2009.11 長崎

飯島尋子.  NASHの新しい診断方法及びスタチンの可能
性.  NASH合併高コレステロール血症患者の治療戦略 
2009.12 大阪

飯島尋子.  年末の暴飲暴食に要注意！知らずに疲れている
あなたの胃  徹底解明スペシャルテーマ:『大実験！『健
康な胃』と『もたれる胃』の違いを徹底解明』.  ABC朝
日放送「最終警告！たけしの本当は怖い家庭の医学」 
2009.12.8

がんセンター
Cancer Center

■著書■
中野孝司.  中皮腫.  日本臨床腫瘍学会  編.  新臨床腫瘍学.  
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改訂第2版.  東京:南江堂, 2009:447.
中野孝司.  中皮腫. 「入門腫瘍内科学」編集委員会  編.  入

門腫瘍内科学.  東京:篠原出版新社, 2009:175-6.
中野孝司.  胸膜疾患.  小川聡  総編.  内科学書 2 感染性疾

患  膠原病,  リウマチ性疾患  アレルギー性疾患,  免疫不
全症  呼吸器疾患.  改訂7版.  東京:中山書店, 2009:405-
12.

■学術論文■
［総説］
中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  悪性胸膜中皮腫（びまん性悪

性胸膜中皮腫）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀  
（別冊） 2009:380-4.

中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  胸膜繊維性腫瘍（良性限局
型胸膜中皮腫）.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨牀  

（別冊） 2009:398-401.
栗林康造,  中野孝司.  呼吸器症候群Ⅲ,  間葉性（原発性）

腫瘍  間葉性腫瘍.  新領域別症候群シリーズ10,  日本臨
牀（別冊） 2009:100-5.

中野孝司.  悪性中皮腫.  日本臨牀  2009;67（増刊1）:629-
34.

中野孝司.  悪性中皮腫の臨床病態.  Medical Technology 
2009;37:191-5.

中野孝司.  良性アスベスト関連疾患の胸部画像所見は中皮
腫高罹患リスクの指標か？.  肺癌 2009;49:78-82.

中野孝司,  田村邦宣.  胸膜中皮腫,  胸膜炎を疑うとき.  診
断と治療 2009;97（増刊）:178-86.

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫.  呼吸 2009;28:509-15.
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.  早期悪性胸膜
中皮腫  病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

平島智徳,  福岡和也,  樋田豊明,  河原邦光,  岸本卓巳,  松
村晃秀,  中野喜久雄,  岡田守人,  中野孝司.  可溶型メ
ソテリン関連蛋白（SMRP: Soluble Mesothelin-related 
Peptides）の悪性胸膜中皮腫におけるバイオマーカーとし
ての意義.  肺癌 2009;49:380-5.

田中文啓,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展
行,  奥村好邦,  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,  坪田紀明,  上
紺屋憲彦,  冨士原将之 ,  辻村亨,  長谷川誠紀 ,  中野
孝司.  胸膜中皮腫に対する集学的治療に向けて.  肺癌 
2009;49:392-6.

福岡和也 ,   中野孝司 .   切除不能例に対する臨床試験. 
2009;49:397-402.

田中文啓,  長谷川誠紀,  岡田守人,  山中竹春,  福岡和也,  
副島俊典,  上紺屋憲彦,  井内康輝,  辻村亨,  中野孝司.  
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.  肺癌 2009;40:403-8.

［原著］
Eguchi R,  Toné S,  Suzuki A,  Fujimori Y,  Nakano T,  

Kaji K,  Ohta T.  Possible involvement of caspase-6 
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司,  東直人,  橋本尚明,  横山和典,  澤田悠,  佐野統.  空
洞性病変を呈したサイトメガロウイルス感染症が疑われた
SLEの1例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈
良

竹原樹里,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  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,  中井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺リンパ脈管筋腫症の一例.  第73回日本呼吸器学会近畿
地方会 2009.7 奈良

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  多久和輝尚,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
好酸球増多を伴ったLocalized lymphoid hyperplasiaの1
例.  第73回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.7 奈良

栗林康造,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  中野孝
司,  坪田紀明,  藤盛好啓.  当院における外来化学療法の
現況.  第90回日本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

村上亜紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡田あすか,  
寺田貴普,  平山倫子,  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,  福岡和也,  中野孝司,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  
脊髄横断症状を呈した悪性胸膜中皮腫の2例.  第90回日
本肺癌学会関西支部会 2009.7 大阪

田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中
野孝司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁
子,  佐藤鮎子,  辻村亨.  肺原発のMucinous（“colloid”）
adenocarcinomaの1切除例.  第90回日本肺癌学会関西支

部会 2009.7 大阪
安光亮洋,  栗林康造,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  中

野孝司,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一.  
肺癌との鑑別を要した肺アスペルギルス症の1切除例.  第
189回日本内科学会近畿地方会 2009.9 大阪

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  太田敏郎,  国政和宏,  加
治和彦,  岡村春樹,  中野孝司.  免疫抑制剤FK506は臨
床血中濃度で細胞死を介さずに管腔構造の崩壊を直接誘
導する.  第17回日本血管生物医学会大会 2009.10 東京

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好
啓,  坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対するペメ
トレキセド+シスプラチン併用療法の外来化学療法におけ
る安全性の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東
京

栗林康造,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  
平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜
紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  坪
田紀明,  中野孝司.  CDDP+Pemetrexedによる既治療悪
性胸膜中皮腫に対する2nd-l ine 化学療法としてのCPT-
11+GEM併用療法.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京

田端千春,  平山倫子,  安光亮洋,  山田秀哉,  村上亜紀,  田
村邦宣,  飯田慎一郎,  寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  
中野孝司.  all-trans retinoic acid（ATRA）による悪性
胸膜中皮腫に対する抗腫瘍効果.  第50回日本肺癌学会
総会 2009.11 東京

寺田貴普,  安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三
上浩司,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  藤盛好啓,  中野孝司.  全身化学療法を施行した悪性
胸膜中皮腫における経時的FDG-PETを併用した抗腫瘍
効果評価の試み.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東
京

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔鏡検査にてT1aと
診断した悪性胸膜中皮腫症例の臨床病理学的検討.  第
50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

山田秀哉,  福岡和也,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における同時性重複癌の
臨床的検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 東京

村上亜紀,  藤盛好啓,  野木佳孝,  前田理沙,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和
也,  中野孝司,  坪田紀明,  吉川良恵,  玉置知子.  悪性胸
膜中皮腫におけるHeme oxigenase（HO）-1プロモーター
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遺伝子多型の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京

飯田慎一郎,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
岡田あすか,  平山倫子,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀
哉,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  藤盛好啓,  坪田紀
明,  中野孝司.  既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセ
ル+TS-1併用療法の有効性と安全性の検討.  第50回日本
肺癌学会総会 2009.11 東京

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  寺
田貴普,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  藤盛好
啓,  坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫診断におけ
る画像強調観察法を併用した胸腔鏡検査の有用性に関
する検討. （ワークショップ）第50回日本肺癌学会総会 
2009.11 東京

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝
司.  左肺全摘術後17年目に再発を来した腺様嚢胞癌の一
例.  第86回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2009.12 
大阪

福岡和也,  中野孝司,  長谷川誠紀,  辻村亨,  岡田守人,  西
本寛,  関戸好孝,  豊國伸哉,  大槻剛巳.  科学技術振興調
整費研究課題「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」
概要報告.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 
大阪

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例. 第
74回日本呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀
明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝
司.  肺クリプトコッカス症と考えられた一例.  第74回日本
呼吸器学会近畿地方会 2009.12 大阪

野木佳孝,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  田
端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  肺放線菌症
と考えられた一例.  第74回日本呼吸器学会近畿地方会 
2009.12 大阪

［科学研究費等班会議］
福岡和也,  中野孝司.  早期診断指標の開発および標準的

治療法確立を目的とする臨床試験の実施．科学技術振興
調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班平成
20年度第4回運営委員会 2009.1 東京

福岡和也,  中野孝司.  早期診断指標の開発および標準的
治療法確立を目的とする臨床試験の実施.  科学技術振興
調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班平成
21年度第1回研究委員会 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
寺田貴普,  栗林康造,  安光亮洋,  平山倫子,  村上亜紀,  山

田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  
中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨.  腹膜中皮腫におけるアス
ベスト関連胸膜肺病変の胸部CT画像による検討.  第1回
呼吸機能イメージング研究会学術集会 2009.1 京都

安光亮洋,  福岡和也,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山
田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  
坪田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における経時的
FDG-PETの有用性の検討.  第1回呼吸機能イメージング
研究会学術集会 2009.1 京都

平山倫子,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
木佳孝,  岡田あすか,  寺田貴普,  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,  中野孝
司,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨.  胸腔
鏡検査にてT1aと診断した早期悪性胸膜中皮腫の検討. 

（ワークショップ）第16回石綿・中皮腫研究会 2009.10 岐
阜

藤盛好啓.  がん化学療法総論.  がん専門薬剤師研修会 
2009.1 西宮

■その他■
藤盛好啓.  先端医学研究所細胞移植部門のあゆみ.  平成21

年血液内科同窓会・新年会 2009.1 尼崎
藤盛好啓.  治療用血管血球系細胞, 間葉系幹細胞の開発.  

細胞・遺伝子治療 再生医療シンポジウム 2009.1 西宮
中野孝司.  腹膜中皮腫の診断と治療.  第9回新春フォーラム 

2009.1 東京
前田理沙,  栗林康造,  安光亮洋,  三上浩司,  平山倫子,  寺

田貴普,  村上亜紀,  山田秀哉,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  
田端千春,  福岡和也,  多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  坪田紀明,  辻村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露者に
みられた限局性膿胸の一例.  第31回兵庫呼吸器疾患研
究会 2009.2 神戸 

田村邦宣,  福岡和也,  平山倫子,  寺田貴普,  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,  
坪田紀明,  田中文啓,  長谷川誠紀,  辻村亨,  中野孝司.  
肺原発Mucinous（“colloid”）adenocarcinomaの一切除例.  
第102回兵庫県肺癌懇話会 2009.3 神戸

中野孝司.  ホコリと肺の病気の話．平成20年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」市民
公開講座 2009.3 名古屋

中野孝司.  最近増えてきた呼吸器の病気.  2009年度イン
ターカレッジ西宮 2009.4 西宮

中野孝司.  アスベスト関連疾患の診断と治療.  南あわじ市
臨床談話会 2009.5 南あわじ

中野孝司.  わが国における胸膜中皮腫の現況.  平成21年度  
有限責任中間法人日本・多国間臨床試験機構臨床試験
ワークショップ 2009.6 名古屋

中野孝司.  悪性中皮腫の病態と治療.  第20回奈良県肺癌研
究会 2009.6 奈良

柴田英輔,  山田秀哉,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野
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木佳孝,  岡田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
村上亜紀,  飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康
造,  坪田紀明,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  中
井真由美,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  ゲフィチニ
ブにて長期生存（約5年6ヶ月）が得られた肺腺癌の一例.  
阪神Lung Cancer Conference 2009.7 尼崎

野木佳孝,  田村邦宣,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  田
端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  肺放線菌症と
考えられた1例.  第12回阪神呼吸器カンファレンス 2009. 
10 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺
田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田
端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中野孝司.  肺アスペルギルス症の1切除例.  第
3回阪神呼吸器フォーラム 2009.10 大阪

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  中野孝司.  肺転移で発見された,  原発性
空腸癌の一例.  第104回兵庫県肺癌懇話会 2009.11 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
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福島

山下達也,  琴浦規子,  早川まゆみ,  城本航,  上東隼,  池内
陽子,  中江保夫,  坂本清,  山本聡,  石藏礼一.  内臓動脈
瘤コイル塞栓術後follow‐upに用いる造影3DMRI至適撮
像条件の検討.  第37回日本磁気共鳴医学会大会 2009.10 
横浜

琴浦規子,  榎卓也,  山下達也,  早川まゆみ,  城本航,  髙田
恵広,  石藏礼一,  坂本清.  3.0T-MRIにおけるArterial 
Spin Labeling（ASL）法の基礎的検討.  第37回日本放射
線技術学会秋季学術大会 2009.10 岡山

若田ゆき,  石藏礼一,  髙田恵広,  安藤久美子,  廣田省三,  
森鑑二,  有田憲生.  3T磁化率強調像（PRESTO）におけ
る転移性脳腫瘍ガンマナイフ治療後の信号変化.  第37回
日本磁気共鳴医学会大会 2009.10 横浜

石藏礼一,  安藤久美子,  若田ゆき,  髙田恵広,  山野理子,  
廣田省三,  森鑑二,  有田憲生.  小脳橋角部髄膜腫と神経
鞘腫の鑑別における3T磁化率強調像（PRESTO）の有用
性.  第37回日本磁気共鳴医学会大会 2009.10 横浜

若田ゆき,  石藏礼一,  髙田恵広,  安藤久美子,  廣田省三,  
藤本裕子,  小橋昌司.  小児脳診断支援システムの開発―
乳幼児頭部MRIを用いた計算診断支援システム.  第37回
日本磁気共鳴医学大会 2009.10 横浜

髙田恵広,  白川学,  前野和重,  若田ゆき,  安藤久美子,  石
藏礼一,  有田憲生,  廣田省三.  大動脈炎症候群に対して
頚動脈ステント留置術を施行した一例.  第25回日本脳神
経血管内治療学会総会 2009.11 富山

［研究会・講演会等］
髙田恵広,  高山勝年,  石藏礼一,  和田敬,  中川一郎,  黒川

紳一郎,  中川裕之,  吉川公彦.  左鎖骨下動脈慢性期閉塞
症に対するステント留置術を施行した1例.  第37回近畿脳
神経血管内手術法ワークショップ 2009.1 三重

上紺屋憲彦,  土井啓至,  髙田康弘,  冨士原将之,  廣田省
三.  高精度放射線治療の進歩と課題.  第9回兵庫がん治
療・細胞療法研究会 2009.1 神戸

山本聡,  廣田省三,  阿知波左千子,  古川佳孝,  小林薫,  新
井桂介,  前田弘彰.  肝癌に対するコーンビームCTの有用
性−CBCT-APの肝癌検出法−MDCTとの比較.  第45回
日本肝癌研究会 2009.6 福岡

髙田恵広,  白川学,  若田ゆき,  山野理子,  安藤久美子,  前
田弘彰,  前野和重,  石藏礼一,  廣田省三.  破裂椎骨動
脈解離に対するステントアシスト下での瘤内塞栓術の1例.  
第16回兵庫県IVR懇話会 2009.10 神戸
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石藏礼一,  安藤久美子,  若田ゆき,  髙田恵広,  廣田省三,  
藤本裕子,  小橋昌司.  小児脳診断支援システムの開発  
乳幼児頭部MRIを用いた計算診断支援システム.  第4回
小児神経放射線研究会 2009.10 京都

廣田省三.  Vascular intervention for portal hypertension. 
（特別講演）STAR Program2009,  第41回Radiology 
Update学術講演会 2009.11 東京

■その他■
前田勝彦.  IVUSについて−基礎から臨床まで−.  第95回関

西循環器撮影研究会 2009.1 大阪
源貴裕.  大規模災害における放射線診療.  第83回大阪市

勤務放射線技師会学術講演会 2009.1 大阪
源貴裕.  放射線部業務から見た大規模災害時救急対応の

問題点と対策.  静岡県放射線技師会西部地区会平成20
年度第3回西部地区会勉強会 2009.2 浜松

松本一真.  Slender and ImageSCJ.  9th Meeting Live 
Demonstration in Kanazawa 2009.2 金沢

源貴裕.  兵庫医科大学病院中央放射線部における災害対
策.  兵庫県放射線技師会阪神支部勉強会 2009.3 西宮

松本一真.  シネ画像の読み方と冠動脈の解剖.  The 20th 
Aomori Cardiovascular Therapeutics 2009.3 青森

井上裕之,  田ノ岡征雄,  中川英雄,  酒井敏行,  小田雅彦,  
平山伸一,  安政勝己,  坂本清,  土井啓至,  冨士原将之,  
髙田康弘,  上紺屋憲彦,  廣田省三.  ポータルイメージ−
DRR自動照合ソフトウェアの開発と検証.  第100回放射線
治療かたろう会記念大会 2009.3 西宮

松本一真.  脳血管の解剖（血管走行・神経）血管撮影の画
像知識.  血管撮影・IVR専門診療放射線技師認定試験第
2回試験対策勉強会 2009.6 大阪

金守恒志,  黒田嘉宏,  滝内秀和,  田ノ岡征雄,  大城理.  体
内術中計測を用いたレジストレーション手法.  第55回
ヒューマンインタフェース学会研究会 2009.6 東京

源貴裕.  乳房撮影領域の被ばく線量評価の実際.  日本放
射線技術学会計測分科会第19回医療被ばく測定セミナー 
2009.7 埼玉

Moritan i T,  K irby P,  Smoker WRK,  Ando K ,  
Kobayashi N,  Sato Y.  Spectrum of symmetric 
cytotoxic edema in the corpus callosum with or 
without matter involvement : CNS cytokinopathy?.  
Neurographics 2009;7:5.

名定敏也.  イオメロン350  135mlによるアダムキュービッツ
動脈の描出.  第3回Myocardium and Cardiovascular 
Imaging Conference in Hyogo 2009.8 神戸

源貴裕 .   放射線部業務から見た大規模災害時救急対
応の問題点と対策.  第20回Nisiowari Radiolog ica l 
Technology Seminar 2009.9 愛知

田ノ岡征雄.  最近の放射線治療と私の研究について.  CT
画像研究会第11回サテライトミィーティング 2009.11 大阪

金守恒志,  黒田嘉宏,  滝内秀和,  田ノ岡征雄,  井村誠孝,  
黒田知宏,  山本新吾,  大城理.  体内術中計測に基づくレ
ジストレーション手法の臨床評価への試み.  電子情報通

信学会医用画像研究会 2009.11 大阪
名定敏也. 16列MDCTによるアダムキュービッツ動脈の描出.  

第17回Somatom 研究会 2009.11 大阪
山野理子.  乳がんの画像診断（マンモグラフィー・MRIを中

心に）. （教育講演）平成21年度日本病入り学会近畿支部
市民公開講座 2009.11 西宮

名定敏也. 「X線CT」画質・性能評価・線量特性2（撮影パ
ラメータ）.  日本放射線技師会平成21年度生涯学習セミ
ナー 2009.12 京都

松本一真.  循環器領域のIVRと画像診断 −Non Cardiac 
Interventionを中心に−.  The 16th Kamakura Live 
Demonstration Course 2009.12 横浜

中央手術部
Surgical Center

■著書■
上農喜朗.  手術室における危機管理.  天羽敬祐  監.  麻酔

科学レビュー2009.  東京:総合医学社, 2009;99-103.
中川雅史,  上農喜朗  著.  挿管困難対策手技マニュアル.  

東京:羊土社, 2009.
■学術論文■

［総説］
上農喜朗.  シミュレーション教育のためのガイダンス  麻酔

科領域のシミュレーション教育.  JIM 2009;19:130-2.
上農喜朗.  シミュレーション教育. 臨床麻酔 2009;33:201-7.
上農喜朗 .  気道困難症例の管理（Di f f icu lt A i rway 

Management）.  麻酔科学レクチャー 2009;1:70-7.
上農喜朗.  挿管不可,  換気不可状態での対策ガイドライン.  

麻酔科学レクチャー 2009;1:704-10.
［原著］
中尾博之,  上農喜朗,  中川雅史,  石井昇,  川嶋隆久.  救急

現場での気道管理の現状−全国消防本部に対するアン
ケート調査−.  蘇生 2009;28:37-42.

中尾博之,  上農喜朗,  中川雅史,  野村岳志,  小澤章子,  真
鍋智子.  豚を用いた輪状甲状膜切開法のトレーニング.  日
本臨床麻酔学会誌 2009;29:848-54.

Okano Y,  Kaminoh Y,  Kinoshita M,  Iwaya M,  Tashiro 
C.  Effective usage of inhalation bolus of sevoflurane 
and intravenous bolus of fentanyl for surgery under 
general anesthesia.  Hyogo Ika Daigaku Igakkai 
Zasshi（Acta Med Hyogo） 2009;34:97-100.

［症例報告］
駒澤伸泰,  植木隆介,  山岡樹里,  多田羅恒雄,  上農喜朗,  

太城力良.  両側多発性ブラ合併の難治性自然気胸に対し
自発呼吸下で分離肺換気用二腔チューブを挿管した1症
例.  日本臨床麻酔学会誌 2009;29:658-61.

■学会発表■
［全国規模の学会］
小濱華子,  狩谷伸享,  多田羅恒雄,  岡野紫,  上農喜朗,  太
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城力良.  帝王切開術の脊髄クモ膜下麻酔導入時の低血
圧の予測因子としてのインピーダンス法による細胞外液量
の測定.  日本麻酔科学会第56回学術集会 2009.8 神戸 

中島芳樹,  上農喜朗,  武田吉正,  藤本一弘,  森田耕司,  野
村岳志.  周術期の緊急事態に対処しよう！.  日本麻酔科
学会第56回学術集会 2009.8 神戸

［その他の学会］
山口瑛,  狩谷伸享,  井谷基,  長尾嘉晃,  植木隆介,  多田

羅恒雄,  上農喜朗,  太城力良.  麻酔科術前診察で気管
支拡張症を診断し,  硬膜外併用脊髄クモ膜下麻酔で子宮
全摘術を行なった1症例.  日本臨床麻酔学会第29回大会 
2009.10 浜松

駒澤伸泰,  植木隆介,  野村肇,  井谷基,  小濱華子,  岡野紫,  
多田羅恒雄,  上農喜朗.  マネキンを用いた心肺蘇生時の
気管挿管デバイスの検討 ―初期臨床研修医を対象とし
て―.  第5回日本医学シミュレーション学会 2009.10 浜松

上農喜朗,  宮川慈子.  フルスケール患者シミュレータの過
去・現状と未来2009年 −全国の大学を対象としたアン
ケートの結果−.  第5回日本医学シミュレーション学会 
2009.10 浜松 

■その他■
池本進一郎,  上農喜朗.  私の疑問に答えて！サイズの選択は

どうするの？ −文献では大きめサイズが推奨されるが,  臨
床上は小さめがよい.  LiSA 2009;16:764-5.

坂本篤裕,  中馬理一郎,  上農喜朗,  長櫓巧.  日本麻酔科学
会第56回学術集会を語る.  臨床麻酔 2009;33:1623-38.

医療社会福祉部
Clinical Social Work

■著書■
諏訪田克彦,  坂田登,  岡本和久,  中村剛,  嶋田芳男,  田中

希世子,  藤原慶二,  大澤清顕,  杉本一義.  個別援助技術
と相談援助.  石野敏夫  編.  相談援助技術の発見  社会
福祉援助技術の視点.  初版.  京都:あいり出版, 2009:15-
32.

■学術論文■
［原著］
宮崎清恵,  高梨薫,  平野朋美,  柿沼千秋,  藤江のどか,  香

西摩矢子,  山根珠妃,  橘高通泰,  鳥巣佳子,  橘尚美,  木
村亜紀子,  實方由佳,  木暮紀子,  上原玲.  周産期・新生
児医療におけるソーシャルワーク業務に関する調査研究.  
医療と福祉 2009;42:26-34.

■学会発表■
［その他の学会］
木村亜紀子,  竹本与志人.  救命救急センターのソーシャル

ワーカーが介入する生活課題の類型化.  第57回日本医
療社会事業全国大会・第29回日本医療社会事業学会 
2009.5 山形

広部麻由子,  鳥巣佳子,  木村亜紀子,  橘尚美,  野村まゆ,  

橘高通泰.  アスベスト疾患患者にソーシャルワーカーが
関わる意義 −当院での実践を振り返って−.  第57回日本
医療社会事業全国大会・第29回日本医療社会事業学会 
2009.5 山形

鳥巣佳子.  老人性認知症センターのソーシャルワーク実践の
内実調査 −認知症者と家族への電話相談を通して−.  日
本医療社会福祉学会第19回大会 2009.9 西宮

鳥巣佳子.  老人性認知症センターの電話相談におけるソー
シャルワーク実践の意義と役割 −ソーシャルワーカーの相
談者理解のプロセスの質的調査を通して−.  日本社会福
祉学会第57回全国大会 2009.10 東京

■その他■
伊賀陽子.  HIV陽性者の生活支援.  北海道ブロックエイズ

診療拠点病院研修会 2009.1 札幌
伊賀陽子.  地域医療連携とソーシャルワーク.  医療社会事

業大会四国ブロック会 2009.2 松山
伊賀陽子.  血友病と社会保障制度.  第一回大阪ヘモフィリ

アフォーラム 2009.2 大阪
鳥巣佳子.  質的研究法入門.  第5回日本福祉大学夏季大学

院公開ゼミナール 2009.7 愛知
伊賀陽子.  HIV感染症と社会資源.  平成21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 2009.9 大
阪

諏訪田克彦.  ケースワークの実際.  第14回福祉相談関係職
員講習会 2009.10 東京

木村亜紀子.  希望に寄り添う支援 −ソーシャルワーカーの
視点から−.  第33回兵庫医科大学病院緩和ケア研究会定
例会 2009.10 西宮

伊賀陽子.  血友病と生活課題.  第52回「医療・生活・教育」
に関する無料相談会 2009.12 神戸

伊賀陽子.  HIV・エイズ患者の福祉の実情 −拠点病院・
ソーシャルワーカーの立場から−.  世界エイズデー関連
事業「エイズ患者の地域支援体制の構築に向けて」 
2009.12 明石

地域医療・総合相談センター
Regional Medical Care and General Counseling 

Center

■著書■
諏訪田克彦,  坂田登,  岡本和久,  中村剛,  嶋田芳男,  田中

希世子,  藤原慶二,  大澤清顕,  杉本一義.  個別援助技術
と相談援助.  石野敏夫  編.  相談援助技術の発見  社会
福祉援助技術の視点.  初版.  京都:あいり出版, 2009:15-
32.

■学術論文■
［原著］
宮崎清恵,  高梨薫,  平野朋美,  柿沼千秋,  藤江のどか,  香

西摩矢子,  山根珠妃,  橘高通泰,  鳥巣佳子,  橘尚美,  木
村亜紀子,  實方由佳,  木暮紀子,  上原玲.  周産期・新生
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児医療におけるソーシャルワーク業務に関する調査研究.  
医療と福祉 2009;42:26-34.

■学会発表■
［その他の学会］
木村亜紀子,  竹本与志人.  救命救急センターのソーシャル

ワーカーが介入する生活課題の類型化.  第57回日本医
療社会事業全国大会・第29回日本医療社会事業学会 
2009.5 山形

広部麻由子,  鳥巣佳子,  木村亜紀子,  橘尚美,  野村まゆ,  
橘高通泰.  アスベスト疾患患者にソーシャルワーカーが
関わる意義 −当院での実践を振り返って−.  第57回日本
医療社会事業全国大会・第29回日本医療社会事業学会 
2009.5 山形

鳥巣佳子.  老人性認知症センターのソーシャルワーク実践の
内実調査 −認知症者と家族への電話相談を通して−.  日
本医療社会福祉学会第19回大会 2009.9 西宮

鳥巣佳子.  老人性認知症センターの電話相談におけるソー
シャルワーク実践の意義と役割 −ソーシャルワーカーの相
談者理解のプロセスの質的調査を通して−.  日本社会福
祉学会第57回全国大会 2009.10 東京

■その他■
伊賀陽子.  HIV陽性者の生活支援.  北海道ブロックエイズ

診療拠点病院研修会 2009.1 札幌
伊賀陽子.  地域医療連携とソーシャルワーク.  医療社会事

業大会四国ブロック会 2009.2 松山
伊賀陽子.  血友病と社会保障制度.  第一回大阪ヘモフィリ

アフォーラム 2009.2 大阪
鳥巣佳子.  質的研究法入門.  第5回日本福祉大学夏季大学

院公開ゼミナール 2009.7 愛知
伊賀陽子.  HIV感染症と社会資源.  平成21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 2009.9 大
阪

諏訪田克彦.  ケースワークの実際.  第14回福祉相談関係職
員講習会 2009.10 東京

木村亜紀子.  希望に寄り添う支援 −ソーシャルワーカーの
視点から−.  第33回兵庫医科大学病院緩和ケア研究会定
例会 2009.10 西宮

伊賀陽子.  血友病と生活課題.  第52回「医療・生活・教育」
に関する無料相談会 2009.12 神戸

伊賀陽子.  HIV・エイズ患者の福祉の実情 −拠点病院・
ソーシャルワーカーの立場から−.  世界エイズデー関連
事業「エイズ患者の地域支援体制の構築に向けて」 
2009.12 明石

臨床心理部
Clinical Psychology

■その他■
土居加寿子,  平寛子.  カウンセリング・マインドで臨むコミュ

ニケーションスキル講座.  平成21年度兵庫県エイズ拠点

病院医療従事者研修会 2009.8 西宮
東由美子. （ファシリテーター）がん診療に携わる医師に対

する緩和ケア研修会 2009.9 西宮
森礼子.  心の健康確保概説.  ルネサステクノロジ北伊丹事

業所メンタルヘルス教育研修 2009.9 伊丹

分娩新生児部
Childbirth

■学術論文■
［総説］
Kumamoto K,  Yang XY,  Hasegawa A,  Komori S,  Koyama 

K.  CD52 expression is induced in the mouse uterus at 
the time of embryo implantation.  J Reprod Immunol 
2009;82:32-9.

Hasegawa A,  Kumamoto K,  Mochida N,  Komori S,  
Koyama K.  Gene expression profile during ovarian 
folliculogenesis.  J Reprod Immunol 2009;83:40-4.

和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  中西健太郎,  衣田隆俊,  原
田佳世子,  内田暁子,  堀内功,  小森慎二,  香山浩二.  当
院の陣痛促進・誘発に関する後方視野的研究.  産婦人科
の進歩 2009;61:121-2.

田中宏幸,  香山浩二.  子宮穿孔.  日本臨牀 2009;67（増刊
5）:494-6.

小森慎二,  和田龍,  武信尚史.  子宮粘膜下筋腫.  日本臨牀
2009;67（増刊5）:275-7.

小森慎二,  中村有里,  坂佳世.  性分化異常症.  臨床婦人科
産科 2009;63:1043-6.

小森慎二.  抗精子抗体および抗透明帯抗体の解析.  兵庫
医科大学医学会雑誌 2009;34:47-51.

［原著］
Calongos G,  Hasegawa A,  Komori S,  Koyama K .  

Harmful effects of anti-zona pellucida antibodies 
in folliculogeneses,  oogenesis,  and fertilization.  J 
Reprod Immunol 2009;79:148-55.

■学会発表■
［全国規模の学会］
福岡実,  長谷川昭子,  堀内功,  小森慎二,  香山浩二.  透明

帯欠損マウスを用いた透明帯機能の検討.  第61回日本産
科婦人科学会学術講演会 2009.4 京都 

田中宏幸,  長谷川昭子,  細田容子,  福岡実,  小森慎二,  香
山浩二.  遺伝子発現を指標にした,  IVG発育卵母細胞の
クオリティ評価.  第61回日本産科婦人科学会学術講演会 
2009.4 京都

小森慎二,  福岡実,  細田容子,  衣田隆俊,  内田暁子,  田中
宏幸,  香山浩二.  ヒト顆粒膜細胞株におけるアンドロゲ
ンのkit ligandの発現調節に関する検討.  第61回日本産科
婦人科学会学術講演会 2009.4 京都

中村有里,  小森慎二,  和田龍,  鍔本浩志,  田中宏幸,  香山
浩二,  近藤宣幸,  島博基.  完全型アンドロゲン不応症に



202 兵庫医大業績録（2009）

セミノーマを合併した1症例.  第61回日本産科婦人科学会
学術講演会 2009.4 京都

青井千尋,  中村有里,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  小森
慎二,  香山浩二.  選択的帝王切開術中に発症し救命し得
た臨床的羊水塞栓症の1症例.  第61回日本産科婦人科学
会学術講演会 2009.4 京都

堀内功,  中村有里,  福岡実,  原田佳世子,  和田龍,  衣田
隆俊,  小森慎二,  香山浩二.  不育症例のBMIとその治
療成績の検討.  第61回日本産科婦人科学会学術講演会 
2009.4 京都

長谷川昭子,  原田佳世子,  小森慎二,  香山浩二.  雌性生殖
組織におけるCD52の発現と不育症との係わりについて.  
第61回日本産科婦人科学会学術講演会 2009.4 京都

小森慎二,  田中宏幸,  香山浩二.  ヒト顆粒膜細胞株KGN
でのkit ligandの発現におけるアンドロゲンの作用の検討.  
第82回日本内分泌学会学術総会 2009.4 群馬

荻野舞,  武信尚史,  原田佳世子,  和田龍,  田中宏幸,  小森
慎二.  帝王切開術児娩出後に低血圧と弛緩出血を発症し
羊水塞栓症が疑われた一例.  第45回日本周産期・新生児
医学会学術集会 2009.7 名古屋

和田龍,  武信尚史,  原田佳世子,  荻野舞,  田中宏幸,  小森
慎二,  澤井英明.  胎児CTでFamily of Kniest-Stickler 
Dysplasiaと出生前診断した症例.  第45回日本周産期・新
生児医学会学術集会 2009.7 名古屋

小森慎二,  中村有里,  鍔本浩志,  田中宏幸,  近藤宣幸,  玉
置知子.  セミノーマを発症した完全型アンドロゲン不応症
の1症例.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

澤井英明,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  磯野員倫,  皆川
京子,  三村博子,  管原由恵,  玉置知子,  沼部博直,  西村
玄,  小森慎二.  妊娠中期に胎児骨格異常を認め,  出生前
胎児3D-CTでKniest dysplasiaと診断,  出生後に2型コ
ラーゲン遺伝子変異を検出した1症例.  日本人類遺伝学
会第54回大会 2009.9 東京

［その他の学会］
持田菜穂子,  長谷川昭子,  小森慎二,  香山浩二.  In vitro

発育卵胞由来卵母細胞の遺伝子発現について.  第50回日
本哺乳動物卵子学会 2009.5 東京

鍔本浩志,  衣田隆俊,  和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  子
宮内膜間質肉腫（low grade ESS）.  第120回近畿産科婦
人科学会総会ならびに学術集会 2009.6 神戸

堀内功,  坂佳世,  中村有里,  和田龍,  衣田隆俊,  原田佳世
子,  小森慎二,  香山浩二.  当院における不妊症症例に対
する腹腔鏡検査の現況.  第120回近畿産科婦人科学会総
会ならびに学術集会 2009.6 神戸

和田龍,  武信尚史,  伴知子,  坂佳世,  原田佳世子,  内田
暁子,  伊藤善啓,  田中宏幸,  小森慎二,  香山浩二.  妊
娠中期に骨格異常を認め胎児CTにてFamily of Kniest-
Stickler Dysplasiaと出生前診断した1症例.  第120回近
畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会 2009.6 神戸

伊藤善啓,  堀内功,  荻野舞,  坂佳世,  伴知子,  武信尚史,  
和田龍,  金澤理一郎,  鍔本浩志,  小森慎二.  腹腔鏡下

手術におけるフィブリノゲンシート局所止血剤（タココン
ブ）使用時の工夫―子宮外腹膜妊娠例に対する手術症例
より―.  第49回日本産科婦人科内視鏡学会 2009.9 高知 

和田龍,  原田佳世子,  武信尚史,  内田暁子,  坂佳世,  荻野
舞,  田中宏幸,  小森慎二.  血小板数１万/mm3台で超緊急
帝王切開を要した2症例.  第121回近畿産科婦人科学会学
術集会 2009.11 神戸

金澤理一郎,  荻野舞,  矢田有里,  和田龍,  伊藤善啓,  鍔本
浩志,  小森慎二.  再発子宮内膜間質肉腫の診断における
PET-CT検査の有用性について.  第121回近畿産科婦人
科学会学術集会 2009.11 神戸

坂根理矢,  原田佳世子,  武信尚史,  内田暁子,  坂佳世,  荻
野舞,  田中宏幸,  小森慎二.  妊娠高血圧症候群にCK異
常高値を認め,  術後に多発筋炎を診断された１例.  第121
回近畿産科婦人科学会学術集会 2009.11 神戸

田中宏幸,  長谷川昭子,  持田菜穂子,  Lutufi H,  小森慎二.  
雄性生殖組織特異CD52分子の補体制御活性について.  
第24回日本生殖免疫学会総会・学術集会 2009.11 東京

堀内功,  坂佳世,  和田龍,  中村有里,  持田菜穂子,  小森慎
二,  近藤宣幸,  澤井英明.  顕微授精−胚移植後の妊娠症
例に対する羊水染色体検査の分析.  第54回日本生殖医学
会総会・学術講演会 2009.11 金沢

■その他■
小森慎二.  子宮内膜症の最近の話題.  3地区合同産婦人科

医会研修会 2009.2 西宮
小森慎二.  卵透明帯の研究における最近の話題.  第9回横

浜ART研究会 2009.2 横浜
小森慎二.  産婦人科での中高年女性の管理.  第18回徳島頻

尿・尿失禁研究会 2009.3 徳島
堀内功,  原田佳世子,  伊藤善啓,  荻野舞,  坂佳世,  伴知

子,  武信尚史,  和田龍,  金澤理一郎,  鍔本浩志,  小森慎
二.  当院で経験した子宮外妊娠症例に対する腹腔鏡下手
術症例 ―フィブリノゲンシート局所止血剤（タココンブ）
使用時の工夫―.  第8回兵庫産婦人科内視鏡手術懇話会 
2009.7 神戸

衣田隆俊,  坂佳世,  荻野舞,  伴知子,  中村有里,  金澤理一
郎,  堀内功,  鍔本浩志,  小森慎二.  月経時周期的に腸閉
塞を繰り返し小腸切除を施行した一例.  第20回近畿エン
ドメトリオーシス研究会 2009.8 大阪

堀理照,  和倉久美,  半田雅文,  平省三,  小森慎二.  遺伝子
解析を施行したHyperreactio leteinalis（黄体化過剰反
応）.  第39回阪神周産期勉強会 2009.11 西宮

小森慎二.  子宮癌・卵巣癌の治療の現状.  第6回兵庫医科
大学病院病診・病院連携の会 2009.11 西宮

臨床遺伝部
Clinical Genetics

■著書■
玉置（橋本）知子.  遺伝カウンセリング.  井村裕夫  監.  実
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践ゲノム最前線.  東京:六燃社,  2009:311-27.
■学術論文■

［総説］
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.  早期悪性胸膜
中皮腫 病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

［原著］
Sasahara Y,  Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Nakano Y,  

Kanazawa N,  Kotani J,  Kawamata S,  Murakami Y,  
Takeuchi K,  Inoue C,  Kitano Y,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Human keratinocytes derived from the bulge 
region of hair follicles are refractory to differentiation.  
Int J Oncol 2009;34:1191-9.

Takahashi C,  Kanazawa N,  Yoshikawa Y,  Yoshikawa R,  
Saitoh Y,  Chiyo H,  Tanizawa T,  Hashimoto-Tamaoki T,  
Nakano Y.  Germline PTCH1 mutations in Japanese 
basal cell nevus syndrome patients.  J Hum Genet 
2009;54:403-8.

井野口卓,  森脇優司,  高橋澄夫,  堤善多,  華常祥,  玉
置（橋本）知子,  山本徹也.  HPRT部分欠損症の妊娠
女性例に対する遺伝カウンセリング.  痛風と核酸代謝 
2009;33:171-5.

■学会発表■
［全国規模の学会］
玉置（橋本）知子,  井野口卓,  齊藤優子,  久保秀司,  三村

博子,  管原由恵,  山本徹也.  高尿酸血症女性への遺伝カ
ウンセリング.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

小森慎二,  中村有里,  鍔本浩志,  田中宏幸,  近藤宣幸,  玉
置知子.  セミノーマを発症した完全型アンドロゲン不応症
の1症例.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

澤井英明,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  磯野員倫,  皆川
京子,  三村博子,  管原由恵,  玉置知子,  沼部博直,  西村
玄,  小森慎二.  妊娠中期に胎児骨格異常を認め,  出生前
胎児３D−CTでKniest dysplasiaと診断,  出生後に2型コ
ラーゲン遺伝子変異を検出した1症例.  日本人類遺伝学
会第54回大会 2009.9 東京

玉置（橋本）知子,  山本義弘,  中野芳朗,  森永判法,  振津
かつみ,  齊藤優子,  権藤延久,  古山順一.  人類遺伝学に
おける医学部での少人数講義の試み.  日本人類遺伝学会
第54回大会 2009.9 東京

［その他の学会］
髙橋千晶,  金澤希,  中野芳朗,  管原由恵,  三村博子,  千代

豪昭,  高田ちひろ,  玉置知子.  基底細胞母斑症候群の遺
伝子診断と長期フォローアップ.  第33回日本遺伝カウンセ
リング学会 2009.7 西宮

玉置知子.  生殖医療にかかわる遺伝カウンセリング. （教育
講演）第27回日本受精着床学会総会・学術講演会 2009.8 
京都

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  森寺邦康,  中野芳朗,  玉
置知子,  浦出雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者の
PTCH1変異の解析.  第21回日本口腔科学会近畿地方部

会 2009.11 奈良
吉川良恵,  笹原祐介,  喜多野征夫,  金澤希,  島博基,  玉

置（橋本）知子.  Gene expression profiles of cultured 
human bulge-derived keratinocytes after exposure to 
skin contact sensitizers and irritants.  第32回日本分子
生物学会年会 2009.12 横浜

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  中野芳朗,  玉置知子,  浦出
雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者由来の角化嚢胞性
歯原性腫瘍細胞に対する不死化の試み.  第46回日本口腔
組織培養学会 2009.12 東京

［研究会・講演会等］
齊藤優子,  玉置（橋本）知子,  堀内功,  小森慎二,  三村博

子,  管原由恵,  原田直樹,  霜川修,  細貝昇.  3p末端微細
欠失例の出生前診断.  第12回胎児遺伝子診断研究会・第
9回関西出生前診療研究会・第32回臨床細胞分子遺伝研
究会 2009.2 西宮

岡本陽子,  玉置知子,  齊藤優子,  三村博子,  管原由恵,  松
田正之,  鈴木綾子,  矢崎正英,  吉波哲大.  遺伝子検査で
診断が確定された家族性地中海熱の一症例.  第33回臨
床細胞分子遺伝研究会 2009.6 西宮

玉置知子.  医学部における遺伝医学教育の現状と遺伝関連
学会での取り組み. （報告）第7回全国遺伝子医療部門連
絡会議 2009.11 西宮

■その他■
玉置知子.  女性医師をとりまく身近な環境. （パネル討論）

文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデ
ル育成」事業  これから羽ばたく女性医師・研究者のため
に 2009.2 東京

臨床栄養部
Clinical Nutrition and Health Science

■著書■
福田能啓.  症例5  発熱,  腹痛,  肛門痛,  摂食低下で発見

されたクローン病に罹患した23歳女性.  松末智,  田中清,  
本田佳子 編.  ケースで学ぶ栄養管理の思考プロセス  第
1巻  消化管・消化器疾患.  東京:文光堂, 2009:45-59.

福田能啓.  経腸栄養法.  山口徹,  北原光夫,  福井次
矢  総編.  今日の治療指針  2009年版.  東京:医学書院, 
2009:377.

高橋留佳.  喫食状況のアセスメント.  西口幸雄,  矢吹浩
子  編.  胃ろう（PEG）ケアと栄養剤投与法.  東京:照林社, 
2009:35-8.

■学術論文■
［総説］
福田能啓,  高橋良樹.  炎症性腸疾患とプロバイオティクス.  

医学のあゆみ 2009;228:227-32.
肥塚浩昌,  福田能啓.  ウイルスと胃癌  総論.  臨牀消化器

内科  2009;24:461-3.
奥田真珠美,  栄谷直美,  肥塚浩昌,  高橋良樹,  福田能啓.  
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Helicobacter研究のレビューと今後の展望  Helicobacter 
pylori診断法の選択.  Helicobacter Research 2009;13: 
190-4.

奥田真珠美,  福田能啓.  小児期における感染成立状況の変
化.  日本臨牀 2009;67:2239-44.

浅香正博,  菅野健太郎,  高橋信一,  福田能啓,  杉山敏
郎,  太田浩良,  上村直実,  村上和成,  佐藤貴一,  加藤
元嗣,  日本ヘリコバクター学会ガイドライン作成委員会.  
日本ヘリコバクター学会 "H.pylori感染の診断と治療の
ガイドライン" 2009改訂版.  日本ヘリコバクター学会誌 
2009;10:104-28.

野添匡史,  間瀬教史,  村上茂史,  荻野智之,  和田智弘,  福
田能啓.  高齢者の呼吸機能と理学療法.  理学療法ジャー
ナル 2009;43:869-76.

［原著］
栄谷直美,  奥田真珠美,  小竹淳一朗,  川浩介,  日下剛,  山

本憲康,  細見基信,  福田能啓.  モノクローナル抗体を用
いた便中抗原測定キットPremier Platinum HpSA plusの
有用性の検討.  Helicobacter Research 2009;13:415-9.

福田雅之助,  大西弘光,  栄谷直美 ,  奥田真珠美,  福
田能啓 .   新しくモノクローナル抗体を使用したメリ
ディアンHpSA ELISA I Iの基礎的検討.  医学と薬学 
2009;62:501-6.

小畔美弥子,  立花久大,  戸田和夫,  川端啓太,  福田能啓.  
パーキンソン病患者のQOLとうつの関連性について.  プラ
イマリ・ケア 2009;32:17-22.

高橋良樹,  佐野由香里,  大村武雄,  佐藤匡美,  下山克,  栄
谷直美,  福田能啓.  Helicobacter hepaticus特異抗原
HH-15の解析およびそのモノクローナル抗体HRII51と
Helicobacter pylori臨床分離株との反応性.  日本ヘリコ
バクター学会誌 2009;10:67-72.

小林寅哲,  村上和成,  加藤元嗣,  加藤晴一,  東健,  高橋信
一,  上村直実,  勝山努,  福田能啓,  春間賢,  那須勝,  日
本ヘリコバクター学会耐性菌サーベイランス委員会.  わが
国における薬剤耐性Helicobacter pyloriの現状  平成18
年度耐性菌サーベイランス集計および5年間の集計報告.  
日本ヘリコバクター学会誌 2009;10:98-103.

［症例報告］
肥塚浩昌,  福田能啓,  富田寿彦,  松本譽之.  Infliximab投

与後に伝染性紅斑を併発したステロイド依存性大腸型ク
ローン病の1例.  Progress in Medicine 2009;29:240-2.

［研究報告］
福田能啓.  厚生労働省がん研究助成金「ヘリコバクター・

ピロリ感染による胃発癌の修飾因子に基づく予防策の検
討」平成20年度研究報告書 2009:137-40.

■学会発表■
［国際学会］
Okuda M,  Nakazawa T,  Miyashiro E,  Tsuji T,  

Booka M,  Takahashi R,  Fukuda Y.  Prevalence 
and transmission of Helicobacter pylori in Japan: 
epidemiology,  acquisition time and trial of prevention 

in early childhood. （Symposium）15th International 
Workshop on Campylobacter,  Helicobacter and 
Related Organisms（CHRO） 2009.9 Niigata

Okuda M,  Takahashi R,  Nakazawa T,  Abe D,  Sano Y,  
Nakabayashi N,  Sakaedani N,  Shimoyama T,  Fukuda 
Y.  Serological analysis of Helicobacter hepaticus 
in children with hepatobiliary diseases.  XXIInd 
International Workshop on Helicobacter and Related 
Bacteria in Chronic Digestive Inf lammation and 
Gastric Cancer 2009.9 Porto

［その他の学会］
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.  下半身麻痺を発症した肥満患者に
対する栄養管理.  第12回日本病態栄養学会年次学術集
会 2009.1 京都

高橋留佳,  小谷穣治,  舛谷元丸,  矢吹浩子,  和田恭直,  三
野幸治,  肥塚浩昌,  福田能啓.  重症急性膵炎術後の回
腸瘻からの重度下痢に消化態流動食ペプチド製剤が有
効であった一例.  第24回日本静脈経腸栄養学会 2009.1 
鹿児島

高橋留佳. 「栄養管理クリニカルパス」を用いた栄養管理計
画継続介入システムの構築とその効果.  第56回日本栄養
改善学会学術総会 2009.9 札幌

高橋留佳,  小谷穣治,  舛谷元丸,  山田太平,  和田恭直,  矢
吹浩子,  肥塚浩昌,  福田能啓.  重症患者の経腸栄養にお
ける下痢対策. （パネルディスカッション）第31回日本臨
床栄養学会総会・第30回日本臨床栄養協会総会第7回大
連合大会 2009.9 神戸

［科学研究費等班会議］
福田能啓,  長田久美子,  稲津早紀子,  田中守.  プロピオン酸

菌が産生するビフィズス菌増殖促進物質,  DHNAによる
Helicobacter pylori の特異的増殖阻害について.  厚生労
働省がん研究助成金「ヘリコバクター・ピロリ感染による
胃発癌の修飾因子に基づく予防策の検討」平成21年度班
会議 2009.11 西宮

福田能啓,  高橋良樹,  佐藤匡美,  栄谷直美,  中谷清吾,  栖
田道雄,  山本憲康,  坂上隆.  Helicobacter pylori 臨床
分離株の分泌性Matrix Metalloproteaseの同定と胃疾
患との関連性.  厚生労働省がん研究助成金「ヘリコバク
ター・ピロリ感染による胃発癌の修飾因子に基づく予防策
の検討」平成21年度班会議 2009.11 西宮

福田能啓,  高橋良樹,  阿部大二郎,  栄谷直美.  Helicobcter 
hepaticusの特異的抗原フラグメントの解析.  厚生労働省
がん研究助成金「ヘリコバクター・ピロリ感染による胃発
癌の修飾因子に基づく予防策の検討」平成21年度班会議 
2009.11 西宮

福田能啓,  奥田真珠美,  高橋良樹,  赤田純子,  杉山敏郎,  
藤岡利生,  中澤晶子.  Helicobacter pyloriに対する小
児の免疫反応.  厚生労働省がん研究助成金「ヘリコバク
ター・ピロリ感染による胃発癌の修飾因子に基づく予防策
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の検討」平成21年度班会議 2009.11 西宮
福田能啓,  山下裕輔,  肥塚浩昌,  栄谷直美,  奥田真珠美,  

小竹淳一朗,  山本憲康,  堀江健二,  斉藤大三,  高橋良
樹.  Helicobacter pyloriによる炎症に対する抗VacA鶏
卵抗体の効果.  厚生労働省がん研究助成金「ヘリコバク
ター・ピロリ感染による胃発癌の修飾因子に基づく予防策
の検討」平成21年度班会議 2009.11 西宮

［研究会・講演会等］
三野幸治,  木村徹,  加畑万貴,  山口貴久子,  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.  毛髪混入の無い食事提供を目指して. （努力賞
受賞）第25回兵庫県栄養改善研究発表会 2009.3 兵庫 

三野幸治.  クローン病の栄養管理について −栄養士の立
場から−.  平成21年度兵庫県栄養士会生涯学習研修会 
2009.9 兵庫

高橋留佳,  小谷穣治,  矢吹浩子,  宮本純子,  塩谷明子,  福
田能啓.  大学病院における栄養剤の固形化法の選択につ
いて考える.  第15回関西PEG・栄養研究会 2009.6 大阪 

高橋留佳,  矢吹浩子,  舛谷元丸,  小西尚美,  荒木一恵,  小
倉由美子,  三野幸治,  森不二子,  安井富美子,  中田知子,  
廣瀬愛,  小谷穣治,  肥塚浩昌,  福田能啓.  栄養管理クリ
ニカルパスの構築と効果.  第12回兵庫ＮＳＴ研究会学術
講演会 2009.11 西宮

廣瀬愛,  肥塚浩昌,  山口貴久子,  加畑万貴,  中田知子,  高
橋留佳,  安井富美子,  森不二子,  西川翠,  竹田良子,  荒
木一恵,  三野幸治,  小谷穣治,  福田能啓.  脱水補正に経
口補水液OS−1®を使用した短腸症候群の一例.  第19回
近畿輸液･栄養研究会 2009.10 神戸

荒木一恵.  クローン病の食事指導.  第15回三重県クローン
病研究会 2009.2 三重

■その他■
浅香正博,  立松正衞,  福田能啓.  胃癌診療におけるピロリ

菌  ピロリ菌の除菌で胃癌は抑制可能か?. （座談会）胃が
んperspective 2009;2:161-70.

福田能啓.  これまでのヘリコバクター・これからのヘリコバク
ター.  篠山市医師会学術講演会 2009.2 篠山

高橋留佳.  重症急性膵炎術後の回腸瘻からの重度下痢に
消化態流動食ペプチド製剤が有効であった一例.  第3回
兵庫・武庫川セミナー 2009.2 西宮

福田能啓.  これまでのヘリコバクター・これからのヘリコバク
ター.  北播内科医会 2009.3 小野

福田能啓.  便通異常の外来診療.  第375回徳島県中部臨床
研究会 2009.8 吉野川

三野幸治.  糖の吸収を考えた食事療法.  第2回加古川糖尿
病セミナー 2009.9 加古川

三野幸治.  低たんぱく食品の必要性とその上手な使い方.  
キッセイ薬品慢性腎臓病シンポジウム 2009.9 西宮

三野幸治.  クローン病の栄養管理 ―ダメダメ栄養指導から
の脱却―.  第19回近畿輸液・栄養研究会クローン病市民
公開講座 2009.10 西宮

福田能啓.  クローン病治療の新しい試み.  西宮市薬剤師会

学術研修会 2009.11 西宮
三野幸治.  減らしませんかあなたの体重.  第10回兵庫県医

師会健康スポーツシンポジウム 2009.11 神戸
三野幸治.  たんぱく質を考える−毎日の食事−.  兵庫腎臓

病シンポジウム’09 2009.12 神戸

IBDセンター
Inflammatory Bowel Disease Center

■著書■
松本譽之.  全大腸炎.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  

総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1631.

松本譽之 .  洗腸.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  総
編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1635.

松本譽之.  大腸アニサキス症.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久
史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:1740.

松本譽之.  大腸炎関連癌.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1740.

松本譽之 .  大腸偽憩室.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1740.

松本譽之.  大腸憩室症.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之 .  大腸血管腫.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之 .  大腸脂肪腫.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之.  大腸重複腸管.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之.  大腸出血.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1741.

松本譽之 .  大腸静脈瘤.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1742.

松本譽之.  大腸メラノーシス.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久
史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:1742.

松本譽之.  大腸リンパ管腫.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院  医学大辞典.  第2版.  東京:医学書
院, 2009:1742.

松本譽之.  大腸リンパ濾胞性ポリポーシス.  伊藤正男,  井
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村裕夫,  高久史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  
東京:医学書院, 2009:1742.

松本譽之.  大動脈結腸瘻.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1745.

松本譽之.  多発性リンパ腫性ポリポーシス.  伊藤正男,  井
村裕夫,  高久史麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  
東京:医学書院, 2009:1783.

松本譽之 .  窒素過剰便.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1832.

松本譽之 .  中毒性下痢.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史
麿  総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1855.

松本譽之.  腸アトニー.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1859.

松本譽之 .  腸炎.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  総
編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1859.

松本譽之.  腸下垂.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  総
編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1863.

松本譽之 .  腸管潰瘍.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:1864.

松本譽之 .  内臓下垂.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:2059.

松本譽之.  PEG-ELS.  伊藤正男,  井村裕夫,  高久史麿  
総編.  医学書院医学大辞典.  第2版.  東京:医学書院, 
2009:2298.

飯室正樹,  松本譽之.  全大腸型の潰瘍性大腸炎に罹患し
た34歳女性.  松末智,  田中清,  本田佳子  編.  ケースで
学ぶ栄養管理の思考プロセス 1 消化管・消化器疾患.  東
京:文光堂, 2009:77-87.

横山陽子,  松本譽之.  顆粒球／リンパ球吸着療法.  白鳥敬
子,  菅野健太郎,  坪内博仁,  日比紀文  編.  消化器研修
ノート.  東京:診断と治療社, 2009:237-9.

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹.  回腸嚢肛門吻
合術.  笹子三津留,  杉原健一  総編.  消化器外科手術ナ
ビガイド  大腸･小腸.  東京:中山書店, 2009:19-27.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  中村光宏.  S状結腸粘液瘻
造設術,  Hartmann手術.  笹子三津留,  杉原健一  総編.  
消化器外科手術ナビガイド  大腸･小腸.  東京:中山書店, 
2009:39-45.
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上小鶴孝二,  福永健,  松本譽之,  三輪洋人.  潰瘍性大腸
炎患者に対して施行した顆粒球吸着療法により変動する
末梢血調節性T細胞の検討.  第95回日本消化器病学会
総会 2009.5 札幌

岡本聡子,  金鏞民,  近藤隆,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳
二,  林千鶴子,  堀和敏,  大島忠之,  松本譽之,  三輪洋
人.  Helicobacter pylori感染者におけるNSAID潰瘍の診
断.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  櫻井淳,  林千鶴子,  田
中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  松本譽之,  三輪
洋人.  ディスペプシア症状発現とセロトニントランスポー
ター遺伝子多型との関連.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に発生した
dysplasiaの追跡研究.  第95回日本消化器病学会総会 
2009.5 札幌

河野友彰,  富田寿彦,  林慶紀,  大塚正久,  柏崎正樹,  金鏞
民,  三輪洋人,  松本譽之,  新井永達.  Infliximabによる
慢性関節リウマチ治療中に結核性腹膜炎を発症した1例.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

岩田恵典,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  會
澤信弘,  山本晃久,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中村秀次,  神野良男,  中村
志郎,  松本譽之,  西口修平.  胃切除後患者での胆膵内視
鏡治療におけるダブルバルーン内視鏡（DBE）の有用性.  
第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

松岡宏樹,  池内浩基,  内野基,  中村光宏,  野田雅史,  外賀
真,  塚本潔,  大嶋勉,  久野隆史,  田中慶太,  山岸大介,  
平田晃弘,  小林政義.  潰瘍性大腸炎に合併するcolitic 
cancerの診断で手術後にクローン病と病名変更となった１
症例.  第95回日本消化器病学会総会 2009.5 札幌

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  冨田尚裕.  クローン病短腸
症候群症例の検討. （ワークショップ）第34回日本外科系
連合学会学術集会 2009.6 東京

池内浩基.  クローン病における外科治療の現状と再発予防
に向けた治療戦略. （ランチョンセミナー）第64回日本消
化器外科学会総会 2009.7 大阪

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  田中慶太,  山岸大介,  久野
隆史,  塚本潔,  外賀真,  竹末芳生,  冨田尚裕.  潰瘍性大
腸炎,  小児手術症例の検討.  第64回日本消化器外科学
会総会 2009.7 大阪

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  野田雅史,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  人工肛門造設術を行ったクローン病奨
励の要因別の予後と永久人工肛門となる危険因子の検討.  
第64回日本消化器外科学会総会 2009.7 大阪

松本譽之.  高用量5-ASA製剤がもたらしたもの  潰瘍性大
腸炎に対する効果と臨床的意義. （ブレックファーストセ
ミナー）第51回日本消化器病学会大会（JDDW2009） 
2009.10 京都

樋田信幸,  堀和敏,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎合併腫瘍性
病変の取り扱いと経過. （シンポジウム）第51回日本消化
器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

福永健,  吉田幸治,  富田寿彦.  クローン病における生物学
的製剤抵抗剤の現状と対応. （シンポジウム）第51回日本
消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都
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横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  應田義雄,  樋
田信幸,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  潰瘍性大腸
炎における末梢血Ｔ細胞の存在と役割について.  第51回
日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹.  炎症性腸疾患のサーベイラ
ンスにFDG-PET検査は有用か？. （シンポジウム）第51回
日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 京都

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  十二指腸瘻を合併したクローン病手術症例の検討.  
第51回日本消化器病学会大会（JDDW2009） 2009.10 
京都

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  森田毅,  金鏞民,  大島忠
之,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃
シンチグラフィを用いた胃排出・貯留能の同時測定−FD
患者の胃運動機能評価−.  第49回日本核医学会学術総
会 2009.10 旭川

山岸大介,  野田雅史,  久野隆史,  塚本潔,  外賀真,  内野
基,  松原長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  集学的治療により
長期生存中の大腸癌術後多数回再発の一例.  第47回日
本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  竹末
芳生,  冨田尚裕,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の術前内科
治療の変遷と術式の選択. （シンポジウム）第64回日本大
腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  蝶野晃弘,  松本譽之,  竹
末芳生,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎,  大腸全摘,  直腸粘
膜切除,  J型回腸嚢肛門吻合術における小開腹手術. （ビ
デオシンポジウム）第64回日本大腸肛門病学会学術集会 
2009.11 福岡

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  竹末
芳生,  冨田尚裕,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎手術症例の
長期予後. （パネルディスカッション）第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  冨田
尚裕,  竹末芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病の手
術適応とタイミング. （ワークショップ）第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡

内野基,  池内浩基,  蝶野晃弘,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹
末芳生 ,  冨田尚裕.  クローン病肛門病変に対する術後
Infliximab投与の効果. （ワークショップ）第64回日本大
腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

松岡宏樹,  内野基,  平田晃弘,  池内浩基,  竹末芳生,  松本
譽之,  冨田尚裕.  回腸膀胱瘻の長期間放置により発癌し
たクローン病の1例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集
会 2009.11 福岡

賀来佳子,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  松本譽之,  竹
末芳生 ,  冨田尚裕.  術直後にPosterior reversible 
encephalopathy syndrome（PRES）を併発した小児潰瘍
性大腸炎の1手術例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集
会 2009.11 福岡

佐々木寛文,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  松本譽之,  竹

末芳生,  冨田尚裕.  手術創に壊疽性膿皮症を合併した
潰瘍性大腸炎の1例.  第64回日本大腸肛門病学会学術集
会 2009.11 福岡

飯室正樹,  河合幹夫,  河野友彰,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  
應田義雄,  樋田信幸,  中村志郎,  松本譽之.  ベーチェッ
ト病,  単純性潰瘍5症例に対するインフリキシマブ治療経
験.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 2009.11 福岡

蝶野晃弘,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  痔瘻発症後17年,  人工肛門造設後5年
で痔瘻癌を合併したクローン病の1例.  第64回日本大腸肛
門病学会学術集会 2009.11 福岡

河野友彰,  吉田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  樋田信幸,  
中村志郎,  藤元治朗,  三輪洋人 ,  松本譽之.  術前に
Double bal loon内視鏡で確定診断された原発小腸癌4
例の臨床的検討.  第64回日本大腸肛門病学会学術集会 
2009.11 福岡

久野隆史,  野田雅史,  山岸大介,  塚本潔,  外賀真,  松原長
秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  S状結腸癌切除不能肝転移に
対しmFOLFOX6 failure後,  動注PMC,  CPT-11交代療
法にて肝切除可能となった１例.  第64回日本大腸肛門病
学会学術集会 2009.11 福岡

川浩介,  筒井ひろ子,  内山良介,  松本譽之 ,  中西憲司.  
IFN-gammaはPAI-1誘導を介してエンドトキシンショッ
クに貢献する. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総
会・学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
福永健,  日下剛,  樋田信幸,  吉田幸治,  横山陽子,  戸澤勝

之,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  難
治性クローン病患者の新しい長期維持療法のストラテ
ジー:GCAPによるinfliximab効果不充分例に対する橋渡
し治療. （ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学
術集会 2009.2 東京

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  福田
能啓,  松本譽之.  クローン病症例のインフリキシマブ,  バ
ルーン拡張術を加えた病態別の治療方針. （ワークショッ
プ）第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  中村光宏,  平田晃弘,  松
本譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎における内科的治療と
外科手術適応の変遷 −緊急手術，死亡症例を中心に−. 

（ワークショップ）第5回日本消化管学会総会学術集会 
2009.2 東京

大島忠之,  小瀬木順一,  富田寿彦,  金鏞民,  櫻井淳,  林千
鶴子,  田中淳二,  近藤隆,  橋本佳代,  松本譽之,  三輪洋
人.  慢性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運
動量とNK-1受容体. （ワークショップ）第5回日本消化管
学会総会学術集会 2009.2 東京

上小鶴孝二,  福永健,  加藤恭一,  戸澤勝之,  横山陽子,  中
村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  免疫制御性T細胞に注目
した潰瘍性大腸炎患者の病態と予後の相関.  第5回日本
消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

加藤恭一,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  横山陽子,  吉
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田幸治,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  出
血型クローン患者におけるインフリキシマブの早期効果.  
第5回日本消化管学会総会学術集会 2009.2 東京

野上晃司,  樋田信幸,  飯室正樹,  日下剛,  川浩介,  吉
田幸治,  横山陽子,  福永健 ,  中村志郎,  松本譽之 .  
paclitaxel-based regimenによる化学療法中に発症し
た腸炎の2例.  日本消化器病学会近畿支部第90回例会 
2009.2 大阪

林千鶴子,  浅野晴紀,  岡本聡子,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻
井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和
敏,  三輪洋人,  樋田信幸,  松本譽之,  吉田康彦,  王孔
志,  藤元治朗,  西上隆之.  リンパ節転移が認められた
9mm大の大腸カルチノイドの一例.  日本消化器病学会近
畿支部第90回例会 2009.2 大阪

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹.  クローン病出血
症例に対する手術のタイミング  インフリキシマブか手術
か！.  第45回日本腹部救急医学会総会 2009.3 東京

山崎真由子,  戸澤勝之,  野上晃司,  應田義雄,  飯室正樹,  
神野良男,  岡田昌也,  高塚広之,  中村志郎,  松本譽之.  
ダブルバルーン内視鏡で確定診断した小腸原発悪性リン
パ腫の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

奥川卓也,  富田寿彦,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  金鏞
民,  大島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  急激な転
帰をたどった門脈ガス血症と腸管気腫症を呈した壊死性
腸炎の1例.  第188回日本内科学会近畿地方会 2009.6 大
阪

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕.  潰瘍
性大腸炎術後,  創部壊疽性膿皮症を合併し治療に難渋
した１例.  第185回近畿外科学会 2009.6 神戸

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  應
田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるT
細胞の存在と役割について. （シンポジウム）第46回日本
消化器免疫学会総会 2009.7 松山

横山陽子,  福永健,  上小鶴孝二,  松本譽之.  高齢者におけ
る八卦急系細胞除去療法（CAP:Leukocytapheresis）:最
適年齢を明らかにする. （シンポジウム）第30回日本アフェ
レシス学会学術大会 2009.9 札幌

福永健,  福田能啓,  松本譽之.  難治性急性期クローン病に
対するアフェレシス治療の可能性. （ワークショップ）第
30回日本アフェレシス学会学術大会 2009.9 札幌　

長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  松
本譽之.  血小板からみたLCAP処理量の検討.  第30回日
本アフェレシス学会総会学術大会 2009.9 札幌

應田義雄,  西上隆之,  松本譽之.  腸結核による慢性炎症か
ら発生したと考えられる早期大腸癌の検討−（UCを背景
とするdysplasiaとの比較）. （パネルディスカッション）第
83回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009.9 京都

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  加
藤恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福
永健,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  腹腔内膿瘍を合

併した気腹症の1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回
例会 2009.9 京都

山崎尊久,  豊島史彦,  富田寿彦,  奥川卓也,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  肺癌治癒切除5年後に空腸に遠隔転
移を来たした1例.  日本消化器病学会近畿支部第91回例
会 2009.9 京都

松岡宏樹,  内野基,  池内浩基,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎に
対する外科手術適応の変遷. （シンポジウム）日本消化器
病学会近畿支部第91回例会 2009.9 京都

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  奥川卓也,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之,  三輪洋人.  Fatty acid amide hyderolase 

（FAAH）遺伝子多型とディスペプシア症状発現との関連.  
第11回日本神経消化器病学会 2009.9 仙台

松本譽之.  クローン病の臨床病態と素因−肉芽腫性疾患と
しての意義. （特別講演）第29回日本サルコイドーシス／
肉芽腫性疾患学会総会 2009.10 宇都宮

樋田信幸,  應田義雄,  松本譽之.  錠剤型腸管洗浄剤による
前処置に影響を与える因子  減量可能な患者の選定に向
けて. （パネルディスカッション）第27回日本大腸検査学
会総会 2009.11 東京 

飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  上部消化管内視鏡検査
（GIF）では指摘できなかったが,  小腸カプセル内視鏡検
査（CE）にて発見され,  GIFによる止血処置を行った上部
消化管病変の３症例. （シンポジウム）第27回日本大腸検
査学会総会 2009.11 東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  病態からみたクローン病症例の適切な
手術時期. （ワークショップ）第71回日本臨床外科学会総
会 2009.11 京都

内野基,  池内浩基,  蝶野晃弘,  松岡宏樹,  竹末芳生,  冨
田尚裕.  筋膜十字切開法によるloop式回腸人工肛門造
設と排出障害予防効果.  第71回日本臨床外科学会総会 
2009.11 京都

野田雅史,  山岸大介,  久野隆史,  塚本潔,  外賀真,  松原
長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  パワースター,  リガシュアー,  
シャープフック型ハーモニックスカルペルを使用した下部
直腸癌に対する肛門括約筋温存手術.  第71回日本臨床外
科学会総会 2009.11 京都

谷口和孝,  池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野
晃弘,  冨田尚裕.  22歳でcolitic cancerの合併を認めた,  
若年発症潰瘍性大腸炎の１例.  第71回日本臨床外科学会
総会 2009.11 京都

［科学研究費等班会議］
高後裕,  蘆田知史,  松本譽之,  福永健,  松井敏幸,  平井郁

仁,  藤山佳秀,  安藤朗,  日比紀文,  岩男泰,  長沼誠,  渡
辺守.  本邦の炎症性腸疾患患者・家族における炎症性腸
疾患治療薬への意識調査−市民公開講座のアンケートを
通して.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
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成20年度第2回総会 2009.2 東京
渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  藤谷幹浩,  松本譽之,  中村志

郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  本邦の炎
症性腸疾患患者・家族における炎症性腸疾患治療薬への
意識調査−市民公開講座のアンケートを通して.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総
会 2009.2 東京

岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  朝
倉敬子,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改定（案）
について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  蘆田知史,  鈴木康夫,  伊藤裕章,  緒方晴彦,  日
比紀文,  高後裕.  JTREAT研究の登録状況と今後の研
究計画について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康
夫,  長堀正和,  松井敏幸.  潰瘍性大腸炎治療指針の改
訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康
夫,  長堀正和,  松井敏幸.  クローン病治療指針の改訂案
について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成20年度第2回総会 2009.2 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  中山健夫,  
山口直比古,  日比紀文.  クローン病診療ガイドライン:作
成委員会最終案と公表に向けた修正過程.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総会 
2009.2 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  川浩介,  加藤
恭一,  横山陽子,  吉田幸治,  應田義雄,  樋田信幸,  飯室
正樹,  中村志郎,  柏村信一郎.  抗TNF-α抗体療法がク
ローン病患者の末梢免疫システムに与える影響 （各個研
究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
20年度第2回総会 2009.2 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20
年度第2回総会 2009.2 東京

工藤進英,  大塚和朗,  浜谷茂治,  伊藤治,  樫田博史,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  黒河聖,  今村哲理,  小林清
典,  佐田美和,  高木承,  樋田信幸,  松本譽之,  水野研一,  
渡辺真,  平田一郎,  渡辺憲治,  渡邉聡明.  炎症性腸疾患
関連腫瘍の拡大内視鏡所見の検討.  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」班平成20年度第2回総会 2009.2 
東京

池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  福田能啓,  中村
志郎,  松本譽之.  クローン病直腸切断術の適応基準 ―
直腸切断術症例からみた検討―（各個研究）.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回総
会 2009.2 東京

河村由紀,  豊田実,  川島麗,  萩原輝記,  河村裕,  小西文
雄,  斉藤幸夫,  矢島知治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩
三,  土肥多惠子.  潰瘍性大腸炎におけるDNAメチル化を
介した糖鎖合成不全とサイトカイン応答異常の関連（各個
研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成20年度第2回総会 2009.2 東京

吉田優,  大井充,  東健,  服部正平,  福永健,  樋田信幸,  松
本譽之.  炎症性腸疾患における腸内細菌のメタゲノム解
析および質量分析計を用いたメタボリック・フィンガープリ
ンティングの臨床応用に関する研究（各個研究）.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成20年度第2回
総会 2009.2 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  佐々木巖.  
クローン病人工肛門造設例の経過と合併症の検討 −多
施設共同研究−.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成20年度第2回総会 2009.2 東京

渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  中村志郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  
国民・患者・一般臨床医に対する啓発活動・広報活動・情
報企画  一般臨床医向け研究成果発表会の開催につい
て.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  朝
倉敬子,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改訂ワーキ
ンググループ報告.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
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業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  富田寿彦,  鈴木康夫,  伊藤裕章,  緒方晴彦,  岡
本晋,  蘆田知史,  前本篤男,  長沼誠,  渡辺守,  長堀正
和,  千葉俊美,  小林清典,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  安
藤貴文,  前田修,  渡辺修,  辻川知之,  仲瀬裕志,  下立雄
一,  那須野正尚,  本谷聡,  長坂光夫,  石黒陽,  佐々木誠
人,  猿田雅之,  高後裕,  日比紀文.  JTREAT研究中間解
析  第４報.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班
平成21年度第1回総会 2009.7 東京

日比紀文,  井上詠,  高山哲朗,  長沼誠,  岡本晋,  本谷聡,  
鈴木康夫,  上野文昭,  松本譽之,  福田能啓,  松井敏幸,  
渡辺守.  クローン病に対する白血球除去療法の有用性 多
施設共同パイロットスタディ計画 （各個研究）.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1回総
会 2009.7 東京

松本譽之,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  安藤
朗,  伊藤裕章,  岩男泰,  押谷伸英,  鈴木康夫,  長堀正和,  
松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  友政剛.  潰瘍性
大腸炎治療指針の改訂案について／クローン病治療指針
の改訂案について.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井
敏幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀
文,  中山健夫.  潰瘍性大腸炎診療ガイドラインの改訂計
画．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第1回総会 2009.7 東京

飯塚文瑛,  長堀正和,  長沼誠,  国崎玲子,  樋田信幸.  IBD
手帳  厚生労働省渡辺班版作成  外来診療における効率
の良い情報収集活動（各個研究）.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東
京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  中村志郎,  松本
譽之.  手術症例からみた潰瘍性大腸炎に合併する大腸癌
症例の現状（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難
治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関す
る調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

松本譽之,  福永健,  上小鶴孝二,  吉田幸治,  横山陽子,  加
藤恭一,  中村志郎,  池内浩基.  急性期クローン病患者に
対するインフリキシマブの末梢免疫システムに与える長期
経過−末梢血制御性T細胞を中心に−（各個研究）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第1
回総会 2009.7 東京

河村由紀,  豊田実,  川島麗,  荻原輝記,  河村裕,  小西文雄,  

斉藤幸夫,  矢島知治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩三,  
土肥多惠子.  DNAメチル化異常がもたらす潰瘍性大腸炎
粘膜の糖鎖発現異常（各個研究）.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東
京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  舟山裕士,  池内浩基,  
根津理一郎,  板橋道朗,  飯合恒夫,  荒木俊光,  渡辺聡
明,  佐々木巖.  潰瘍性大腸炎,  クローン病に合併した小
腸,  大腸癌 −クローン病に合併した大腸癌のsurveillance 
program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」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  佐々木巖.  
クローン病人工肛門造設例の経過と合併症の検討 −多
施設共同研究−.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第1回総会 2009.7 東京

［研究会・講演会等］
松本譽之 .  IBDの治療における内視鏡の意義  Mucosal 

fealingをめぐって. （ランチョンセミナー）第20回日本消化
器内視鏡学会東北セミナー 2009.1 盛岡

松本譽之.  IBD研究の最前線 −内科治療−.  第5回日本炎
症性腸疾患研究会 2009.2 東京

吉田幸治.  クローン病大量出血症例に対するインフリキシ
マブの有効性の検討.  第5回日本炎症性腸疾患研究会 
2009.2 東京

松本譽之.  炎症性腸疾患の最近の治療と今後の展望. （教
育講演）平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Aセッ
ション 2009.2 大阪

池内浩基.  炎症性腸疾患の術後長期経過. （ランチョンセミ
ナー）第9回日本小児IBD研究会 2009.2 大阪

三﨑真生子,  池内浩基,  内野基,  中村光宏,  松岡宏樹,  冨
田尚裕,  大塚欣敏,  谷澤隆邦,  森本高広.  術前にITPを
合併した潰瘍性大腸炎の１手術例.  第9回日本小児IBD
研究会 2009.2 大阪

池内浩基.  潰瘍性大腸炎とクローン病の手術治療−兵庫
医大の成績−. （特別講演）第20回大腸肛門疾患懇話会 
2009.3 京都

池内浩基.  クローン病手術症例からみた今後の治療方針. 
（特別講演）第13回長野炎症性腸疾患（I BD）研究会 
2009.3 長野

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  戸澤勝之,  加
藤恭一,  日下剛,  中村志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎に
おける末梢血T細胞の存在と役割について.  第12回京都
免疫ワークショップ学術集会 2009.3 京都

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  吉田幸治,  横山陽子,  應田
義雄,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  松本譽之.  事前の
小腸造影で狭窄病変が指摘されずカプセル内視鏡の停留
を来した非特異性多発性小腸潰瘍の２例.  第4回カプセ
ル内視鏡の臨床応用に関する研究会 2009.5 名古屋
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池内浩基 .  内科医に知っていて欲しい外科からの要望. 
（基調講演）第32回IBD Club Jr.研究会 2009.6 東京

河野友彰,  飯室正樹,  中村志郎,  松本譽之.  カプセル内視
鏡が発見の契機となった空腸動静脈奇形（AVM）の1例.  
第2回日本カプセル内視鏡研究会総会・学術集会 2009.7 
東京

池内浩基.  高齢者の潰瘍性大腸炎の問題点.  第14回関西
腸疾患セミナー 2009.8 大阪

松本譽之.  炎症性腸疾患の最近の治療と今後の展望. （教
育講演）平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Aセッ
ション 2009.9 仙台

池内浩基.  炎症性腸疾患とストーマ管理の問題点.  第26
回北海道ストーマリハビリテーション研究会学術集会 
2009.9 札幌

中村志郎.  カプセル内視鏡を用いた小腸疾患の診断.  平成
21年度第2回兵庫医科大学医学会講演会 2009.9 西宮

池内浩基.  内科医に知ってほしいIBD外科治療.  徳島炎症
性腸疾患講演会 2009.9 徳島

池内浩基.  炎症性腸疾患の外科治療の現状. （特別講演）
第32回愛媛炎症性腸疾患研究会 2009.9 松山

内野基.  腸の腫瘍と炎症.  第1回Gut Challenge Meeting 
2009.9 東京

池内浩基.  小児および高齢者潰瘍性大腸炎に対する外科
治療における諸問題．（特別講演）第24回大腸病態治療
研究会 2009.10 大阪

河野友彰,  吉田幸治,  中村志郎,  松本譽之.  Crohn病の小
腸病変に対するバルーン拡張術の有用性. （シンポジウ
ム）第47回小腸研究会 2009.11 福岡

松本譽之.  炎症性腸疾患の診断と治療,  潰瘍性大腸炎・ク
ローン病. （教育講演）第23回日本消化器内視鏡学会近
畿セミナー 2009.12 大阪

■ その他■
樋田信幸,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎長期罹患症例に対す

るサーベイランスのための腫瘍性病変内視鏡アトラス.（文
献紹介） Intestine 2009;13:90-1.

松本譽之 .   I B Sによる社会的損失をご存知ですか？.   
Medical Tribune 2009.1.1:52-3.

松本譽之.  ラモセトロン長期投与時の改善効果.  Medical 
Tribune 2009.1.1:46-7.

松本譽之.  ラモセトロン長期投与時の改善効果.  日経メディ
カル 2009;1:128-9.

松本譽之 .  炎症性腸疾患における最新の知見. （特別講
演）第10回大分IBD mini conference 2009.1 大分

中村志郎.  兵庫医科大学でのクローン病治療の実際.  イン
フリキシマブサテライトミーティング 2009.1 神戸

中村志郎.  インフリキシマブ治療の基礎と応用. （特別講
演）北播磨IBD治療Meeting 2009.1 西脇

池内浩基.  炎症性腸疾患の外科治療.  すこぶる快腸倶楽部
10周年イベント 2009.1 広島

中村志郎.  下部消化管の病態と栄養管理. （教育講演）大
阪府栄養士会生涯学習研修会 2009.2 大阪

應田義雄,  田中信治,  岡志郎,  卜部祐司,  松本譽之.  NBI
拡大観察で診断されESDで一括切除した中咽頭表在癌
の1例.  第4回Bay Area Gut Club（BAG） 2009.2 大阪

池内浩基.  クローン病の手術適応からみた治療方針. （特
別講演）松山レミケードセミナー 2009.2 松山

松本譽之.  クローン病の内科治療と治療オプション. （特別
講演）室蘭クローン病講演会 2009.3 室蘭

松本譽之.  最近のIBD治療と今後の展開.  味の素株式会社
社内講演会 2009.3 東京

松本譽之.  IBD内科治療up to date QOL向上を目指した治
療選択. （特別講演）第21回炎症性腸疾患フォーラム岡
山 2009.3 岡山

樋田信幸.  過敏性腸症候群について.  兵庫医科大学市民健
康講座 2009.3 西宮

松本譽之.  今,  増加している疾患  IBSをめぐる最新情報. 
（特別講演）姫路イリボー錠新発売記念講演会 2009.3 
姫路

松本譽之.  IBD最新治療の現況. （特別講演）なにわインフ
リキシマブミーティング 2009.3 大阪

Oshima T,  Koseki J,  Sakurai J,  Hayashi C,  Tanaka 
J,  Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  NK-1 recepter is involved in the development of 
chronic dyspeptic symptoms in a rat chronic acid 
reflux esophagitis model.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

Tomita T,  Iijima H,  Hashimoto M,  Nishiguchi S,  
Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  Esophageal thickness as a possible marker of 
gastro-Esophageal reflux diseases.  A study using 
abdominal ultrasonography.  The 13th Taishotoyama 
International Symposium on Gastroenterology 2009.3 
Shimoda

池内浩基.  クローン病の病態からみた手術適応. （特別講
演）エキスパートミーティング−クローン病治療を考える会
− 2009.3 岡山

池内浩基.  クローン病の病態からみた手術適応. （特別講
演）Wakayama Biologic Conference 2009.3 和歌山

松本譽之.  大腸がんについて.  熟年期の健康いきいき講座 
2009.4 姫路

松本譽之 .  IBD難治例治療における最近の知見.  愛知
IBD/IBSセミナー 2009.4 名古屋

松本譽之.  クローン病治療のup to date 難治例への治療オ
プション.  第1回京都炎症性腸疾患研究会 2009.4 京都

松本譽之.  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3回大腸がん死亡ゼロを目指して 2009.4 
大阪

吉田幸治.  クローン病の最新治療  中級編.  NPO法人
Japan IBD和歌山講演会 2009.4 和歌山

松本譽之.  ストレス社会に増えるIBS（過敏性腸症候群）の
病態と治療.  兵庫県病院薬剤師会伊丹支部例会 2009.4 
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伊丹
中村志郎.  クローン病の術後再発と栄養療法.  エレンタール

講演会 2009.4 大阪
池内浩基.  腸を守る  外科編. （教育講演）エレンタール講

演会 2009.4 大阪
松本譽之 .   大腸がん死亡ゼロを目指して.  毎日新聞 

2009.4.30:25.
松本譽之.  クローン病治療のup to date 生物学的製剤の位

置づけ.  Crohn’s disease seminar 2009.5 高松
松本譽之.  IBDセンターの開設.  兵庫医科大学病院NEWS 

2009.5:1.
福永健.  IFXの効果減弱因子をGMAが抑制・除去できる可

能性.  Japan medicine 2009;1404:18.
松本譽之 .  潰瘍性大腸炎.  潰瘍性大腸炎社内勉強会 

2009.6 神戸
松本譽之 .  I BD治療の到達点と予防.  第218回木曜会 

2009.6 東京
中 村 志 郎 .   インフリキシ マブ 治 療 の 基 礎と応 用 .  

Infliximab Meeting in Hanashin 2009.6 宝塚
松本譽之.  クローン病における最新治療の現状と未来.  第6

回千葉IBDアフェレーシス研究会 2009.6 佐倉
松本譽之.  潜在患者が非常に多い下痢型過敏性腸症候群

−病態と治療の最新情報.  Expert Nurse 2009;25:135-8.
松本譽之.  インフリキシマブにより変わったIBD治療の実

態.  第2回Atago IBD Conference 2009.6 東京
松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の

実態.  第11回IBD治療研究会 2009.6 名古屋
池内浩基.  クローン病に対する外科的治療の現状と新たな

る可能性. （特別講演）自治医科大学大学院医学研究科
特別講義 2009.6 埼玉

松本譽之.  Colitic cancer/dysplasiaの内視鏡診断.  第16回
GI Frontiers Club 2009.7 東京

松本譽之,  小倉由美子  監. （小冊子）クローン病の在宅
成分栄養経管栄養法の実際.  味の素ファルマ株式会社, 
2009.

中村志郎.  レミケード治療の最新の話題と連携の状況.  兵
庫IBD連携Meeting 2009.8 神戸

池内浩基.  IBDセンターの設立とクローン病に対する外科治
療の現状について.  兵庫IBD連携Meeting 2009.8 神戸

松本譽之.  潰瘍性大腸炎の病態と治療  基本から最近の治
療法の進歩まで.  堺市難病支援ネットワーク協議会講演
会 2009.8 堺

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実態.  IBD Clinical Seminar 2009 2009.9 広島

福永健.  インフリキシマブ効果不充分例へのGMAによる
ブースト治療の可能性.  第8回IBDフォーラム 2009.9 神戸

中村志郎.  Remicade治療のup to date user’s guideと適応
を中心に.  静岡クローン病治療研究会 2009.9 静岡

松本譽之.  クローン病治療のup to date 生物学的製剤の位
置づけ.  神奈川クローン病治療研究会 2009.9 横浜

松本譽之.  潰瘍性大腸炎に伴う大腸癌のサーベイランスの

現状と未来.  第16回さくらコロンクラブ 2009.10 大宮
松本譽之.  日本におけるクローン病治療の現状−新たなる

治療指針やガイドラインと共に.  第16回大阪クローン病治
療研究会 2009.10 大阪

池内浩基.  炎症性腸疾患に対する外科治療の現状.  滋賀
IBDフォーラム医療講演会 2009.10 大津

福永健.  患者QOL向上を目指した当院における潰瘍性大腸
炎患者の治療方策  外科−内科のseamless connection
を生かして.  第6回兵庫医科大学病診・病病連携の会 
2009.11 西宮

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフを用いた胃
貯留・排出能の同時測定  FD患者の運動機能評価.  第51
回くすのき会兵庫消化管病態生理研究会 2009.11 神戸

中村志郎.  クローン病の病態と治療  最新の治療について.  
クローン病学習医療相談会 2009.11 富田林

飯室正樹,  河野友彰,  日下剛,  奥順介,  河合幹夫,  中村
志郎,  松本譽之.  当院におけるカプセル内視鏡検査の臨
床的検討. （症例報告）第36回兵庫県内視鏡治療懇話会 
2009.11 神戸

池内浩基.  クローン病に対する外科治療の現状と新たなる
可能性.  IBD Seminar 2009.11 倉敷

松本譽之 .  日本におけるより適切なクローン病治療の確
立を目指して  Biolog ics治療における残された課題と
克服への挑戦.  Japan round table discussion on IBD 

（JRT2009） 2009.12 東京
松本譽之.  下血を来す疾患の診断と治療  鑑別と治療のポ

イント. （特別講演）下部消化管疾患学術講演会 2009.12 
大阪

松本譽之 .  クローン病・潰瘍性大腸炎の最新治療の現況.  
急激に増えている腸の病気  潰瘍性大腸炎・クローン病市
民公開講座 2009.12 大宮

松本譽之.  炎症性腸疾患の診断と治療 下血を主徴とする
疾患の鑑別を含めて.  伊丹市医師会学術講演会 2009.12 
伊丹

Tozawa K,  Ohda Y,  Matsumoto T,  Hori K,  Nishigami 
T.  Clinical challenges and images in GI.  Colonic 
mucosubmucosal elongated polyp.  Gastroenterology 
2009;136:49,366.

肝疾患センター
Center for Liver Diseases

■著書■
飯島尋子,  田中弘教,  齋藤正紀,  東浦晶子,  西口修平.  ペ

ルフルブタンマイクロバブル造影によるダイナミックスタ
ディとKupfferイメージによる肝腫瘍診断.  森安史典  監.  
肝癌の組織学的分化度診断と生物学的悪性度の予知 

（肝血流動態イメージ研究会シンポジウム記録集）.  第1
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版.  東京:メディカルトリビューン, 2008:46-53. 
今西宏安,  西口修平.  急性肝不全.  小川龍,  島崎修次,  飯

野靖彦,  五十嵐隆,  福島亮治  編.  経静脈治療オーダーマ
ニュアル.  13版.  大阪: メディカルレビュー社, 2009:250-4.

西口修平.  ウイルス学的検査.  小川聡  総編.  内科学書 4 
消化管・腹膜疾患  肝・胆道・膵疾患.  改訂第7版.  東京: 
中山書店, 2009:218-24.

西口修平.  免疫学的検査.  小川聡  総編.  内科学書 4 消化
管・腹膜疾患  肝・胆道・膵疾患.  改訂第7版.  東京:中山
書店, 2009:224-5．

■学術論文■
［総説］
Enomoto H,  Nakamura H,  Nishiguchi S.  Involvement 

of Hapatoma-derived Growth Factor in the growth 
of hepatocytes dur ing l iver development and 
regeneration.  Curr Res in Hepatology 2009;3:27-35.

西口修平.   肝炎ウイルス研究の治療への応用.  細胞 
2009;41:220-1.

西口修平,  山本晃久.  肝炎治療は肝発癌のリスクを減少さ
せるか.  外科 2009;71:377-81.

西口修平,  山本晃久.  肝癌治療後の抗ウイルス療法.  医学
のあゆみ 2009;229:111-5.

上西崇弘,  西口修平,  康典利,  竹村茂一,  久保正二.  イン
ターフェロン療法によるＣ型肝炎関連肝細胞癌の切除成
績向上.  消化器科 2009;48:357-62.

小俣政男,  吉田晴彦,  豊田成司,  冨田栄一,  西口修平,  林
紀夫,  飯野四郎,  牧野勲,  沖田極,  戸田剛太郎,  谷川久
一,  熊田博光.  C型慢性肝炎に対するウルソ治療  ウルソ
900mg/日投与の優位性について−前向き多施設試験追
加解析−.  肝胆膵 2009;58:693-7.

榎本平之,  山本晃久,  劉衛東,  中村秀次,  西口修平.  肝癌  
基礎・臨床研究のアップデート,  ビタミンK2.  日本臨牀 
2009;67（増刊3）:235-9.

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  柴田陽子,  東浦晶子,  橋
本眞里子,  吉本直喜,  赤尾憲二,  會澤信弘,  齋藤正紀,  
西口修平,  飯島尋子.  造影超音波検査を用いた慢性肝炎
の肝実質と脾実質の輝度比（LS比）による肝障害度の推
定.  Rad Fan 2009;7:66-8.
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波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  吉本直喜,  東浦晶子,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  會澤信弘,  斎藤雅博,  平山秀男,  
齋藤正紀,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
線維化診断におけるAcoustic Radiation Force Impulse
（ARFI）の有用性. （シンポジウム）日本超音波医学会
第36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  斎藤雅博,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋
子.  肝腫瘍性病変におけるAcoustic Radiation Force 
Impulse（ARFI）の検討.  日本超音波医学会第36回関西
地方会学術集会 2009.10 大阪

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  橋本眞里子,  柴田陽子,  西村純
子,  松永桃子,  吉本直喜,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋
子.  慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
ARFIの乖離例の検討.  日本超音波医学会第36回関西地
方会学術集会 2009.10 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  會澤信弘,  吉川昌平,  齋藤
正紀,  下村壯治,  西口修平,  飯島尋子.  造影超音波で評
価し得た退形成性膵管癌の一例.  日本超音波医学会第
36回関西地方会学術集会 2009.10 大阪

楊和典,  田中弘教,  岩田恵典,  下村壯治,  山本晃久,  齋藤
正紀,  會澤信弘,  吉川昌平,  西口修平,  飯島尋子.  術中
造影エコーが有用であった膵内分泌腫瘍の一切除例.  日
本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 大
阪

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平,  飯島尋子.  造
影超音波検査の肝実質相を用いたNASH鑑別法の検討.  
日本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2009.10 
大阪

飯島尋子,  田中弘教,  西口修平.  造影超音波のKupffer 
Phaseからみた非アルコール性脂肪性肝炎の診断と病態. 

（シンポジウム）第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米
子

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  Virtual Touch Tissue 
Quantification法を用いた肝線維化の非襲的評価法.  第
38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

助永憲比古,  田中弘教,  飯島尋子,  石井昭生,  高嶋智之,  
坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  中正恵二,  
廣田誠一,  中井紀博,  麻野泰包,  山中潤一,  藤元治朗.  
EOB-MRIの肝細胞造影相でhigh intensityを呈したHCC
の1例.  第38回日本肝臓学会西部会 2009.12 米子

［科学研究費等班会議］

西口修平.  メタボリック症候群合併肝硬変の現状と分岐鎖
アミノ酸製剤による治療効果の検討.  厚生労働科学研究
費補助金  肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発癌抑制を
視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作成を目
指した総合的研究」班平成20年度合同班会議 2009.1 東
京

西口修平.  肝発がんとミトコンドリア異常.  平成20年度厚
生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業 

「肝炎ウイルスにより惹起される炎症性誘発要因及びウ
イルス増殖に対する人為的制御による肝炎征圧」および 

「non-coding RNAを用いた新たな慢性Ｃ型肝炎制御に
よる治療法開発」合同班会議 2009.1 岡山

［研究会・講演会等］
會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西

宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  山中
潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  廣田誠一.  細胆
管癌の2症例.  第15回肝血流動態イメージ研究会 2009.1
横浜

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略.  Ｃ型肝炎治療学術
講演会 2009.1 大阪

西口修平.  Ｃ型ウイルス慢性肝炎に対するインターフェロン
療法:最近の話題.  第14回広島薬物療法研究会 2009.1 広
島

會澤信弘,  石井昭生,  山田大輔,  坂井良行,  吉川昌平,  山
本晃久,  岩田恵典,  榎本平之,  康典利,  齋藤正紀,  今西
宏安,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  西口修平,  斉藤
慎一,  山中潤一,  藤元治朗,  廣田省三,  西上隆之,  辻村
亨,  廣田誠一.  ＨＣＣと鑑別が困難であった細胆管癌の１
例.  第50回日本消化器画像診断研究会 2009.1 沖縄

西口修平.  発癌抑制療法に関する最近の話題.  第8回本郷
Ｃ型慢性肝炎治療研究会 2009.2 東京

西口修平.  Ｂ型肝炎の最新の診療と治療について.  姫路内
科医会学術講演会 2009.2 姫路

山本晃久.  兵庫県下における天然型ＩＦＮαの長期投与によ
る肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまと
め.  第5回兵庫県肝がん撲滅研究会 2009.4 兵庫

西口修平.  肝発癌抑制に関する最近の話題.  第4回城北消
化器病研究会 2009.4 東京

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略と最新知見.  九州肝
疾患治療戦略研究会第6回学術集会 2009.4 福岡

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  吉田昌弘,  山平正浩,  柴
田陽子,  橋本眞里子,  吉本直喜,  赤尾憲二,  會澤信弘,  
齋藤正紀,  下村壯治,  西口修平.  Sonazoid造営超音波に
よる肝癌悪性度分類の試み. （ワークショップ）第22回日
本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会 2009.4 旭川

西口修平.  肝硬変に対する抗ウイルス療法.  第41回京滋肝
炎研究会 2009.6 京都

西口修平.  IFNの肝発癌抑制効果の作用機序. （ランチョン
セミナー）第16回肝細胞研究会 2009.6 山形

西口修平.  Ｃ型慢性肝疾患に対する肝発癌抑制療法 −最近
の話題−.  第282回三田市医師会生涯教育研修会 2009.7 
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三田
西口修平.  Ｃ型慢性肝疾患に対する肝発癌抑制療法 −最

近の話題−.  ウルソ講演会  IN AKITA 2009.7 秋田
山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡田敏弘,  王

孔志,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  佐竹
真,  吉田康彦,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  今村美
智子,  飯島尋子,  廣田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細
胞癌初回切除後10年生存に関与する予後因子の検討. （シ
ンポジウム）第45回日本肝癌研究会 2009.7 福岡

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  齋藤正紀,  會澤信弘,  吉
川昌平,  山本晃久,  坂井良行,  榎本平之,  岩田恵典,  今
西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  廣田誠一,  辻村亨,  西
上隆之,  藤元治朗,  西口修平.  肝細胞癌の造影超音波
診断. （パネルディスカッション）第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  黒田暢一,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  下村壯治,  中村秀次,  飯島尋子,  廣
田省三,  西口修平,  藤元治朗.  肝細胞癌切除における
術中造影超音波検査の有用性.  第45回日本肝癌研究会 
2009.7 福岡

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎治療のコンセンサス−日米ガイド
ラインの相違について−.  第11回東北肝炎・肝癌研究会 
2009.9 盛岡

西口修平.  ガイドラインに基づいたＣ型慢性肝炎の治療−日
米ガイドラインの相違について. （特別講演）第57回備後
肝臓病懇話会 2009.11 福山

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療ガイドライン −日米の比較−. 
（特別講演）平成21年度第2回兵庫肝疾患診療連携フォー
ラム 2009.11 兵庫

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略～Response-Guided 
Therapy.  静岡県C型肝炎臨床治療講演会 2009.11 静岡

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略～Response-Guided 
therapy. （特別講演）Hepatitis Forum 2009 2009.11 三
重

山本晃久.  兵庫県下における天然型ＩＦＮαの長期投与によ
る肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまと
め.  第6回兵庫県肝がん撲滅研究会 2009.11 兵庫

坂井良行,  岩田恵典,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  會澤
信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島直子,  西口修平.  ERC
にて肝内管狭窄像を呈したアミロイドーシスの一例.  第8
回神戸胆膵疾患研究会 2009.11 神戸

Nishiguchi S.  LOTUS Study and treatment guideline of 
virus hepatitis.  The Introduction of ‘LIVACT Korea/
Japan Advisory Board Meeting’ 2009.11 Tokyo

田中弘教,  飯島尋子,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  和氣健二郎.  造影超音
波kupffer phaseの肝実質染影の低下とSonazoid気泡の
細胞内変化の関係.  第23回肝類洞壁細胞研究会学術集
会 2009.12 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  

山平正浩,  吉本直喜,  西口修平,  和氣健二郎.  NASH
における肝実質染影低下の要因−NASHモデルラットの
Kupffer細胞の形態観察による検討.  第23回肝類洞壁細
胞研究会学術集会 2009.12 大阪

飯島尋子,  田中弘教,  工藤篤,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
齋藤正紀,  山平正浩,  吉本直喜,  西上隆之,  辻村亨,  西
口修平,  和氣健二郎.  NASHモデルラットに対するスタチ
ンの効果 −造影超音波と形態学的検討−.  第23回肝類
洞壁細胞研究会学術集会 2009.12 大阪

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  山
本晃久,  池田直人,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  松
久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対する,  in 
situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプローチ
の試み.  第17回浜名湖シンポジウム 2009.12 静岡

■その他■
田中弘教,  飯島尋子,  山田大輔,  坂井良行,  會澤信弘,  山

本晃久,  石井昭生,  吉川昌平,  岩田恵典,  榎本平之,  康
典利,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  中村秀次,  西口
修平.  新たなイメージング技術Acoustic Radiation Force 
Impuls（ARFI）を用いた非侵襲的な線維化診断の有用
性.  第30回兵庫肝炎研究会 2009.1 神戸

西口修平.  Ｃ型慢性肝疾患に対する肝発癌抑制療法−最近
の話題−.  Ｃ型慢性肝疾患セミナー 2009.2 兵庫

西口修平.  Ｃ型肝硬変に対するインターフェロン療法−そ
の適応と有効性について−.  第29回下関肝疾患談話会 
2009.2 東京

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の最新治療と今後の展望.  ペガシ
ス発売5周年記念講演会 2009.2 千葉

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略.  Ｃ型肝炎治療カン
ファレンス 2009.4 守口

西口修平.  Ｃ型慢性肝炎の治療戦略 −Response Guided 
Therapy−.  第22回川崎肝臓病フォーラム 2009.4 岡山

西口修平.  肝癌抑制を目指した総合的な治療戦略−栄養療
法からインターフェロン治療まで.  山梨肝臓栄養セミナー 
2009.5 山梨

西口修平.  肝発癌抑制における栄養療法の果たす役割 
−ミトコンドリア障害とERストレス−.  第6回埼玉臨床
栄養フォーラム 2009.6 埼玉

西口修平.  Ｃ型慢性肝の治療戦略 −Response Guided 
Therapy−.  Hepatitis C Forum 2009 2009.9 栃木

西口修 平 .   ガイドラインによるＣ型慢性 肝炎の治療.  
Medical Tribune  C型肝炎セミナー 2009.9 兵庫

西口修平.  肝炎ウイルス対策の最新情報.  平成21年市民健
康講座 2009.10 西宮

西口修平.  C型肝炎治療に対するPEG-IFNの今後の治療戦
略.  PEG-IFN Advisory Borad Meeting 2009.11 東京

西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるINFβ＋リバビリン療
法の意義.  肝炎治療総括セミナー2009 2009.12 札幌

西口修平.  肝硬変における栄養療法を見直す−分岐鎖ア
ミノ酸（BCAA）補充療法の新展開 Medical Tribune 
2009.4.9:52-3.
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薬剤部
Pharmacy

■著書■
村岡玲子.  10.血液用薬  11.代謝改善薬  12.呼吸器官用薬  

13.消化器官用薬  14.ホルモン製剤.  堀内龍也,  松山賢治,  
阿南節子  監.  ハイリスク治療薬.  東京:じほう, 2009:647-
814.

藤澤浩美,  寺田智祐,  乾賢一.  乳がん科学療法FECでの
G-CSF製剤の予防的投与について.  京都大学医学部附属
病院薬剤部  編.  薬剤師が発信するがん薬物療法のエビ
デンス.  東京:じほう, 2009:37-43.

■学術論文■
［総説］
藤澤浩美,  寺田智祐,  乾賢一.  乳がん化学療法FEC100

でのG-C S F製剤の予防的投与について.  月刊薬事 
2009;51:859-63.

［原著］
土井啓至,  上紺屋憲彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  井上裕

之,  田ノ岡征雄,  坪井慶太,  志方敏幸,  濵口常男,  門林
宗男,  廣田省三.  ラット放射線性直腸粘膜障害モデルを
用いた亜鉛製剤の有効性の評価.  日本放射線腫瘍学会
誌 2009;21:149-54.

中村豪志,  多田雅美,  合田昌子,  木村知行,  濵口常男,  門
林宗男.  血液腫瘍科病棟薬局における臨床薬剤業務の
評価−薬剤師による注射薬無菌混合調製業務が医療安
全にもたらす有用性の検討−.  医療薬学 2009;35:856-
65．

藤澤浩美,  橋田亨,  寺田智祐,  桂敏也,  石黒洋,  芳林浩史,  
乾賢一.  乳がん化学療法FEC100におけるG-CSF製剤の
使用評価.  医療薬学 2009;35:31-6.

■学会発表■
［国際学会］
Kamikonya N,  Doi H,  Inoue H,  Tanooka M,  Takada 

Y,  Fujiwara M,  Tsuboi K,  Hirota S,  Shikata T,  
Kadobayashi M.  Fundamental study of polaprezinc 
suppositories in the prevention of acute radiation 
proctitis in rats.  34th European Society for Medical 
Oncology（ESMO2009） 2009.6 Berlin

［その他の学会］
辰己純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原

美佳,  高橋佳子.  リネゾリド耐性MRSAによるペースメー
カー・リード感染の一症例.  第56回日本化学療法学会西
日本支部総会 2008.12 広島

中山雅裕,  柳井美奈,  木村知行,  濵口常男,  門林宗男.  残
置薬の保管期間短縮による残置薬数低減の取り組みにつ
いて.  第30回日本病院薬剤師会近畿学術大会 2009.1 大

阪
辰己純代,  高橋佳子,  志方敏幸,  日笠真一,  門林宗男,  吉

原哲,  海田勝仁,  小川啓恭.  造血幹細胞移植後の消化
管移植片対宿主病に対するジプロピオン酸ベクロメタゾン
腸溶性カプセルの臨床使用.  第31回日本造血細胞移植学
会総会 2009.2 札幌

堀部正記,  藤澤浩美,  室親明,  濵口常男,  門林宗男.  膀胱
がんM-VAC療法における全身投与と動注投与の副作用の
比較.  医療薬学フォーラム2009・第17回クリニカルファー
マシーシンポジウム 2009.7 京都

山下典子,  合田昌子,  三上ひとみ,  前村知見,  柳井美奈,  
新藤三枝,  濵口常男,  門林宗男,  山本新吾.  がん化学
療法に伴う悪心の評価へのVASの適応.  医療薬学フォー
ラム2009・第17回クリニカルファーマシーシンポジウム 
2009.7 京都

村岡玲子,  藤澤浩美,  荻有希恵,  東野吏紗,  中村豪志,  濵
口常男,  門林宗男.  がん薬物療法連携シートによる病棟
薬局と外来化学療法センター間の情報共有化に関する検
討.  医療薬学フォーラム2009・第17回クリニカルファーマ
シーシンポジウム 2009.7 京都

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  髙田康
弘,  冨士原将之,  坪井慶太,  廣田省三,  志方敏幸,  濵口
常男,  門林宗男.  放射線性直腸炎に対する亜鉛製剤経直
腸投与が有効であった症例.  第292回日本医学放射線学
会関西地方会（364回レントゲンアーベント） 2009.7 大阪

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  髙田康
弘,  冨士原将之,  志方敏幸,  濱口常男,  門林宗男,  廣田
省三.  放射線性直腸炎に対する亜鉛製剤経直腸投与の
経験.  日本放射線腫瘍学会第22回学術大会 2009.9 京
都

合田昌子,  山下典子,  柳井美奈,  三上ひとみ,  前村知見,  
新藤三枝,  濵口常男,  門林宗男,  山本新吾.  がん化学療
法に伴う食欲不振評価へのVASの応用.  第19回日本医療
薬学会年会 2009.10 長崎

柳井美奈,  山下典子,  合田昌子,  三上ひとみ,  新藤三枝,  
濵口常男,  門林宗男,  山本新吾.  VASを用いた多剤併用
がん化学療法に伴う悪心の評価.  第19回日本医療薬学会
年会 2009.10 長崎

志方敏幸,  中村豪志,  日笠真一,  濵口常男,  門林宗男,  土
井啓至,  上紺屋憲彦.  ポラプレジンク坐剤の安定性と難
治性出血性放射線直腸炎に対する臨床評価.  第19回日
本医療薬学会 2009.10 長崎

中村豪志,  藤澤浩美,  福田知子,  中村綾奈,  濵口常男,  門
林宗男.  薬剤師によるプライミングも含めた抗がん剤調製
における「クレーブ®オンコロジーシステム」の評価.  第19
回日本医療薬学会年会 2009.10 長崎

青野祥子,  山口裕子,  多田雅美,  大村知子,  今井扶美子,  
多河典子,  小林吉晴,  濵口常男,  海田勝仁,  吉原哲,  門
林宗男.  造血幹細胞移植患者におけるタクロリムス血中
濃度に及ぼす抗真菌薬と性差の影響.  第19回日本医療
薬学会年会 2009.10 長崎

中央部門
Central Division
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日笠真一,  濵口常男,  日笠聡,  門林宗男.  HIV感染症患
者・血友病患者の処方せん応需に関する薬局の意識・実
態調査―兵庫医科大学病院―薬局の連携に向けて―.  
第19回日本医療薬学会年会 2009.10 長崎

日笠真一,  門林宗男,  徳川多津子,  澤田暁宏,  日笠聡.  
HCVによる肝硬変合併HIV感染症例におけるFPVの血
中濃度の検討.  第23回日本エイズ学会学術集会・総会 
2009.11 名古屋

辰己純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原
美佳,  高橋佳子.  外科・救急領域における侵襲性カンジ
ダ症に対するitraconazole注射薬（以下, ITCZ注）の有用
性.  第57回日本化学療法学会西日本支部総会・第52回日
本感染症学会中日本地方会学術集会 2009.11 名古屋

［研究会・講演会等］
村岡玲子,  藤澤浩美,  阿久井千亜紀,  荻有希恵,  中山雅

裕,  東野吏紗,  塩谷明子,  門林宗男.  病棟サテライト薬
局と外来化学療法センター薬剤調製室との連携.  第4回
関西がんチーム医療研究会 2009.2 大阪

■その他■
藤澤浩美.  がん化学療法とレジメン管理.  がん専門薬剤師

研修事業講義研修 2009.1 兵庫
藤澤浩美.  外来化学療法における発熱性好中球減少の対

策.  兵庫乳がんチーム医療研究会 2009.6 兵庫
日笠真一.  抗HIV療法 ―兵庫医科大学病院での事例紹

介―.  第2回兵庫抗HIV薬勉強会 2009.11 兵庫
山下典子,  室親明,  志方敏幸,  中山雅裕,  前村知見,  辰己

純代.  抗癌剤の調製実習.  兵庫県病院薬剤師会中小病
診研修会 2009.12 神戸

藤澤浩美.  外来化学療法における薬剤師の役割.  兵庫乳が
んチーム医療研究会 2009.12 兵庫

藤澤浩美.  がん治療における薬剤師の新しい展開.  がん専
門薬剤師インテンシブ  文部科学省「がんプロフェッショ
ナル養成プラン」京都大学,  三重大学,  滋賀医科大学,  
大阪医科大学「高度がん医療を先導する人材養成拠点の
形成」 2009.12 京都

看護部
Nursing

■著書■
宇都宮明美.  JR福知山線脱線事故での多岐にわたる支援.  

日本看護協会  編.  看護白書  平成21年版.  東京:日本看
護協会出版会, 2009:150-4.

宇都宮明美  著.  Nursing mook53 気道浄化ケアマニュア
ル.  東京:学習研究社, 2009.

宇都宮明美.  VAP（人工呼吸器関連肺炎）対策口腔ケア.  
道又元裕,  小谷透,  神津玲  編.  エキスパートナースガイ
ド  人工呼吸管理実践ガイド.  東京:照林社, 2009:228-32.

■学術論文■
［総説］

宇都宮明美 .  急性期人工呼吸患者の家族へのメンタルサ
ポート.  呼吸器ケア 2009;7:285-9.

湯浅真裕美.  外傷.  小児看護 2009;32:859-66.
宇都宮明美 .  第三者行為（例えば交通事故や傷害事件）

で重傷を負った患者をもつ家族へのケア.  臨床看護 
2009;35:1448-51.

高石明子.  回腸導管造設術  細かく繊細,  そして長い！.  泌
尿器ケア 2009;14:905-8.

牛尾里美.  血友病の知識の教育.  小児看護 2009;32:1592-
8.

高松由起,  宇都宮明美.  ＶＡＰ予防の創意工夫.  重症集中
ケア 2009;8:95-102.

岡本和子,  原有香,  柴原佳宣,  坂本由佳,  田中京美,  尾
上由美子.   パスで流れがわかる！整形外科の周術期
ケア「前十字靱帯（ACL）再建術」.  整形外科看護 
2009;14:1238-43.

宇都宮明美,  山岡綾子.  補助人工心臓（症例）編.  重症集
中ケア 2009;7:115-20.

山田明美,  利木佐起子,  高橋友子. 「医療人育成センター」
における看護職専任指導者の活動  新人看護師臨床研修
制度導入に向けて.  看護管理 2009;19:929-33.

［症例報告］
西山実希,  小泉ひとみ,  宇都宮明美.  劇症型心筋炎患者

の両心室補助人工心臓（BVS5000）における水分管理.  
Heart Nursing 2009;22:209-12.

■学会発表■
［全国規模の学会］
末信正嗣.  集中治療における新人看護師教育.  第36回日本

集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪
岡裕絵,  萬山和美,  宇都宮明美.  ICUにおけるインシデ

ント分析結果.  第36回日本集中治療医学会学術集会 
2009.2 大阪

江端里恵,  宇都宮明美.  低心機能高齢患者におけるNPPV
離脱へのアプローチ.  第36回日本集中治療医学会学術集
会 2009.2 大阪

［その他の学会］
矢吹浩子.  栄養療法における看護師の役割と今後の展望. 
（パネルディスカッション）第12回日本病態栄養学年次学
術集会 2009.1 京都

矢吹浩子.  栄養療法における看護師の役割と今後の展望. 
（パネルディスカッション）第24回日本静脈経腸栄養学会 
2009.1 鹿児島

矢吹浩子,  小西尚美.  看護師による入院時のSGA判定に
おける判断要因の分析.  第24回日本静脈経腸栄養学会 
2009.1 鹿児島

山田繁代 .  看護師として,  学び,  実践してきた栄養療法. 
（基調講演）第24回日本静脈経腸栄養学会 2009.1 鹿児
島

松本伸子,  江口和子,  太田賀子,  尾上由美子,  一瀬理加.  
悪性中皮腫患者の告知後の受けとめについて.  第23回日
本がん看護学会学術集会 2009.2 沖縄



223兵庫医大業績録（2009）

乾貴絵.  院内のエンゼルケアの現状調査 ～エンゼルケアの
充実と普及をはかるために～.  第23回日本がん看護学会
学術集会 2009.2 沖縄

小牧よし子.  薬物慮法で疼痛コントロールを行っている患者
が望む退院指導の検討.  第23回日本がん看護学会学術
集会 2009.2 沖縄

長渕由希子,  黒瀬慶子,  波々伯部公美.  血流感染予防行動
受容のためのサーベイランスシートの工夫.  第24回日本
環境感染学会総会 2009.2 横浜

桑田恭子,  川井めぐみ,  波々伯部公美.  炎症性疾患回腸廔
造設患者における創関連合併症第2報 ～創周囲皮膚汚染
は創関連合併症のリスク因子となるのか～.  第24回日本
環境感染学会総会 2009.2 横浜

橋村千恵,  樽田茉悠佳,  伊藤真知子,  加地靖子.  造血幹細
胞移植を受けた患者の褥瘡発生要因の分析.  第31回日本
造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

柴田知子,  宇都宮明美.  ポジショニング・モビライゼーショ
ンによる下側肺障害の早期改善に向けての取り組み.  第
54回日本集中治療医学会近畿地方会 2009.6 和歌山

今田佳寿美,  田中万由美.  食道癌術後患者の術後管理 ～再
挿管のリスクファクターについて～.  第54回日本集中治療医
学会近畿地方会 2009.6 和歌山

宇都宮明美 .  集中治療領域における鎮静鎮痛管理・看護
師の視点から.  第54回日本集中治療医学会近畿地方会 
2009.6 和歌山

片岡優実,  峯瀬美千代,  水野良子,  山田明美,  鈴木久美,  
松本麻里,  佐藤真由美,  佐藤禮子.  わが国のＣ型肝炎患
者の体験およびQOLに関するエビデンス.  第3回日本慢
性看護学会学術集会 2009.7 東京

高松由起,  仲村智美.  ICUでのリーダーシップを発揮するた
めの促進因子・阻害因子.  第5回日本クリティカルケア看
護学会学術集会 2009.7 神戸

山岡綾子.  知識をクリティカルケア看護実践に活かすには.  
第5回日本クリティカルケア看護学会学術集会 2009.7 神
戸

宇都宮明美,  小森麻由,  高松由起,  仲村智美.  開胸術後
のトータルケアベッド使用による早期離床.  第5回日本クリ
ティカルケア看護学会学術集会 2009.7 神戸

宇都宮明美 .  人工呼吸器関連肺炎の予防. （ランチョン
セミナー）第5回日本クリティカルケア看護学会学術集会 
2009.7 神戸

宇都宮明美 .  知識をクリティカルケア実践に活かすには.  
（シンポジウム）第5回日本クリティカルケア看護学会学術
集会 2009.7 神戸

栁茂樹.  入退院を繰り返す精神疾患患者への療養行動支
援に関する事例研究.  第40回日本看護学会−精神看護−
学術集会 2009.7 島根

湯浅真裕美,  高比良法子.  大学病院における時間外受診の
現状と看護師の役割.  日本小児看護学会第19回学術集
会 2009.7 札幌

宇都宮明美.  体位と呼吸管理:看護師の立場から. （シンポ

ジウム）第31回日本呼吸療法医学会学術総会 2009.7 山
形

谷山暁子,  磯博行.  Ａ大学病院における病棟看護師の疲労
度の検討 ―二交代と三交代の比較―.  第13回日本看護
管理学会年次大会 2009.8 浜松

宇都宮明美.  災害と看護.  第35回日本看護研究学会学術
集会 2009.8 横浜

宇都宮明美.  人為災害被災者の心理的回復のプロセス.  日
本災害看護学会第11回年次大会 2009.8 神戸

久保薗梨乃,  吉田智子.  炎症性腸疾患患者に対するアフェ
レシス:看護師の役割. （パネルディスカッション）第30回
日本フェレシス学会学術大会 2009.9 札幌

窪岡由佑子.  看護師をモデルとして新たな自己の役割を見出
した一事例.  第14回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 
2009.9 札幌

長野寛子,  前林雅世.  在宅支援チームにおけるプライマリー
ナースの退院支援のあり方.  第40回日本看護学会−小児
看護−学術集会 2009.9 高知

牛尾里美.  プレパレーションによる円滑な治療導入・継続. 
（イブニングセミナー）第43回日本小児内分泌学会学術
集会 2009.10 栃木

安藤寛美,  仁岸清美,  藤本陽子.  手術を受ける患者の歩
行入室に対しての認識調査.  第31回日本手術医学会総会 
2009.10 東京

大西栄子,  福元英子,  山口綾,  立部巴,  平川弘美,  十河す
み子,  小田美紀子.  兵庫県における職場環境実態調査～
管理職者の看護職員確保・定着対策に対する設置主体
別比較～.  第40回日本看護学会−看護管理−学術集会 
2009.10 大阪　

上村朝美,  遠藤典子.  手術室に配置転換した病棟経験看
護師のストレス調査.  第23回日本手術看護学会年次大会 
2009.11 千葉

宇都宮明美.  家族看護の視点から. （パネルディスカッショ
ン）第23回日本冠疾患学会学術集会 2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
山田繁代.  地域中核病院の立場から. （シンポジウム）平成

20年度日本看護管理学会例会in兵庫 2009.2 神戸
萬山和美,  宇都宮明美.  ICUにおけるプライマリーナースの

役割に対する認識.  平成20年度看護実践研究会 2009.2 
西宮

吉田陽子,  玉井友香.  NICUにおけるグループ教育の検討.  
平成20年度看護実践研究会 2009.2 西宮

山岡綾子,  江端里恵.  早期離床.  4施設合同症例検討会  
2009.6 西宮

西山実希,  末信正嗣.  大動脈弁置換術後の早期離床につい
て事例を振り返る.  4施設合同症例検討会 2009.6 西宮

岩下実華,  宮前聖子.  腹臥位安静による患者の想いと日常
生活上の支障に対する患者の工夫と実態.  第25回日本眼
科看護研究会 2009.6 福岡

牛尾里美,  森洋子.  小児血友病患者の発達段階に沿った教
育指導を目指して ～学童期（低学年対応）の教育パンフ
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レットの作成～.  第5回阪神ヘモフィリア研究会 2009.6 大
阪

安藤由賀.  血液透析導入患者の転院時継続看護情報用紙
の検討.  第21回兵庫県透析合同研究会 2009.10 神戸

■ その他■
岸本裕充,  宇都宮明美.  人工呼吸器装着患者の口腔ケア,  

本来は“二人で行うべき”だけど.  Expert Nurse 2009;25 
（2）:66-8.

岸本裕充,  山口晴美,  藤本陽子.  手術室看護師が知ってお
きたい口腔の知識①術前訪問を活用するために.  実践手
術看護 2009;2（12）:67-71.

岸本裕充,  山口晴美,  藤本陽子.  手術室看護師が知ってお
きたい口腔の知識②術前訪問におけるアセスメントと手
術室での配慮.  実践手術看護 2009;3（1）:104-9.

岡山カナ子.  褥瘡予防とケアの実際.  兵庫県看護協会研修
会 2009.1 西宮

丸山美津子.  臨床現場でのコミュニケーションエラー.  京都
府看護協会丹波地区研修会 2009.1 福知山

丸山美津子.  新人看護師のための院内専任の指導者研修.  
兵庫県看護協会研修会 2009.1 神戸

足立拓也.  事故防止には絶対必須,  カテーテルの位置確認.  
離床研究会セミナー 2009.1 高松

宇都宮明美 .  兵庫医科大大学ICUでの鎮静鎮痛管理:看
護師の立場から.  鎮静鎮痛研究会COEプログラムホスピ
ラー・ジャパン社員教育実地研修 2009.1 西宮

山田明美.  スタッフの力を引き出す看護管理 ～人的資源管
理とキャリア形成～.  日本看護協会研修会 2009.2 神戸

宇都宮明美.  看護の立場から見たVAPの現状と対策.  日米
ＶＡＰセミナー 2009.2 東京

宇都宮明美.  心不全患者に対する終末期ケア.  大阪市立大
学附属病院研修会 2009.2 大阪

千島佳也子.  法と災害看護「救護体験を法的な視点から考
察する」.  平成20年度第3回災害看護セミナー 2009.2 神
戸

宇都宮明美,  山田裕基,  大西瑞枝.  重症集中・急性期看
護における看護記録の的確な書き方.  日総研セミナー  
2009.3 大阪

千島佳也子.  災害看護.  尼崎看護専門学校卒業記念講演 
2009.3 尼崎

足立拓也.  事故防止には絶対必須,  カテーテルの位置確認.  
離床研究会セミナー 2009.4 東京

宇都宮明美.  人工呼吸中の口腔ケア.  第1回人工呼吸基礎
セミナー 2009.5 大阪

山田明美.  組織開発と変革理論.  兵庫県看護協会認定看
護管理者制度ファーストレベル教育 2009.7 神戸

足立拓也.  事故防止には絶対必須,  カテーテルの位置確認.  
離床研究会セミナー 2009.7 福岡

宇都宮明美.  呼吸障害患者の看護.  ICU・CCU看護教育セ
ミナー 2009.7 大阪

山田明美.  現場の力を生かす組織作り ～キャリア形成の支
援と人的資源管理～.  日本看護協会研修会 2009.8 神戸

山田明美.  看護管理者が期待する認定看護師の役割と活
動評価.  日本看護協会がん化学療法認定看護師教育課
程ワークショップ 2009.8 神戸

宇都宮明美 .  急性期の人工呼吸管理とウイニングの実際.  
オーラルケアセミナー 2009.8 大阪

足立拓也.  病棟リハビリテーションにまつわる周辺機器の
理解～ドレーン・チューブ類～,  急性期リハビリテーション
における臨床評価のポイント（基礎コース）.  離床研究会
セミナー 2009.9 大阪

山田明美.  クリニカルラダー導入に向けた評価方法の具体
化.  日高医療センター管理者研修会 2009.9 豊岡

宇都宮明美.  呼吸障害患者の看護.  ICU・CCU看護教育セ
ミナー 2009.9 東京

宇都宮明美 .  救急・集中治療時における患者・家族看護.  
日総研セミナー 2009.9 大阪

宇都宮明美.  呼吸理学療法と看護.  第9回兵庫医科大学呼
吸リハビリテーションセミナー 2009.9 兵庫

山田明美.  人的資源の活用.  兵庫県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2009.10 神戸

宇都宮明美,  徳田瑞枝,  山田裕基.  重症集中・急性期看護
における看護記録の充実.  日総研セミナー 2009.10 大阪

山田裕基.  臓器提供の現場から.  平成21年度いのちの勉強
会 2009.10 神戸

丸山美津子.  スタッフナースとして取り組む医療安全.  兵庫
県看護協会研修会 2009.10 神戸

山田明美.  組織開発と変革理論.  兵庫県看護協会認定看
護管理者制度ファーストレベル教育 2009.11 神戸

山田明美.  人的資源の活用.  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 2009.11 福岡

山田明美.  人的資源の活用.  大分県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2009.11 大分

宇都宮明美.  急性期の口腔ケア.  いわて口腔ケア研究会セ
ミナー 2009.11 岩手

宇都宮明美.  集中治療領域における人工呼吸管理と鎮静管
理.  高知大学医学部・看護部講演会 2009.12 高知

宇都宮明美.  人工呼吸器装着患者の看護.  第40回人工呼
吸の安全セミナー 2009.12 神戸

山田明美.  新人育成のけるプリセプターシップについての知
識・技術 ～新人の特徴を捉えた効果的な指導方法～.  兵
庫県看護協会研修会 2009.12 神戸
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動物実験施設
Laboratory Animal Facility

■学会発表■
［その他の学会］
米川博通,  佐加良英治,  朱宮正剛,  小原徹.  実験動物施設

における動物アレルギーの現状とその対策 −シンポジウ
ムを始めるにあたって−. （シンポジウム）第56回日本実験
動物学会総会 2009.5 大宮

米川博通,  佐加良英治,  井上龍太,  朱宮正剛,  小原徹.  動
物アレルギーの現状（アンケート調査の結果）. （シンポジ
ウム）第56回日本実験動物学会総会 2009.5 大宮

佐加良英治,  永田大典,  木原淳彦.  実験動物アレルギーの
労働安全衛生面での対策. （シンポジウム）第56回日本実
験動物学会総会 2009.5 大宮

谷口泰造,  千葉俊明,  角山圭一,  永田大典,  田中昭二,  川
上知一,  鈴木登,  佐加良英治,  松山正剛.  タウオパチー
におけるパーキンソン症状:SJLBマウスを用いた検討.  第
56回日本実験動物学会総会 2009.5 大宮

永田大典,  木原淳彦,  川上知一,  佐加良英治.  兵庫医科大
学における基本指針に基づく自己点検・評価,  外部検証.  
第43回日本実験動物技術者協会総会 2009.10 新潟

佐加良英治.  実験動物福祉と実験動物技術者の役割−本
シンポジウムの開催にあたって−. （シンポジウム）第43回
日本実験動物技術者協会総会 2009.10 新潟

佐加良英治,  永田大典,  川上知一,  木原淳彦.  文科省基本
指針に基づく動物実験に関する自己点検・評価,  外部検
証.  第27回九州実験動物研究会総会 2009.11 熊本

［研究会・講演会等］
佐加良英治.  大学における動物実験の相互検証制度につい

て −兵庫医科大学の場合−. （シンポジウム）平成21年度
公私立大学実験動物施設協議会総会 2009.6 東京

共同利用施設
Reseatch Facilities for Common Use
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臨床工学室
Clinical Engineering Room

■著書■
木村政義.  パルスオキシメータ.  宇都宮明美  著.  Nursing 

mook53  気道浄化ケアマニュアル.  東京:学習研究社, 
2009:22-4.

冨加見教男.  加温・加湿.  宇都宮明美  著.  Nursing 
mook53  気道浄化ケアマニュアル.  東京:学習研究社, 
2009:120-3.

■学術論文■
［総説］
木村政義.  人工呼吸器の役割と構造.  Heart Nursing 

2009;22:26-32.
■学会発表■

［全国規模の学会］
木村政義.  臨床工学技士の臨床の係わり合い. （シンポジ

ウム）第36回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪
木村政義.  チームとしての集中治療.（シンポジウム）第36回

日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪
木村政義,  鈴木尚紀,  西信一,  安宅一晃.  成人用HFO装

置（R100）に適当な加温加湿器は？（3種の加温加湿器の
検討）.  第36回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大
阪

鈴木尚紀,  冨加見教男,  木村政義,  安宅一晃,  西信一.  血
液浄化装置（TR-520/525）の流量精度点検プロトコルの
検討−血液浄化療法の安全性を高めるために−.  第36回
日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪

川崎由記,  楢村友隆,  鈴木尚紀,  武貞美喜,  木村政義.  バ
イオフィルム破砕剤Interceptの臨床評価.  第54回日本透
析医学会学術集会・総会 2009.6 横浜

鈴木尚紀,  川崎由記,  武貞美喜,  倉賀野隆裕,  中西健.  
AKソリタDLからカーボスターへの変更後アセテート感受
性の変化が疑われた1例.  第54回日本透析医学学会学術
集会・総会 2009.6 横浜

大平順之,  武西友幸,  亀井理生,  髙山舞,  宮本裕治.  当院
におけるclosed-circuitへの取り組み.  第47回日本人工臓
器学会大会 2009.11 新潟

［その他の学会］
鈴木尚紀,  大平順之,  武貞美喜,  冨加見教男,  川崎由記,  

武西友幸,  中田文,  亀井理生,  髙山舞,  中野智彦,  木村
政義,  山本聡,  徳山正徳,  倉賀野隆裕,  中西健.  AKソ
リタDLからカーボスターへ変更後アセテート感受性変化
が疑われた1例.  第36回日本血液浄化技術学会 2009.4 
神戸

木村政義.  臨床の中での臨床工学技士の役割（集中治療

編）. （パネルディスカッション）第19回日本臨床工学会 
2009.5 徳島

木村政義,  大平順之,  武貞美喜,  武西友幸,  中田文,  亀井
理生,  髙山舞,  川崎由記,  冨加見教男,  中野智彦,  鈴木
尚紀.  流量の変化によるNPPV用加温加湿器性能比較.  
第19回日本臨床工学会 2009.5 徳島

中野智彦,  大平順之,  武貞美喜,  武西友幸,  中田文,  亀井
理生,  髙山舞,  川崎由記,  冨加見教男,  鈴木尚紀,  木村
政義.  低体温時における人工鼻の加湿性能.  第19回日本
臨床工学会 2009.5 徳島

武西友幸,  大平順之,  亀井理生,  髙山舞,  福井伸哉,  宮本
裕治.  選択的脳灌流における下半身への側副血行路の検
討.  第35回日本体外循環技術医学会大会 2009.10 大阪

大平順之,  武西友幸,  亀井理生,  髙山舞,  宮本裕治.  CPB
における回路内血および吸引血の炎症反応について.  第
35回日本体外循環技術医学会大会 2009.10 大阪

武西友幸.  各分野におけるCritical care領域での取り組み. 
（ワークショップ）第13回兵庫県臨床工学技士会学術大
会 2009.10 西宮

鈴木尚紀,  大平順之,  冨加見教男,  川崎由記,  武西友幸,  
中田文,  亀井理生,  髙山舞,  中野智彦,  橘銀平,  木村政
義.  透析液濃度管理におけるQC手法の活用.  第16回近
畿臨床工学会 2009.12 京都

［研究会・講演会等］
大平順之.  大動脈解離（Stanford type A）に対する体外循

環.  兵庫県臨床工学技士会第9回定期学習会 2009.2 西
宮

中野智彦.  インスピロンネブライザ・アクアパックネブライザ・
ハイホーネブライザの違いについて.  兵庫県臨床工学技
士会第10回定期学習会 2009.9 神戸

木村政義.  新生児横隔膜ヘルニアに対するNO療法の経験.  
兵庫県臨床工学技士会第10回定期学習会 2009.9 神戸

川崎由記,  大平順之,  冨加見教男,  武西友幸,  中田文,  亀
井理生,  髙山舞,  中野智彦,  鈴木尚紀,  橘銀平,  木村政
義.  バイオフィルム破砕剤Interceptの臨床評価.  第15回
日本HDF研究会学術集会 2009.11 徳島

■その他■
木村政義.  人工呼吸器の安全管理と実際.  第6回人工呼吸

器安全管理セミナー 2009.1 京都
木村政義.  医療機器の安全使用.  平成21年度リスクマネー

ジャー対象交流会 2009.10 神戸
木村政義.  人工呼吸中の安全管理.  エス・アールアカデミー

ジャパン人工呼吸療法公開セミナー 2009.11 神戸
大平順之.  急性血液浄化療法  安全な施行のための基礎知

識.  日本集中治療学会近畿地方会教育セミナー 2009.12 
大阪

木村政義.  人工呼吸器の安全管理.  第40回神戸人工呼吸
の安全セミナー 2009.12 神戸

中央施設
Central Facility
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病歴室
Medical Record Office

■学会発表■
［その他の学会］
絹川武俊,  秋山治,  内藤泰,  甲斐義啓,  由良仁,  宮本正喜.  

当院実績による診断群分類別収入推移シミュレーション
の作成および検証.  第35回日本診療情報管理学会学術
大会 2009.9 静岡

本田耕一郎,  辰己久美子,  絹川武俊,  後藤浩,  寺田英司,  
由良仁 ,  宮本正喜.  バリアンス情報の有効活用に向け
ての取り組み.  第35回日本診療情報管理学会学術大会 
2009.9 静岡
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生体防御部門
Laboratory of  Host Defenses

専任教員
■学術論文■

［総説］
柏村信一郎,  平田淳一,  大家宗彦,  岡村春樹,  丸川征四

郎.  感染性ショックの誘導に関わるサイトカイン動態の多
項目解析.  Cytometry Research 2009;19:61-6.

［原著］
Matsushita K,  Tomonaga T,  Kajiwara T,  Shimada H,  

Itoga S,  Hiwasa T,  Kubo S,  Ochiai T,  Matsubara 
H,  Nomura F.  c-myc suppressor FBP-interacting 
repressor for cancer diagnosis and therapy.  Front 
Biosci 2009;14:3401-8.

Yamanegi K,  Yamane J,  Hata M,  Ohyama H,  Yamada 
N,  Kato-Kogoe N,  Futani H,  Nakasho K,  Okamura H,  
Terada N.  Sodium valproate, a histone deacetylase 
inhibitor, decreases the secretion of soluble Fas 
by human osteosarcoma cells and increases their 
sensitivity to Fas-mediated cell death.  J Cancer Res 
Clin Oncol 2009;135:879-89.

Inokuchi C,  Ueda H,  Hamaguchi T,  Miyagawa J,  
Shinohara M,  Okamura H,  Namba M.  Role of 
macrophages in the development of pancreatic islet 
injury in spontaneously diabetic torii rats.  Exp Anim 
2009;58:383-94.

Yamada K,  Morishita N,  Katsuda T,  Kubo S,  Gotoh 
A,  Yamaji H.  Adenovirus vector production using 
low-multiplicity infection of 293 cells.  Cytotechnology 
2009;59:153-60.

Nakagomi N,  Nakagomi T,  Kubo S,  Nakano-Doi 
A,  Saino O,  Takata M,  Yoshikawa H,  Stern DM,  
Matsuyama T,  Taguchi A.  Endothelial cells support 
survival, proliferation, and neuronal differentiation 
of transplanted adult ischemia-induced neural stem/
progenitor cells after cerebral infarction.  Stem Cells 
2009;27:2185-95. 

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-
Doi A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  
Nishizaki T,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Isolation and characterization of neural stem/
progenitor cells from post-stroke cerebral cortex in 
mice.  Eur J Neurosci 2009;29:1842-52.

Yamada N,  Hata M,  Ohyama H,  Yamanegi K,  Kogoe 
N,  Nakasho K,  Futani H,  Okamura H,  Terada N.  
Immunotherapy with interleukin-18 in combination 

with preoperative chemotherapy with ifosfamide 
effectively inhibits postoperative progression of 
pulmonary metastases in a mouse osteosarcoma 
model.  Tumour Biol 2009;30:176-84.

Li W,  Yamamoto H,  Kubo S,  Okamura H.  Modulation 
of innate immunity by IL-18.  J Reprod Immunol 
2009;83:101-5.

■学会発表■
［国際学会］
Kubo S,  Kawasaki Y,  Yamamoto H ,  Tagawa M,  

Kasahara N,  Okamura H.  Midkine promoter-driven 
oncolytic adenovirus achieves effective targeting of 
human malignant mesothelioma cells in vitro and in 
vivo.  12th Annual Meeting of the American Society of 
Gene Therapy 2009.5 San Diego

Kashiwamura S,  Hosotani Y,  Okamura H.  The roles of IL-18 
expressed in normal human keratinocytes. （Symposium）
The 9th World Congress on Inflammation 2009.7 Tokyo

Okamura H .   A ro le o f I L -18 on expa ns ion o f 
gammadelta T cel ls st imulated by zoledronate 
and 2-methyl-3butenyl-1-pyrophosphate.  The 4th 
International Congress on Stress Responses in 
Biology and Medicine 2009.10 Sapporo

［全国規模の学会］
久保秀司,  川﨑喜子,  許雲峰,  山岡徳衣,  山本英幸,  田

川雅敏,  笠原典之,  寺田信行,  岡村春樹.  Complete 
regression of human mal ignant mesothel ioma 
xenografts after a single local injection of oncolytic 
adenovirus.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

玉置（橋本）知子,  井野口卓,  齊藤優子,  久保秀司,  三村
博子,  管原由恵,  山本徹也.  高尿酸血症女性への遺伝カ
ウンセリング.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

笠原恵美子,  倉恒大輔,  堀美香,  関山敦生,  佐藤英介,  岡
村春樹,  井上正康.  ストレス負荷によるUCP２の発現
上昇と自然免疫応答の低下.  第82回日本生化学会大会 
2009.10 神戸

［その他の学会］
津田純子,  李文,  奥田晃子,  山本英幸,  久保秀司,  山西博

道,  田中義正,  岡村春樹.  IPP誘導体刺激によるガンマ
デルタTリンパ球増殖の機序;IL-18,  NK細胞の役割につ
いて.  第74回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術
集会 2009.6 京都

Kubo S,  Kawasaki Y,  Yamamoto H,  Tagawa M,  
Kasahara N,  Okamura H.  Midkine promoter-driven 
oncolytic adenovirus achieves effective targeting of 
human malignant mesothelioma cells in vitro and in 
vivo.  第15回日本遺伝子治療学会 2009.7 大阪

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  太田敏郎,  国政和宏,  加
治和彦,  岡村春樹,  中野孝司.  免疫抑制剤FK506は臨
床血中濃度で細胞死を介さずに管腔構造の崩壊を直接誘
導する.  第17回日本血管生物医学会大会 2009.10 東京

先端医学研究所
Institute for Advanced Medical Sciences
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Kubo S,  Kawasaki Y,  Xu Y,  Yamaoka N,  Yamamoto 
H,  Tagawa M,  Kasahara N,  Terada N,  Okamura H.  
Complete and sustained tumor regression of human 
malignant mesothelioma xenografts in athymic mice 
following a single local injection of midkine promoter-
driven oncolytic adenovirus.  第32回日本分子生物学会
年会 2009.12 横浜

［研究会・講演会等］
山本英幸,  津田純子,  奥田晃子,  吉田誌子,  蒲池直美,  岡

村春樹.  インターロイキン-18 反応性遺伝子の同定に基づ
く心血管系疾患の解析.  第14回血管病理研究会 2009.10 
佐賀

■特許■
岡村春樹,  久保秀司,  李文.  Vγ9Vδ2T細胞の増殖剤,活

性化Vγ9Vδ2T細胞の製造方法およびこれらの利用.  出
願日:2008.7.10 出願番号:特願2008-180749

兼任職員
■著書■
＜玉置知子・森永伴法＞
玉置（橋本）知子.  遺伝カウンセリング.  井村裕夫  監修.  実

践ゲノム最前線.  東京:六燃社, 2009:311-27.
■学術論文■

［総説］
＜柏村信一郎＞
柏村信一郎,  平田淳一,  大家宗彦,  岡村春樹,  丸川征四

郎.  感染性ショックの誘導に関わるサイトカイン動態の多
項目解析.  Cytometry Research 2009;19:61-6.

＜玉置知子＞
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.  早期悪性胸膜
中皮腫  病理診断の問題点と対策.  肺癌 2009;49:376-9.

＜中西憲司・善本知広＞
中西憲司.  新しいアレルギーの概念.  実験医学 2009;27:3208-

13.
松井聖,  佐野統,  中西憲司.  IL-18.  炎症と免疫 2009;17:75-

82.
善本知広,  中西憲司.  腸管寄生虫感染と宿主応答 −IL-18の

線虫感染防御作用−.  蛋白質・核酸・酵素 2009;54:1066-
72.

筒井ひろ子,  山本徹也,  中西憲司.  痛風発作に関わる自然
免疫.  痛風と核酸代謝 2009;33:1-6.

善本知広.  IL-18,  IL-33と好塩基球.  アレルギー・免疫 
2009;16:330-8.

善本知広.  IL-1ファミリーサイトカイン（IL-18,  IL-33）とア
レルギー性炎症.  臨床免疫・アレルギー科 2009;51:613-
21.

善本知広.  アレルギー性炎症とIL-18／IL-33.  感染・炎症・
免疫 2009;39:184-95.

善本知広 .  好塩基球によるTh2細胞の誘導.  実験医学 
2009;27:3279-89.

安田好文,  善本知広,  中西憲司.  病原体と宿主の攻防 寄

生虫感染時のサイトカイン動態.  実験医学 2009;27:1665-
71.

［原著］
＜玉置知子・森永伴法＞
Sasahara Y,  Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Nakano Y,  

Kanazawa N,  Kotani J,  Kawamata S,  Murakami Y,  
Takeuchi K,  Inoue C,  Kitano Y,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Human keratinocytes derived from the bulge 
region of hair follicles are refractory to differentiation.  
Int J Oncol 2009;34:1191-9.

Takahashi C,  Kanazawa N,  Yoshikawa Y,  Yoshikawa R,  
Saitoh Y,  Chiyo H,  Tanizawa T,  Hashimoto-tamaoki T,  
Nakano Y.  Germline PTCH1 mutations in Japanese 
basal cell nevus syndrome patients.  J Hum Genet 
2009;54:403-8.

＜野口光一＞
Kondo T,  Obata K,  Miyoshi K,  Sakurai J,  Tanaka J,  

Miwa H,  Noguchi K.  Transient receptor potential A1 
mediates gastric distention-induced visceral pain in 
rats.  Gut 2009;58:1342-52.

＜中西憲司・善本知広＞
Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  

Yumikura-Futatsugi S,  Mitani K,  Hayashi S,  Akira S,  
Taniguchi S,  Van Rooijen N,  Tschopp J,  Yamamoto T,  
Fujimoto J,  Nakanishi K.  Contribution of TIR domain-
containing adapter inducing IFN-β-mediated IL-18 
release to LPS-induced liver injury in mice.  J Hepatol 
2009;51:333-41.

Yoshimoto T,  Yasuda K,  Tanaka H,  Nakahira M,  Imai 
Y,  Fujimori Y,  Nakanishi K.  Basophils contribute to 
TH2-IgE responses in vivo via IL-4 production and 
presentation of peptide-MHC class II complexes to 
CD4+ T cells.  Nat Immunol 2009;10:706-12.

Harada M,  Obara K,  Hirota T,  Yoshimoto T,  Hitomi 
Y,  Sakashita M,  Doi S,  Miyatake A,  Fujita K,  
Enomoto T,  Taniguchi M,  Higashi N,  Fukutomi Y,  
Nakanishi K,  Nakamura Y,  Tamari M.  A functional 
polymorphism in IL-18 is associated with severity 
of bronchial asthma.  Am J Respir Crit Care Med 
2009;180:1048-55.

■学会発表■
［国際学会］
＜柏村信一郎＞
Kashiwamura S,  Hosotani Y,  Okamura H.  The roles 

of IL-18 expressed in normal human keratinocytes. 
（Sy mp o s i u m）The 9 t h Wor l d C ong r e s s o n 
Inflammation 2009.7 Tokyo

＜野口光一＞
Kobayashi K,  Yamanaka H,  Okubo M,  Dai Y,  Noguchi 

K.  Transient expression of TNF alpha in the rat 
spinal cord following peripheral nerve iujury.  The 
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39th Annual Meeting of the Society for Neuroscience  
（Neuroscience 2009） 2009.10 Chicago

Okubo M,  Yamanaka H,  Kobayashi K,  Noguchi K.  
Platelet-activating factor biosynthesis in spinal cord 
contributes to neuropathic pain following peripheral 
nerve injury.  The 39th Annual Meeting of the 
Society for Neuroscience（Neuroscience 2009） 
2009.10 Chicago

Miyoshi K,  Obata K,  Noguchi K.  Interleukin-1β 
converting enzyme（ICE）upregulation in spinal 
glial cells contributes to tactile allodynia after nerve 
injury.  The 39th Annual Meeting of the Society for 
Neuroscience（Neuroscience 2009） 2009.10 Chicago

＜中西憲司・善本知広＞
Nakanishi K.  NKT IFN-γ production in response 

to cancel cauterization induces intestinal adhesion 
formation by reciprocal regulation of plasminogen 
activator inhibitor type 1（PAⅠ）and tissue-type 
plasminogen activator（tPA）.  The 5th International 
Symposium on CD1/NKT Cells 2009.3 Kamakura

Yoshimoto T,  Yasuda K,  Nakanishi K.  Contribution of 
basophils to Th2/IgE response in vivo by production 
of IL-4 and presentation of MHC class Ⅱ/peptide 
complex to CD4+ T cells.  The First International 
K ish imoto Foundat ion Sympos ium “Immune 
Regulation: Present and Future”  2009.5 Osaka

Nakanishi K.  Therapeutic approach to Th1-Type bronchial 
asthma in transiently humanized mice by using human 
anti-human IL-18 antibody. （Symposium）The 9th 
World Congress on Inflammation  2009.7 Tokyo

Yoshimoto T,  Kosaka H,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  IFN-
γ is a therapeutic target molecule for prevention of 
postoperative adhesion formation. （Workshop）The 
9th World Congress on Inflammation 2009.7 Tokyo

Nakanishi K.  Parasitology. （Guest Speech）The 9th 
Awaji International Forum on Infection and Immunity 
2009.9 Hyogo

［全国規模の学会］
＜玉置知子・森永伴法＞
玉置（橋本）知子,  井野口卓,  齊藤優子,  久保秀司,  三村

博子,  管原由恵,  山本徹也.  高尿酸血症女性への遺伝カ
ウンセリング.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

小森慎二,  中村有里,  鍔本浩志,  田中宏幸,  近藤宣幸,  玉
置知子.  セミノーマを発症した完全型アンドロゲン不応症
の1症例.  日本人類遺伝学会第54回大会 2009.9 東京

澤井英明,  和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  磯野員倫,  皆川
京子,  三村博子,  管原由恵,  玉置知子,  沼部博直,  西村
玄,  小森慎二.  妊娠中期に胎児骨格異常を認め,  出生前
胎児３D−CTでKniest dysplasiaと診断,  出生後に2型コ
ラーゲン遺伝子変異を検出した1症例.  日本人類遺伝学
会第54回大会 2009.9 東京

玉置（橋本）知子,  山本義弘,  中野芳朗,  森永判法,  振津
かつみ,  齊藤優子,  権藤延久,  古山順一.  人類遺伝学に
おける医学部での少人数講義の試み.  日本人類遺伝学会
第54回大会 2009.9 東京

＜野口光一＞
三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄におけるIL−18を介し

たミクログリア-アストロサイト相互作用と神経因性疼痛.  
第82回日本薬理学会年会 2009.3 横浜

野口光一.  痛み−その発生機序と臨床的制御の意義−「炎
症性疼痛の分子メカニズム」. （招待講演）第53回日本リ
ウマチ学会総会・学術集会（JCR2009） 2009.4 東京

＜中西憲司・善本知広＞
中西憲司.  アレルギー増悪機構の基礎からの解析. （特別

講演）第21回日本アレルギー学会春季臨床大会 2009.6 
岐阜

善本知広,  中西憲司.  スーパーTh1細胞とアレルギー. （シ
ンポジウム）第21回日本アレルギー学会春季臨床大会 
2009.6 岐阜

坂下雅文,  広田朝光,  大澤陽子,  人見祐基,  原田通成,  善
本知広,  中西憲司,  玉利真由美,  藤枝重治.  アレルギー
性鼻炎とIL-33との関連について.  第21回日本アレルギー
学会春季臨床大会 2009.6 岐阜

Yoshimoto T,  Nakanishi K.  Basophils contribute to 
Th2-IgE responses in vivo as antigen-presenting 
cells. （Symposium）第39回日本免疫学総会・学術集会 
2009.12 大阪

松葉沙織,  善本知広,  安田好文,  池田誠宏,  中西憲司,  三
村治.  ブタクサ花粉特異的実験的アレルギー性結膜炎に
対するIL-33の病因的役割の解析.（座長賞受賞） 第113
回日本眼科学会総会 2009.4 東京

松本真琴,  佐々木由紀,  安田好文,  村松正道,  本庶佑,  善
本知広,  中西憲司.  ヴェネズエラ糞線虫の排除における
抗原抗体複合体の必要性.  第39回日本免疫学会総会・学
術集会 2009.12 大阪

中平雅清,  中西憲司.  Super Th1細胞におけるIL-13発現制
御機構. （ワークショップ）第39回日本免疫学会総会・学
術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
＜柏村信一郎＞
田片将士,  柏村信一郎,  中込隆之,  斉野織恵,  中野亜紀

子,  廬山,  中込奈美,  田口明彦,  笠原由紀子,  三村治,  
松山知之 .  実験的脳梗塞モデルにおける免疫動態の検
討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 2009.11 大阪

＜玉置知子・森永伴法＞
髙橋千晶,  金澤希,  中野芳朗,  管原由恵,  三村博子,  千代

豪昭,  高田ちひろ,  玉置知子.  基底細胞母斑症候群の遺
伝子診断と長期フォローアップ.  第33回日本遺伝カウンセ
リング学会 2009.7 西宮

玉置知子.  生殖医療にかかわる遺伝カウンセリング. （教育
講演）第27回日本受精着床学会総会・学術講演会 2009.8 
京都
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藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  森寺邦康,  中野芳朗,  玉
置知子,  浦出雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者の
PTCH1変異の解析.  第21回日本口腔科学会近畿地方部
会 2009.11 奈良

吉川良恵,  笹原祐介,  喜多野征夫,  金澤希,  島博基,  玉
置（橋本）知子.  Gene expression profiles of cultured 
human bulge-derived keratinocytes after exposure to 
skin contact sensitizers and irritants.  第32回日本分子
生物学会年会 2009.12 横浜

藤井碧,  野口一馬,  岸本裕充,  中野芳朗,  玉置知子,  浦出
雅裕.  母斑性基底細胞癌症候群患者由来の角化嚢胞性
歯原性腫瘍細胞に対する不死化の試み.  第46回日本口腔
組織培養学会学術大会 2009.12 東京

＜野口光一＞
野口光一.  Molecular mechanism of inflammatory pain. 
（シンポジウム）第1回長崎痛みの制御と研究に関する国
際シンポジウム 2009.3 長崎

野口光一.  痛みの分子メカニズム. （特別講演）第31回日本
疼痛学会 2009.7 名古屋

近藤隆,  小畑浩一,  三輪洋人,  野口光一.  TRPA1の活性
化はラット胃伸展刺激に伴う内臓痛の発現に関与する.  
第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

小林希実子,  山中博樹,  大久保正道,  野口光一.  末梢神経
損傷後に脊髄マイクログリアで増加するP2Y受容体.  第
31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおける
interleukin-1β converting enzyme（ICE）の発現増加と
アロディニア.  第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

福岡哲男,  小林希実子,  山中博樹,  野口光一.  腰部交感神
経節ニューロンにおける電位依存性ナトリウムチャネルの
発現と軸索切断後の変化.  第31回日本疼痛学会 2009.7 
名古屋

大久保正道,  山中博樹,  小林希実子,  野口光一.  末梢神経
損傷後に脊髄で増加したロイコトリエンは神経因性疼痛
に関与する.  第31回日本疼痛学会 2009.7 名古屋

小畑浩一,  三好歓,  野口光一.  非傷害一次知覚ニューロン
におけるRETシグナリング増強と神経因性疼痛.  第31回
日本疼痛学会 2009.7 名古屋

小林希実子,  山中博樹,  大久保正道,  野口光一.  末梢神
経損傷後の脊髄後角マイクログリアで増加するP2受容体.  
第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおける
interleukin-1β converting enzyme（ICE）の発現増加と
アロディニア.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

大久保正道,  山中博樹,  小林希実子,  野口光一.  末梢神
経損傷後に脊髄で合成が増加した血小板活性化因子
は神経因性疼痛に関与する.  第32回日本神経科学大会 
2009.9 名古屋

樫本良亮,  山中博樹,  小林希実子,  大久保正道,  三村治,  
野口光一.  ラット坐骨神経障害モデルにおけるERMの発
現とリン酸化.  第32回日本神経科学大会 2009.9 名古屋

野口光一.  炎症性疼痛の分子メカニズム. （特別講演）第１
回日本線維筋痛症学会 2009.10 大阪

小林希実子,  山中博樹,  野口光一.  末梢神経損傷後に
脊髄で増加するP2Y受容体.  第47回日本生物物理学会 
2009.10 徳島

＜中西憲司・善本知広＞
Yoshimoto T,  Kosaka H,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  IFN-

γ is a therapeutic target molecule for prevention of 
postoperative adhesion formation.  第74回日本インター
フェロン・サイトカイン学会学術集会 2009.6 京都

善本知広.  IL-18によるTh1型気管支喘息の発症機序と治療
的戦略. （特別講演）第19回国際喘息学会日本北アジア
部会 2009.7 東京

［科学研究費等班会議］
＜野口光一＞
野口光一 ,  戴毅.  神経栄養因子によるペインセンサー

TRPA１の機能調節機構.  特定領域研究「細胞感覚」平
成21年度夏の班会議 2009.6 沖縄

［研究会・講演会等］
＜玉置知子・森永伴法＞
齊藤優子,  玉置（橋本）知子,  堀内功,  小森慎二,  三村博

子,  管原由恵,  原田直樹,  霜川修,  細貝昇.  3p末端微細
欠失例の出生前診断.  第12回胎児遺伝子診断研究会・第
9回関西出生前診療研究会・第32回臨床細胞分子遺伝研
究会 2009.2 西宮

岡本陽子,  玉置知子,  齊藤優子,  三村博子,  管原由恵,  松
田正之,  鈴木綾子,  矢崎正英,  吉波哲大.  遺伝子検査で
診断が確定された家族性地中海熱の一症例.  第33回臨
床細胞分子遺伝研究会 2009.6 西宮

玉置知子.  医学部における遺伝医学教育の現状と遺伝関連
学会での取り組み. （報告）第7回全国遺伝子医療部門連
絡会議 2009.11 西宮

＜野口光一＞
野口光一.  神経因性疼痛における後根神経節の関与. （特

別講演）第23回宮崎痛みの研究会 2009.3 宮崎
野口光一.  痛みの分子メカニズム. （特別講演）第85回聖マ

リアンナ大学難治研センター大学院セミナー 2009.6 神奈
川

三好歓,  小畑浩一,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおける
ICEの発現増加とアロディニア.  第７回整形外科痛みを語
る会 2009.7 福岡

小畑浩一,  三好歓,  野口光一.  脊髄マイクログリア細胞に
おけるcaspase-1/IL-18シグナリングと神経障害性疼痛.  
第11回ORIGIN夏の神経科学ワークショップ 2009.8 長野

三好歓,  野口光一.  脊髄ミクログリアにおけるcaspase-1の
発現増加は炎症性サイトカインの活性化を介して神経障
害性疼痛の発症に関与する.  第２回日本運動器疼痛研究
会 2009.11 東京

野口光一.  脊髄後角における痛覚伝達の分子メカニズム. 
（指定講演）第19回神経科学の基礎と臨床 2009.12 大
阪
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野口光一.  痛みの分子メカニズム. （特別講演）第11回
Macnab Memorial Lecture 2009.12 福島

＜中西憲司・善本知広＞
善本知広.  IL-18とアレルギー性炎症−IL-18による自然型ア

レルギーと獲得型アレルギー. （招待講演）第17回大分ア
レルギー講習会 2009.3 大分

■特許■
＜中西憲司・善本知広＞
善本知広,  中西憲司.  Th2細胞誘導用組成物およびTh2

型疾患の治療組成物,  ならびにこれらの利用.  出願
日:2009.10.26  国際出願番号:PCT/JP2009/005625

■その他■
＜柏村信一郎＞
新家荘平,  柏村信一郎.  心にもワクチンを. （招待講演）第

５回日本予防医学会講演会 2009.11 和歌山
＜玉置知子・森永伴法＞
玉置知子.  女性医師をとりまく身近な環境. （パネル討論） 

文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデ
ル育成」事業  これから羽ばたく女性医師・研究者のため
に 2009.2 東京

発生・生殖部門
Laboratory of Developmental Biology and 

Reproduction

■著書■
玉置（橋本）知子.  遺伝カウンセリング.  井村裕夫  監.  実

践ゲノム最前線.  東京:六燃社, 2009:311-27.
■学術論文■

［総説］
Kumamoto K,  Yang XY,  Hasegawa A,  Komori S,  Koyama 

K.  CD52 expression is induced in the mouse uterus at 
the time of embryo implantation.  J Reprod Immunol 
2009;82:32-9.

Hasegawa A,  Kumamoto K,  Mochida N,  Komori S,  
Koyama K.  Gene expression profile during ovarian 
folliculogenesis.  J Reprod Immunol 2009;83:40-4.

和田龍,  武信尚史,  田中宏幸,  中西健太郎,  衣田隆俊,  原
田佳世子,  内田暁子,  堀内功,  小森慎二,  香山浩二.  当
院の陣痛促進・誘発に関する後方視野的研究.  産婦人科
の進歩 2009;61:121-2.

田中宏幸,  香山浩二.  子宮穿孔.  日本臨牀 2009;67（増刊
5）:494-6.

小森慎二,  和田龍,  武信尚史.  子宮粘膜下筋腫.  日本臨牀
2009;67（増刊5）:275-7.

小森慎二,  中村有里,  坂佳世.  性分化異常症.  臨床婦人科
産科 2009;63:1043-6.

小森慎二.  抗精子抗体および抗透明帯抗体の解析.  兵庫
医科大学医学会雑誌 2009;34:47-51.

［原著］

Calongos G,  Hasegawa A,  Komori S,  Koyama K .  
Harmful effects of anti-zona pellucida antibodies 
in folliculogeneses, oogenesis,  and fertilization.  J 
Reprod Immunol 2009;79:148-55.

Sasahara Y,  Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Nakano Y,  
Kanazawa N,  Kotani J,  Kawamata S,  Murakami Y,  
Takeuchi K,  Inoue C,  Kitano Y,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Human keratinocytes derived from the bulge 
region of hair follicles are refractory to differentiation.  
Int J Oncol 2009;34:1191-9.

Takahashi A,  Muratani T,  Yasuda M,  Takahashi 
S,  Monden K,  Ishikawa K,  Kiyota H,  Arakawa 
S,  Matsumoto T,  Shima H,  Kurazono H,  Yamamoto 
S.  Genetic profi les of f luoroquinolone-resistant 
Escherichia coli isolated obtaind from patients with 
cystit is: phylogeny, virulence factors,  PAIusp-
subtypes, and mutation patterns.  J Clin Microbiol 
2009;47:791-5.

梶尾圭介,  善本哲郎,  中野雄造,  荒川創一,  小川隆義,  吉
田隆夫,  三田俊彦,  山本新吾,  島博基,  藤澤正人.  泌
尿器科外来検査・手術に対する感染症予防に関するアン
ケート調査.  泌尿器外科 2009;22:45-51.

上田康生,  川口理作,  滝内秀和,  古倉浩次,  善本哲郎,  三
井要造,  鈴木透,  邱君,  樋口喜英,  丸山琢雄,  近藤
宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基.  尿中血球成分が
Bladderチェック NMP22 の結果に与える影響.  泌尿器
科紀要 2009;55:71-4.

［症例報告］
近藤宣幸,  山田祐介,  邱君,  上田康生,  鈴木透,  新長真由

美,  樋口喜英,  丸山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  小森慎
二,  廣田誠一,  香山浩二,  島博基.  男性不妊外来で発見
された停留精巣術後発生セミノーマの1例.  泌尿器科紀要 
2009;55:103-6.

中村有里,  小森慎二,  和田龍,  鍔本浩志,  田中宏幸,  香
山浩二,  近藤宣幸,  島博基.  完全型アンドロゲン不応症
にセミノーマを合併した1症例.  日本産婦人科学会雑誌 
2009;61:690.

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,  山本新吾,  山本裕信,  古倉浩次,  新長真
由美,  廣田誠一,  島博基.  膀胱拡大術後37年目に発生し
た膀胱腺癌の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:145-8.

■学会発表■
［その他の学会］
樋口喜英,  上田康生,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  善

本哲郎,  三井要造,  邱君,  丸山琢雄,  近藤宣幸,  山本
新吾,  島博基.  免疫療法により移植腎廃絶となった腎移
植後固有腎癌肺転移の1例.  第42回日本臨床腎移植学会 
2009.1 千葉

上田康生,  樋口喜英,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  邱
君,  丸山琢雄,  近藤宣幸,  山本新吾,  島博基.  リツキシ
マブと脾摘を併用し移植しえた高抗体価血液型不適合腎
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移植の2例.  第42回日本臨床腎移植学会 2009.1 千葉
山田祐介,  樋口喜英,  上田康生,  鈴木透,  邱君,  丸山琢

雄,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  野田雅
史,  富田尚裕,  中井真由美,  廣田誠一.  遺伝性非ポリ
ポーシ性大腸癌に合併した異時性両側性腎盂尿管癌の1
例.  第206回日本泌尿器科学会関西地方会 2009.2 大阪

［研究会・講演会等］
齊藤優子,  玉置（橋本）知子,  堀内功,  小森慎二,  三村博

子,  管原由恵,  原田直樹,  霜川修,  細貝昇.  3p末端微細
欠失例の出生前診断.  第12回胎児遺伝子診断研究会・第
9回関西出生前診療研究会・第32回臨床細胞分子遺伝研
究会 2009.2 西宮

■その他■
小森慎二.  子宮内膜症の最近の話題.  3地区合同産婦人科

医会研修会 2009.2 西宮
小森慎二.  卵透明帯の研究における最近の話題.  第9回横

浜ART研究会 2009.2 横浜
玉置知子.  女性医師をとりまく身近な環境.（パネル討論）  

文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデ
ル育成」事業  これから羽ばたく女性医師・研究者のため
に 2009.2 東京

小森慎二.  産婦人科での中高年女性の管理.  第18回徳島頻
尿・尿失禁研究会 2009.3 徳島

細胞移植部門
Laboratory of Cell Transplantation

■著書■
池亀和博.  ドナー・幹細胞源セレクション.  豊嶋崇徳  編.  

造血幹細胞移植.  大阪:医薬ジャーナル社, 2009:15-27.　
甲斐俊朗.  ABO不適合移植と輸血.  豊嶋崇徳  編.  造血幹

細胞移植.  大阪:医薬ジャーナル社, 2009:122-31.
甲斐俊朗.  血液型と輸血.  小川聡  総編.  内科学書 6 血

液・造血器疾患  神経疾患.  改訂第７版.  東京:中山書店, 
2009:48-55.

■学術論文■
［原著］
Eguchi R,  Toné S,  Suzuki A,  Fujimori Y,  Nakano T,  

Kaji K,  Ohta T.  Possible involvement of caspase-6 
and -7 but not caspase-3 in the regulation of hypoxia-
induced apoptosis in tube-forming endothelial cells.  
Exp Cell Res 2009;315:327-35.

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-
Doi A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  
Nishizaki T,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Isolation and characterization of neural stem/
progenitor cells from post-stroke cerebral cortex in 
mice.  Eur J Neurosci 2009;29:1842-52.

Yoshimoto T,  Yasuda K,  Tanaka H,  Nakahira M,  Imai 
Y,  Fujimori Y,  Nakanishi K.  Basophils contribute to 

TH2-IgE responses in vivo via IL-4 production and 
presentation of peptide-MHC class II complexes to 
CD4+T cells. Nat Immunol 2009;10:706-12.

Atsuta Y,  Suzuki R,  Nagamura-Inoue T,  Taniguchi 
S,  Takahashi S,  Kai S,  Sakamaki H,  Kouzai Y,  
Kasai M,  Fukuda T,  Azuma H,  Takanashi M,  
Okamoto S,  Tsuchida M,  Kawa K,  Morishima Y,  
Kodera Y,  Kato S: Japan Cord Blood Bank Network.  
Disease-specific analyses of unrelated cord blood 
transplantation compared with unrelated bone 
marrow transplantation in adult patients with acute 
leukemia.  Blood 2009;113:1631-8.

Yazaki M,  Atsuta Y,  Kato K,  Kato S,  Taniguchi 
S,  Takahashi S,  Ogawa H,  Kouzai Y,  Kobayashi T,  
Inoue M,  Kobayashi R,  Nagamura-Inoue T,  Azuma 
H,  Takanashi M,  Kai S,  Nakabayashi M,  Saito H; 
Japan Cord Blood Bank Network．Incidence and risk 
factors of early bacterial infections after unrelated 
cord blood transplantation.  Biol Blood Marrow 
Transplant 2009;15:439-46.

Tamaki H,  Yoshihara S,  Fujioka T,  Kawakami M,  Oka 
Y,  Ogawa H.  Molecular detection of AML1-MTG8-
positive cells in peripheral blood from a patient with 
isolated extramedullary relapse of t（8;21）acute 
myeloid leukemia. Leukemia 2009;23:424-6．

Kuwatsuka Y,  Miyamura K,  Suzuki R,  Kasai M,  
Maruta A,  Ogawa H,  Tanosaki R,  Takahashi 
S,  Koda K,  Yago K,  Atsuta Y,  Yosh ida T,  
Sakamaki H,  Kodera Y.  Hematopoietic stem cell 
transplantation for core binding factor acute myeloid 
leukemia: t（8;21）and inv（16）represent different 
clinical outcomes,  Blood 2009;113:2096-103.

Wada N,  Ikeda J,  Kohara M,  Ogawa H,  H ino 
M,  Fukuhara S,  Kanamaru A,  Sugiyama H,  
Kanakura Y,  Morii E,  Aozasa K.  Diffuse large 
B-cell lymphoma with a high number of epithelioid 
histiocytes（Lymphoepithelioid B-cell lymphoma）:a 
study of Osaka Lymphoma Study Group.  Virchows 
Arch 2009;455:285-93.

Tojo A,  Usuki K,  Urabe A,  Maeda Y,  Kobayashi Y,  
Jinnai I,  Ohyashiki K,  Nishimura M,  Kawaguchi 
T,  Tanaka H,  Miyamura K,  Miyazaki Y,  Hughes 
T,  Branford S,  Okamoto S,  Ishikawa J,  Okada M,  
Usui N,  Tanii H,  Amagasaki T,  Natori H,  Naoe T.  
A Phase I/II study of nilotinib in Japanese patients 
with imatinib-resistant or -intolerant Ph+ CML 
or relapsed/refractory Ph+ ALL.  Int J Hematol 
2009;89:679-88.

Sakamaki H,  Ishizawa K,  Taniwaki M,  Fujisawa 
S,  Morishima Y,  Tobinai K,  Okada M,  Ando K,  
Usui N,  Miyawaki S,  Utsunomiya A,  Uoshima N,  
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Nagai T,  Naoe T,  Motoji T,  Jinnai I,  Tanimoto M,  
Miyazaki Y,  Ohnishi K,  Iida S,  Okamoto S,  Seriu 
T,  Ohno R.  Phase 1/2 clinical study of dasatinib in 
Japanese patients with chronic myeloid leukemia or 
Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic 
leukemia.  Int J Hematol 2009;89:332-41.

Horiuchi M,  Morinobu A,  Chin T,  Sakai Y,  Kurosaka 
M,  Kumagai S.  Expression and function of histone 
deacetylases in rheumatoid arthr it is synovia l 
fibroblasts.  J Rheumatol 2009;36:1580-9.

森下慎一郎,  島田眞一,  眞渕敏,  田中隆史,  梶原和久,  若
杉樹史,  児玉典彦,  海田勝仁,  小川啓恭,  道免和久.  造
血幹細胞移植患者に対する無菌室内での運動療法の安
全性について.  臨床理学療法研究 2009;26:35-8.

池田和真,  長村（井上）登紀子,  甲斐俊朗,  藤井康彦,  田
中朝志,  小崎繁昭,  佐川公矯,  高松純樹,  高橋孝喜,  大
戸斉.  細胞治療に用いる細胞採取,  処理,  保管に関する
調査 ―2007年度日本輸血・細胞治療学会と日本臨床衛
生検査技師会による「輸血業務に関する総合アンケート
調査」および全国大学病院輸血部会議輸血副作用ワーキ
ンググループによるアンケート調査―.  日本輸血細胞治療
学会誌 2009;55:397-404.

［症例報告］
松本友寛,  笹子三津留,  藤原由規,  小石健二,  日笠聡,  澤

田暁宏,  徳川多津子,  海邉展明,  岩井孝史,  小川啓恭,  
冨田尚裕.  胃全摘出術を行った先天性第XI因子欠乏症の
1例.  癌の臨床 2009;55:211-4.

丸山琢雄,  橋本貴彦,  鈴木透,  上田康生,  樋口喜英,  邱
君,  近藤宣幸,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  廣田誠一,  
岡田昌也.  9年後対側に再発した異時性両側精巣悪性リ
ンパ腫の1例.  泌尿器科紀要 2009;55:639-43.

［研究報告］
甲斐俊朗,  加藤俊一,  熱田由子.  複数臍帯血移植に関す

る研究 ―臨床第II相試験進捗状況―.  厚生労働科学研
究費補助金  免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 

「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」平成20年度総括・分担研究報告書 
2009:29-31.

■学会発表■
［国際学会］
Kato R,  Tamaki H,  Ikegame K,  Yoshihara S,  Fujioka T,  

Taniguchi Y,  Kaida K,  Inoue T,  Ogawa H.  Frequent 
monitoring of wlims’tumor gene（WT1）expression 
levels in peripheral blood for early diagnosis of 
acute leukemia relapse after allogeneic stem cell 
transplantation.  14th Congress of the European 
Hematology Association 2009.6 Berlin

Hirayama N,  Eguchi R,  Fujimori Y,  Muramoto M,  Okada 
A,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Tsubota N,  Nakano 
T.  Arsenic trioxide induces apoptosis of human 
malignant mesothelioma cells through induction of 

reactive oxygen species.  13th World Conference on 
Lung Cancer 2009.7 San Francisco　 

［全国規模の学会］
藤盛好啓,  河岡千寿,  増元洋美,  西村裕美子,  藤澤浩美,  

中村豪志,  山下晶子,  門林宗男,  平川弘美,  山田繁代,  
中野孝司.  兵庫医科大学病院における外来化学療法室
の現状と課題.  第7回日本臨床腫瘍学会学術集会 2009.3 
名古屋

甲斐俊朗.  アフェレシスドナーの安全性. （シンポジウム）
第57回日本輸血・細胞治療学会総会 2009.5 埼玉

佐竹敦志,  今戸健人,  堀内真理佳,  井上貴之 ,  谷口裕
紀,  藤岡龍哉,  小川啓恭.  マウスMHCハプロミスマッチ
GVHDモデルはGVHDを制御しGVL効果を発揮する.  第
71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

玉置広哉,  中田潤,  吉原哲,  海田勝仁,  加藤るり,  谷口裕
紀,  藤岡龍哉,  井上貴之,  佐竹敦志,  藤盛好啓,  甲斐俊
朗,  岡田昌也,  池亀和博,  小川啓恭.  HLA不適合血縁
者移植,  臍帯血移植54例におけるHHV−6血症の解析.  
第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

兵絵里,  安部康信,  野坂正郷,  谷口享子,  酒井リカ,  野田
鎮彦,  下野玄英,  角南一貴,  薄井紀子,  大島孝一,  鈴木
律朗.  Progressive adult onset EBV-LPD（PAEBV）.  
第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

山本一仁,  岡田昌也,  坂巻壽,  小林幸夫,  安藤潔,  中川靖
章,  大西一功,  谷脇雅史,  宇都宮興,  上田享司,  大野竜
三.  ダサチニブの慢性期慢性骨髄性白血病に対する1日
用量100mg投与の臨床第Ⅱ相試験の長期投与成績.  第
71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

石澤賢一,  坂巻壽,  谷脇雅史,  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,  宇都宮興,  
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.  ダサチニブの慢性骨髄性白血病及び
Ph+ALLに対する臨床第1/2相試験の2年追跡成績.  第
71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

藤岡龍哉,  加藤るり,  中田潤,  井上貴之,  海田勝仁,  佐竹
敦志,  谷口享子,  吉原哲,  谷口裕紀,  池亀和博,  玉置
広哉,  岡田昌也,  小川啓恭.  同種造血細胞移植後の急
性ＧＶＨＤと制御性Ｔ細胞の動態との関連性−HLA半合
致移植を中心とした解析.  第71回日本血液学会学術集会 
2009.10 京都

飯田美奈子,  福田隆浩,  池亀和博,  吉原哲,  小川啓恭,  谷
口修一,  高見昭良,  安部康信,  日野雅之,  衛藤徹也,  熱
田由子,  田中淳司,  鈴木律朗.  我が国における血縁同種
造血幹細胞移植でのMycophenolate Mofetil（MMF）使
用実態全国調査結果報告.  第71回日本血液学会学術集
会 2009.10 京都

中田潤,  玉置広哉,  岡田昌也,  池亀和博,  小川啓恭,  海田
勝仁,  吉原哲,  加藤るり,  谷口享子.  造血幹細胞移植後
の骨髄抑制に鉄過剰症が関与したと思われる1例.  第71
回日本血液学会学術集会 2009.10 京都
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Ikegame K,  Kaida K,  Yoshihara S,  Kato R,  Nakata J,  
Taniguchi K,  Inoue T,  Satake A,  Fujioka T,  Taniguchi 
Y,  Okada M,  Tamaki H,  Takatsuka H,  Okikawa 
Y,  Nakajima T,  Ogawa H.  Our enperience of 
multiple（three times and more）allogeneic stem cell 
transplantation.  第71回日本血液学会学術集会 2009.10 
京都

Uchiyama H,  Inabe T,  Shimazaki C,  Nakayama R,  
Shimura Y,  Mizutani S,  Ohshiro M,  Yamamoto M,  
Tsutsumi Y,  Kobayashi T,  Taniguchi K,  Matsumoto 
Y,  Kuroda J,  Horiike S,  Taniwaki M.  Multiple 
myeloma presenting with high serum KL-6 level.  第
71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

金義浩,  藤重夫,  西本哲郎,  村上雅樹,  中田潤.  当院にお
ける後天性血友病７例の臨床的検討.  第71回日本血液学
会学術集会 2009.10 京都

Kawakami M,  Sugiura Y,  Ueda K,  Yamagami T,  
Soma T.  Six Cases of pure red cell aplasia:a single 
institution experience.  第71回日本血液学会学術集会 
2009.10 京都

岡田昌也,  中田潤,  井上貴之,  加藤るり,  海田勝仁,  佐竹
敦志,  谷口享子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  池亀和
博,  玉置広哉,  小川啓恭,  長谷井仁美,  中川雅史,  浅田
貴子,  高塚広行,  伊福秀貴.  Ph陽性白血病  髄外再発症
例に対するダサチニブの効果.  第71回日本血液学会学術
集会 2009.10 京都

大橋一輝,  石澤賢一,  飛内賢正,  谷脇雅史,  森島泰雄,  岡
田昌也,  宮脇修一,  魚嶋伸彦,  直江知樹,  泉二登志子,  
藤澤信,  安藤潔,  薄井紀子,  宇都宮興,  永井正,  谷本光
音,  宮崎泰司,  岡本真一郎,  芹生卓,  坂巻壽,  大野竜三.  
ダサチニブ投与患者におけるリンパ球数増加とその臨床
的特徴.  第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

加藤るり,  中田潤,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹敦志,  谷口
享子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  池亀和博,  岡田昌
也,  玉置広哉,  小川啓恭.  造血幹細胞移植の経過中に,  
Trichosporon asahiiによる播種性トリコスポロン症を合併
した症例.  第71回日本血液学会学術集会 2009.10 京都

江口良二,  藤盛好啓,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司.  悪
性中皮腫株NCI-H2052において亜砒酸により誘導される
アポトーシスのキータンパク質はJNKである.  第68回日本
癌学会学術総会 2009.10 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  中野孝司.  In vitro血管モデルを用い
たシスプラチンによる血管内皮障害分子機序の解析.  第
82回日本生化学会大会 2009.10 神戸

田中英久,  善本知広,  安田好文,  藤盛好啓,  中西憲司.  ヒ
ト好塩基球におけるHLA-DR発現の検討.  第39日本免疫
学会総会・学術集会 2009.12 大阪

［その他の学会］
岡田昌也.  Ph+白血病に対する新規TKI薬剤（ダサチニブ）

の治療戦略. （ランチョンセミナー）第31回日本造血細胞
移植学会総会 2009.2 札幌

吉原哲,  矢野綾,  海田勝仁,  加藤るり,  中田潤,  谷口裕
紀,  藤岡龍哉,  池亀和博,  玉置広哉,  岡田昌也,  小川啓
恭.  HLA不適合血縁者間ミニ移植におけるキメリズム解
析. （ワークショップ）第31回日本造血細胞移植学会総会 
2009.2 札幌

黒澤彩子,  山口拓洋,  金森平和,  山下卓也,  臼杵憲祐,  薬
師寺和昭,  竹内仁,  南谷泰仁,  柴山浩彦,  日野雅之,  森
内幸美,  脇房子,  魚嶋伸彦,  藤田浩之,  高松泰,  崔日承,  
尾崎敬治,  松石英城,  玉井佳子,  橋野聡,  高野弥奈,  松
橋佳子,  日高道弘,  永嶋貴博,  富山順治,  池亀和博,  宮
脇修一,  内田直之,  神田善伸,  福田隆浩.  第一寛解期 

（CR1）急性骨髄性白血病（AML）に対する同種移植を
含めた治療に関する臨床決断分析（中間解析）. （ワーク
ショップ）第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

岡田昌也,  中田潤,  加藤るり,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹
敦志,  吉原哲,  谷口裕紀,  藤岡龍哉,  玉置広哉,  池亀和
博,  藤盛好啓,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  成人骨髄内臍帯血
ミニ移植を施行した3例の検討. （ワークショップ）第31回
日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

池亀和博,  吉原哲,  海田勝仁,  加藤るり,  井上貴之,  中田
潤,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  沖川佳子,  中島利幸,  高塚広
行,  川上学,  佐竹敦志,  藤盛好啓,  岡田昌也,  玉置広
哉,  小川啓恭.  当科におけるHLA半合致移植の治療成
績（update）.  第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 
札幌
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性の検討.  第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札
幌
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2009.2 札幌
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HLA抗体と交差する不適合抗原を持つドナーから移植を
行った3例における抗HLA抗体価の推移.  第31回日本造
血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

朝倉舞子,  池亀和博,  吉原哲,  谷口修一,  森毅彦,  衛藤徹
也,  高見昭良,  吉田喬,  福田隆浩,  畑中一生,  金森平和,  
湯尻俊昭,  坂巻壽,  鈴木律朗,  小川啓恭.  造血細胞移植
におけるfoscarnetの使用実態全国調査. （ワークショッ
プ）第31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

河田尚子,  岸本裕充,  吉原哲,  海田勝仁,  中田潤,  小川啓
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恭,  浦出雅裕.  短期集中的な専門的口腔管理により歯肉
炎が改善した再生不良性貧血患者の1症例.  第31回日本
造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

辰己純代,  高橋佳子,  志方敏幸,  日笠真一,  門林宗男,  吉
原哲,  海田勝仁,  小川啓恭.  造血幹細胞移植後の消化
管移植片対宿主病に対するジプロピオン酸ベクロメタゾン
腸溶性カプセルの臨床使用.  第31回日本造血細胞移植学
会総会 2009.2 札幌

高梨美乃子,  藤原孝記,  熱田由子,  幸道秀樹,  加藤俊一,  
甲斐俊朗,  佐藤博行,  神前昌敏,  東寛,  小川篤子,  中島
一格.  臍帯血移植におけるHLA抗体の影響.  第31回日本
造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

荒木延夫,  井本しおん,  馬淵理,  甲斐俊朗,  原宏.  抗
MICA抗体陽性患者の臍帯血移植成績について.  第31回
日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

村松秀城,  長村登紀子,  小島勢二,  吉見礼美,  甲斐俊朗,  
東寛,  加藤剛二,  島田博之.  小児慢性骨髄性白血病に対
する非血縁者間臍帯血の治療移植成績の解析.  第31回日
本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

池亀和博.  血縁HLA半合致移植（ハプロ移植）の展望と野
望. （ランチョンセミナー）第107回日本血液学会東北地方
会 2009.2 仙台

福永智栄,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  池田和世,  神
原政仁,  海田勝仁,  吉原哲,  加藤るり,  中田潤,  小川啓
恭,  村川和重.  造血細胞移植に伴う疼痛治療の現状.  第
31回日本造血細胞移植学会総会 2009.2 札幌

池亀和博.  血縁HLA半合致移植（ハプロ移植）の展望と野
望. （ランチョンセミナー）第48回日本血液学会中国四国
地方会 2009.3 愛媛

甲斐俊朗.  臍帯血移植におけるHLA適合性効果. （シンポ
ジウム）第18回日本組織適合性学会大会 2009.9 名古屋

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  太田敏郎,  国政和宏,  加
治和彦,  岡村春樹,  中野孝司.  免疫抑制剤FK506は臨
床血中濃度で細胞死を介さずに管腔構造の崩壊を直接誘
導する.  第17回日本血管生物医学会大会 2009.10 東京

村上亜紀,  藤盛好啓,  野木佳孝,  前田理沙,  三上浩司,  平
山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  山田秀哉,  
飯田慎一郎,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和
也,  中野孝司,  坪田紀明,  吉川良恵,  玉置知子.  悪性胸
膜中皮腫におけるHeme oxigenase（HO）-1プロモーター
遺伝子多型の検討.  第50回日本肺癌学会総会 2009.11 
東京

［科学研究費等班会議］
甲斐俊朗.  複数臍帯血移植の進捗状況.  厚生労働科学研

究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 
「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20年度第2回班会議 2009.1 
東京

甲斐俊朗.  複数臍帯血移植の進捗状況.  厚生労働科学研
究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 

「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21年度第１回班会議 2009.6 
名古屋

岡田昌也,  吉原哲,  池亀和博,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  骨髄
内臍帯血ミニ移植.  厚生労働科学研究費補助金免疫アレ
ルギー疾患等予防・治療研究事業「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21年度第1回班会議 2009.8 東京

［研究会・講演会等］
藤盛好啓.  がん化学療法総論.  がん専門薬剤師研修会 

2009.1 西宮
吉原哲.  フルダラビン＋TBIを前処置とした同種造血幹細胞

移植:他施設共同プロトコル.  造血細胞移植7班合同班会
議 2009.1 東京

岡田昌也.  Dasatinibのデータ紹介と副作用マネージメント
について.  Dasatinib症例報告会 2009.2 神戸

小川啓恭.  T細胞非除去HLA2-3抗原不適合移植.  第11回
神奈川幹細胞移植研究会 2009.2 神奈川

小川啓恭.  かかりつけ医に必要な血液疾患の診断と治療及
び最近のトピックス.  生野区医師会学術講演会 2009.3 
大阪

甲斐俊朗.  成人臍帯血移植の疾患別成績 −JCBBNからの
報告を中心に−. （特別講演）第17回近畿臍帯血幹細胞
移植研究会 2009.5 大阪

甲斐俊朗.  複数臍帯血移植.  幹細胞治療フォーラム 2009.6 
東京

徳川多津子,  澤田暁宏,  日笠聡,  小川啓恭.  生検後の消化
管出血により入院となった血友病Aの1例.  第5回阪神ヘモ
フィリア研究会 2009.6 大阪

滿保直美,  加藤るり,  中田潤,  海田勝仁,  井上貴之,  佐竹
敦志,  谷口享子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  池亀和博,  玉置広
哉,  岡田昌也,  小川啓恭.  複数臍帯血移植後の再発に対
してHLA半合致移植を施行し寛解を得た症例.  第91回近
畿血液学地方会 2009.6 奈良

岡田昌也.  慢性期CMLにおける今後の治療戦略.  Osaka 
CML Seminar 2009.7 大阪

小川啓恭.  T細胞非除去HLA不適合移植.  Global and 
New Insight into HSCT 2009.7 東京

池亀和博.  HLA半合致移植の位置づけ（兵庫医大）.  第3
会HLA不適合移植研究会 2009.9 大阪

甲斐俊朗.  臍帯血移植の現況 −成人移植成績を中心に−.  
第6回栃木造血幹細胞移植セミナー 2009.9 栃木

岡田昌也.  当科における骨髄内臍帯血移植.  第9回血液細
胞療法フォーラム 2009.10 大阪

小川啓恭.  かかりつけ医に必要な血液疾患の診断と治療
及び最近のトピックス.  兵庫県内科医会内科学セミナー 
2009.10 神戸

岡田昌也,  徳川多津子,  中田潤,  谷口享子,  海田勝仁,  吉
原哲,  藤岡龍哉,  池亀和博,  玉置広哉,  相馬俊裕,  小
川啓恭,  丸山薫,  河田修治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹.  
90Y−イブリツモマブ・チウキセタン（ゼヴァリン®）が著
効した再発濾胞性リンパ腫.  第10回大阪リンパ腫研究会 
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（OLSG）総会 2009.11 大阪
岡田昌也.  PNHが顕性化することにより血球減少が軽減し

たPNH/MDSの2例.  第９回兵庫県造血器疾患学術講演
会 2009.11 芦屋

岡田昌也,  中田潤,  井上貴之,  加藤るり,  海田勝仁,  佐竹
敦志,  谷口亨子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  谷口裕紀,  池亀和
博,  玉置広哉,  相馬俊裕,  小川啓恭.  造血幹細胞移植
患者における鉄過剰症−当科での経験−.  第63回兵庫県
白血病懇話会 2009.12 神戸

吉原哲.  HLA半合致血縁者間移植 ～300例の臨床経験か
ら～. （シンポジウム）弟92回近畿血液学地方会 2009.12 
京都

石川貴己,  吉原哲,  中田潤,  海田勝仁,  谷口享子,  池亀和
博,  岡田昌也,  小川啓恭.  T（16;21）（p11;q22）を有する
急性骨髄性白血病に対しHLA半合致骨髄移植を施行し
た一例.  第92回近畿血液学地方会 2009.12 京都

■ その他■
藤盛好啓.  先端医学研究所細胞移植部門のあゆみ.  平成21

年血液内科同窓会・新年会 2009.1 尼崎
藤盛好啓.  治療用血管血球系細胞,  間葉系幹細胞の開発.  

細胞・遺伝子治療  再生医療シンポジウム 2009.1 西宮
岡田昌也 .  Ph＋白血病に対する新規チロシンキナーゼ阻

害薬ダサチニブの治療戦略.  Trends in Hematological 
Malignancies 2009;1:48-51.

吉原哲.  造血幹細胞移植の管理 ～栄養管理も含めて～.  ㈱
大塚製薬工場社内講演会 2009.9 神戸

細胞・遺伝子治療部門
Laboratory of Cell and Gene Therapy

■著書■
後藤章暢. （総論）遺伝子治療 ―歴史と背景―.  髙岡裕  編

集代表.  実践ゲノムの最前線.  東京:六然社, 2009:260-4.
後藤章暢. （各論1）前立腺がんの遺伝子治療.  髙岡裕  編

集代表.  実践ゲノムの最前線.  東京:六然社, 2009:265-71.
■学術論文■

［総説］
後藤章暢,  寺尾秀治.  遺伝子治療の展望.  Urology View 

2009;7:102-8.
［原著］
Nakagawa T,  Tanaka H,  Shirakawa T,  Gotoh A,  

Hayashi Y,  Hamada K,  Tsukuda M,  Nibu K.  
Cyclooxygenase 2 promoter-based replication-selective 
adenoviral vector for hypopharyngeal cancer.  Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg 2009;135:282-6.

Yamada K,  Morishita N,  Katsuda T,  Kubo S,  Gotoh 
A,  Yamaji H.  Adenovirus vector production using 
low-multiplicity infection of 293 cells.  Cytotechnology 
2009;59:153-60.

Terao S,  Shirakawa T,  Acharya B,  Miyata M,  Hinata 

N,  Tanaka K,  Takenaka A,  Hara I,  Naoe M,  
Fuji K,  Okegawa T,  Higashihara E,  Kamidono S,  
Fujisawa M,  Gotoh A.  A pilot study of quality of life 
of patients with hormone-refractory prostate cancer 
after gene therapy. Anticancer Res 2009;29:1533-7.

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-
Doi A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  
Nishizaki T,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Isolation and characterization of neural stem/
progenitor cells from post-stroke cerebral cortex in 
mice.  Eur J Neurosci 2009;29:1842-52.

Shigemura K,  Isotani S,  Wang R,  Fujisawa M,  Gotoh 
A,  Marshall FF,  Zhau HE,  Chung LW.  Soluble 
factors derived from stroma activated androgen 
receptor phosphorylat ion in human prostate 
LNCaP cells: roles of ERK/MAP kinase.  Prostate 
2009;69:949-55.

Terao S,  Acharya B,  Suzuki T,  Aoi T,  Naoe M,  
Hamada K,  Mizuguchi H,  Gotoh A.  Improved gene 
transfer into renal carcinoma cells using adenovirus 
vector containing RGD motif.  Anticancer Res 
2009;29:2997-3001.

■学会発表■
［国際学会］
Suzuki T,  Acharya B,  Terao S,  Yamamoto S,  Shima 

H,  Okamura H,  Gotoh A.  The antitumor effect of γ
δT cells against bladder cancer cells is enhanced 
following upregulation of NKG2D ligands by valproic 
acid. American Urologica l Associat ion Annual 
Meeting（AUA2009） 2009.4 Chicago

Terao S,  Acharya B,  Suzuki T,  Gotoh A.  Improved 
gene transfer into renal carcinoma cells using an 
adenovirus vector.  The 19th Annual Meeting of the 
International Urological Conference of Taiwan 2009.8 
Kaohsiung

［全国規模の学会］
寺尾秀治,  Acharya B,  鈴木透,  濱田雄行,  水口裕之,  後

藤章暢 .  膀胱癌細胞株に対するアデノウイルスベクター
の導入効率向上の試み.  第97回日本泌尿器科学会総会 
2009.4 岡山

鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  近藤宣幸,  野島道生,  山
本新吾,  島博基,  岡本春樹,  後藤章暢.  Valproic acid 

（VPA）によるγδT細胞の膀胱癌に対する抗腫瘍効果増
強の検討.  第97回日本泌尿器科学会総会 2009.4 岡山

鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  近藤宣幸,  野島道生,  山
本新吾,  岡本春樹,  後藤章暢.  Valproic acidによるγδT
細胞の膀胱癌に対する抗腫瘍効果増強の検討.  第47回日
本癌治療学会学術集会 2009.10 横浜

Shirakawa T,  Hamada K,  Kitajima S,  Mitsuoka C,  
Saito N,  Matsuoka T,  Adhim Z,  Terao S,  Gotoh 
A,  Nibu K,  Fujisawa M,  Lee KM.  Intravenous 
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injection of the carrier-cell based oncolytic adenovirus 
suppresses the growth of multiple lung tumors in 
mouse squamous cell carcinoma model.  Japan Society 
of Gene Therapy The 15th Annual Meeting 2009 
2009.7 Osaka

［その他の学会］
井口香菜子,  寺尾秀治,  櫻井文教,  川端健二,  白川利朗,  

後藤章暢,  川端眞人,  水口裕之.  PETによる体内動態解
析と視覚的治療効果判定を目指した制限増殖型アデノウ
イルスの作製.  日本薬学会第129年会 2009.3 京都

寺尾秀治,  Acharya B,  鈴木透,  濱田雄行,  後藤章暢.  ヒト
膀胱癌細胞株に対するIAI.3Bプロモーターを組み込んだ
制限増殖型アデノウイルスベクターの有用性の検討.  第59
回日本泌尿器科学会中部総会 2009.10 金沢

［研究会・講演会等］
寺尾秀治,  Acharya B,  鈴木透,  濱田雄行,  水口裕之,  後

藤章暢.  腎癌細胞株に対するアデノウイルスベクターの遺
伝子導入効率向上の試み.  第18回泌尿器科分子・細胞研
究会 2009.2 鹿児島 

Acharya B,  寺尾秀治,  鈴木透,  濱田雄行,  水口裕之,  後
藤章暢.  膀胱癌細胞株に対するファイバー改変アデノウイ
ルスベクターを用いた遺伝子導入効率の検討.  第18回泌
尿器科分子・細胞研究会 2009.2 鹿児島 

鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  近藤宣幸,  野島道生,  山本
新吾,  島博基,  岡村春樹,  後藤章暢.  膀胱癌細胞株に対
するバルプロ酸によるγδT細胞の抗腫瘍効果増強の検
討.  第18回泌尿器科分子・細胞研究会 2009.2 鹿児島

神経再生研究部門
Laboratory of Neurogenesis and CNS Repair

■学術論文■
［原著］
Taguchi A,  Nakagomi N,  Matsuyama T,  Kikuchi-Taura 

A,  Yoshikawa H,  Kasahara Y,  Hirose H,  Moriwaki 
H,  Nakagomi T,  Soma T,  Stern DM,  Naritomi H.  
Circulating CD34-positive cells have prognostic value 
for neurologic function in patients with past cerebral 
infarction.  J Cereb Blood Flow Metab 2009;29:34-8.

Nakagomi T,  Taguchi A,  Fujimori Y,  Saino O,  Nakano-
Doi A,  Kubo S,  Gotoh A,  Soma T,  Yoshikawa H,  
Nishizaki T,  Nakagomi N,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Isolation and characterization of neural stem/
progenitor cells from post-stroke cerebral cortex in 
mice.  Eur J Neurosci 2009;29:1842-52.

Taniguchi Y,  Amazaki M,  Furuyama T,  Yamaguchi 
W,  Takahara M,  Saino O,  Wada T,  Niwa H,  Tashiro 
F,  Miyazaki J,  Kogo M,  Matsuyama T,  Inagaki 
S.  Sema4D deficiency results in an increase in the 
number of oligodendrocytes in healthy and injured 

mouse brains.  J Neurosci Res 2009;87:2833-41.
Nakagomi N,  Nakagomi T,  Kubo S,  Nakano-Doi 

A,  Saino O,  Takata M,  Yoshikawa H,  Stern DM,  
Matsuyama T,  Taguchi A.  Endothelial cells support 
survival,  proliferation,  and neuronal differentiation 
of transplanted adult ischemia-induced neural stem/
progenitor cells after cerebral infarction.  Stem Cells 
2009;27:2185-95.

藤川昌敏,  中込隆之,  土居亜紀子,  斉野織恵,  田口明彦,  
松山知弘 .  脳梗塞における骨髄単核球投与の脳血流改
善効果の検討.  兵庫医科大学医学会雑誌 2009;34:117-
25.

■学会発表■
［全国規模の学会］
中込隆之,  斉野織恵,  土居亜紀子,  藤川昌敏,  田片将士,  

松山知弘,  中込奈美,  田口明彦.  マウス脳梗塞巣由来神
経幹細胞の特性.  第34回日本脳卒中学会総会 2009.3 松
江

中込奈美,  廣瀬遥香,  田口明彦,  中込隆之,  土居亜紀子,  
斉野織恵,  田片将士,  藤川昌敏,  松山知弘.  Vascular 
nicheが虚血誘導性神経幹細胞増殖に与える影響の検討.  
第34回日本脳卒中学会総会 2009.3 松江

中込隆之,  藤川昌敏,  斉野織恵,  土居亜紀子,  田片将士,  
松山知弘,  中込奈美,  田浦映恵,  田口明彦.  Vascular 
nicheが虚血誘導性神経幹細胞生着に与える影響の検討.  
第34回日本脳卒中学会総会 2009.3 松江

［その他の学会］
田片将士,  柏村信一郎,  中込隆之,  斉野織恵,  中野亜紀

子,  盧山,  中込奈美,  田口明彦,  笠原由紀子,  三村治,  
松山知弘 .  実験的脳梗塞モデルにおける免疫動態の検
討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 2009.11 大阪 

中野亜紀子,  中込隆之,  藤川昌敏,  盧山,  斉野織恵,  田片
将士,  中込奈美,  松山知弘,  田浦映恵,  田口明彦.  骨髄
単核球投与が脳梗塞後の脳血管内皮細胞と神経幹細胞
に及ぼす影響の検討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 
2009.11 大阪

斉野織恵,  中込隆之,  中野亜紀子,  土江伸誉,  中込奈美,  
松山知弘,  柏村信一郎,  廣瀬遥香,  田口明彦.  Ｔ細胞除
去が脳梗塞後の組織修復と機能回復に与える影響の検
討.  第21回日本脳循環代謝学会総会 2009.11 大阪

［研究会・講演会等］
松山知弘.  脳卒中の再生療法.  杭州市医学会講演 2009.11 

杭州
■その他■
松山知弘.  脳梗塞治療用神経幹細胞の開発.  社会連携プ

ロジェクト 2009.1 西宮
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アレルギー疾患研究部門
Laboratory of Allergic Disease

■学術論文■
［総説］
善本知広.  アレルギー性炎症とIL-18/IL-33.  感染・炎症・

免疫 2009;39:184-95.
善本知広 .  好塩基球によるTh2細胞の誘導.  実験医学 

2009;27:3279-89.
安田好文,  善本知広,  中西憲司.  病原体と宿主の攻防 寄

生虫感染時のサイトカイン動態.  実験医学 2009;27:1665-
71.

［原著］
Yoshimoto T,  Yasuda K,  Tanaka H,  Nakahira M,  Imai 

Y,  Fujimori Y,  Nakanishi K.  Basophils contribute to 
TH2-IgE responses in vivo via IL-4 production and 
presentation of peptide-MHC class II complexes to 
CD4+ T cells.  Nat Immunol 2009;10:706-12.

Harada M,  Obara K,  Hirota T,  Yoshimoto T,  Hitomi 
Y,  Sakashita M,  Doi S,  Miyatake A,  Fujita K,  
Enomoto T,  Taniguchi M,  Higashi N,  Fukutomi Y,  
Nakanishi K,  Nakamura Y,  Tamari M.  A functional 
polymorphism in IL-18 is associated with severity 
of bronchial asthma.  Am J Respir Crit Care Med 
2009;180:1048-55.

■学会発表■
［全国規模の学会］
善本知広.  IL-33とアレルギー性炎症;IL-33を標的とした新

規抗アレルギー治療の可能性. （シンポジウム）第59回日
本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

善本知広 .  アレルギー病態解析のジェノミックスとサイト
ミックス  サイトミックス 好塩基球. （シンポジウム）第59
回日本アレルギー学会秋季学術大会 2009.10 秋田

Yoshimoto T,  Nakanishi K.  Basophils contribute to Th2-
IgE responses in vivo as antigen-presenting cells. 

（Sympos ium）第39回日本免疫学会総会・学術集会 
2009.12 大阪

松本真琴,  佐々木由紀,  安田好文,  村松正道,  本庶佑,  善
本知広,  中西憲司.  ヴェネズエラ糞線虫の排除における
抗原抗体複合体の必要性.  第39回日本免疫学会総会・学
術集会  2009.12 大阪

［研究会・講演会等］
Yoshimoto T.  A new paradigm for the induct ion 

of a l lergy.  Basophils induce and augment Th2 
responses. （Symposium）International Symposium 
of Academic Exchange between Hyogo College of 
Medicine and Tianjin Medical University 2009.10  
Nishinomiya

善本知広.  寄生虫感染に対する感染防御機構. （招待講
演）沖縄感染免疫シンポジウム2009 感染症と免疫制御 
2009.11 沖縄

■特許■
善本知広 ,   中西憲司 .   Th2細胞誘導用組成物および

Th2型疾患の治療組成物, ならびにこれらの利用. 出願
日:2009.10.26  国際出願番号:PCT/JP2009/005625
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地域総合医療学
General Medicine and Community Health Science

■著書■
福田能啓.  症例5  発熱,  腹痛,  肛門痛,  摂食低下で発見

されたクローン病に罹患した23歳女性.  松末智,  田中清,  
本田佳子  編.  ケースで学ぶ栄養管理の思考プロセス  第
1巻  消化管・消化器疾患.  東京:文光堂, 2009:45-59.

福田能啓.  経腸栄養法.  山口徹,  北原光夫,  福井次
矢  総編.  今日の治療指針2009年版.  東京:医学書院, 
2009:377.

■学術論文■
［総説］
福田能啓,  高橋良樹.  炎症性腸疾患とプロバイオティクス.  

医学のあゆみ 2009;228:227-32.
肥塚浩昌,  福田能啓.  ウイルスと胃癌  総論.  臨牀消化器

内科  2009;24:461-3.
奥田真珠美,  栄谷直美,  肥塚浩昌,  高橋良樹,  福田能啓.  

Helicobacter研究のレビューと今後の展望  Helicobacter 
pylori診断法の選択.  Helicobacter Research 2009;13: 
190-4.

奥田真珠美,  福田能啓.  小児期における感染成立状況の変
化.  日本臨牀 2009;67:2239-44.

浅香正博,  菅野健太郎,  高橋信一,  福田能啓,  杉山敏
郎,  太田浩良,  上村直実,  村上和成,  佐藤貴一,  加藤
元嗣,  日本ヘリコバクター学会ガイドライン作成委員会.  
日本ヘリコバクター学会 "H.pylori感染の診断と治療の
ガイドライン" 2009改訂版.  日本ヘリコバクター学会誌 
2009;10:104-28.

野添匡史,  間瀬教史,  村上茂史,  荻野智之,  和田智弘,  福
田能啓.  高齢者の呼吸機能と理学療法.  理学療法ジャー
ナル 2009;43:869-76.

福田能啓.  NSTにおける栄養アセスメント.  静脈経腸栄養 
2009;24:1225.

楊鴻生.  Ｘ線画像診断教室  足関節部骨折.  骨粗鬆症治療 
2009;8:54-60.

楊鴻生.  脊椎圧迫骨折の予防及び早期薬物療法の重要性に
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楊鴻生.  骨粗鬆症治療の最近の知見.  兵庫県病院薬剤師
会学術講演会 2009.3 神戸

楊鴻生.  骨粗鬆症治療における最近の話題.  宝塚市医師会
学術講演会 2009.3 宝塚

楊鴻生.  骨粗鬆症治療の最新の知見.  埼玉県整形外科医
学会学術講演会 2009.4 大宮

楊鴻生.  骨粗鬆症治療薬の最近の話題.  丹波整形外科医
会学術講演会 2009.4 篠山

楊鴻生.  骨粗鬆症における骨折予防.  大曲仙北医師会学術
講演会 2009.4 大仙

楊鴻生.  骨粗鬆症における骨折予防について.  大阪浪速区
医師会学術講演会 2009.4 大阪
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楊鴻生.  骨粗鬆症における骨折予防について.  三原医師会
講演会 2009.4 三原

楊鴻生.  骨粗鬆症最近の話題.  第9回骨,  カルシウム,  関節
の会 2009.5 神戸

楊鴻生.  定量的超音波測定法（QUS）の標準化と骨折リス
ク評価の現状.  骨粗鬆症財団セミナー第52回教育ゼミ
ナール 2009.6 東京

楊鴻生.  骨粗鬆症と高齢者における骨折.  第3回兵庫医科
大学整形外科セミナー 2009.7 西宮

楊鴻生.  骨粗鬆症に伴う椎体骨折を防ごう.  宮古島エビス
タ5周年記念講演会 2009.7 宮古島　

福田能啓.  便通異常の外来診療.  第375回徳島県中部臨床
研究会 2009.8 吉野川

楊鴻生.  超音波の標準化と骨折閾値について.  第11回運動
器内科研究会 2009.8 大阪

楊鴻生.  運動器不安定症としての骨粗鬆症.  喜多医師会学
術講演会 2009.8 大洲

楊鴻生.  変形性関節症治療の最新の話題~治療薬の新たな
ステージへ.  セレコックス適応拡大記念講演会 2009.10 
宇都宮

福田能啓.  クローン病治療の新しい試み.  西宮市薬剤師会
学術研修会 2009.11 西宮

山本憲康.  我が国におけるAHAコース普及の現状と今後の
展開 ～日本ACLS協会兵庫トレーニングサイトからの報
告～. （シンポジウム）救急医療勉強会 2009.12 赤穂

楊鴻生.  FRAXの新しい位置づけと骨粗鬆症治療.  第一回
骨粗鬆症について語る会 2009.12 神戸

浅香正博,  立松正衞,  福田能啓.  胃癌診療におけるピロリ
菌  ピロリ菌の除菌で胃癌は抑制可能か?. （座談会）胃が
んperspective 2009;2:161-70.

楊鴻生,  岩田康男.  骨粗鬆症で見えてくるもの.  緑整会だよ
り 2009;（新春号）:2-9.

楊鴻生.  Q&A  高齢者骨粗鬆症患者さんのリハビリテー
ションの実際と円滑に進めるための工夫を教えてください.  
Bone Care 2009;8:8.

楊鴻生,  放生憲博,  大野和則,  山口秀則.  骨粗鬆症治療に
おけるエルカトニン使用の意義;併用療法とQOL改善の可
能性について.  Osteoporosis Japan 2009;17:271-80.

地域救急医療学
Emergency and Community Medicine

■著書■
吉永和正.  大規模交通事故と病院の対応.  大橋教良  編.  

災害医療.  東京:へるす出版, 2009:149-55.
■ 学術論文■

［総説］
山本憲康 ,   吉永和正 .   プレホスピタルケアレベルアッ

プのためのシステム  ALS（advanced life support）.  
Emergency Care 2009;（新春増刊）:143-9.

山本憲康,  吉永和正.  プレホスピタルケアレベルアップの
ためのシステム  BLS（basic life support）.  Emergency 
Care 2009;（新春増刊）:150-7.

吉永和正.  エマージェンシーケアに必要な検査.  Emergency 
Care 2009;夏期増刊:10-6.

久保山一敏,  山田太平,  吉永和正.  偶発性低体温症.  内科 
2009;103:1583-8.

［原著］
村上典子,  中山伸一,  富岡正雄,  松山重成,  宮本哲也,  西

倉哲司,  小澤修一,  中村雅彦,  吉永和正.  救急医療にお
けるグリーフケアという視点の重要性.  日本臨床救急医学
会雑誌 2009;12:37-42.

久保山一敏,  吉永和正,  橋本篤徳,  山田太平,  足立克.  平
成20年度地域医療における疾病ならびに医療に関する研
究調査（2） 本邦における日常的マスギャザリング医療
体制の研究（第一報）―プロ野球本拠地13球場における
救急・集団災害医療体制の実態調査―.  神緑会学術誌 
2009;25:13-5.

吉永和正.  救急部から見た大規模災害時救急対応の問題点
と対策.  北陸アンギオ研究会誌 2009;16:5-15.

［症例報告］
松本友寛,  藤原由規,  山本憲康,  林千鶴子,  小石健二,  児

島正道,  田中淳二,  小林政義,  山村武平,  三輪洋人,  冨
田尚裕,  笹子三津留.  胃空腸吻合術後S-1投与が奏功し
治癒切除し得た幽門狭窄合併進行胃癌の1例.  癌と化学
療法 2009;36:641-5.

■ 学会発表■
［全国規模の学会］
村上典子,  吉永和正,  本間正人,  中山伸一,  井清司,  久保

山一敏,  松本尚,  富岡譲二,  秋富慎司,  長崎靖.  災害急
性期における遺族･遺体対応の課題 ～日本DMORT研究
会の活動から～.  第37回日本救急医学会総会･学術集会 
2009.10 盛岡

吉永和正,  村上典子,  長崎靖,  久保山一敏,  橋本篤徳,  平
田淳一.  災害訓練から見た黒タッグ対応への課題.  第37
回日本救急医学会総会・学術集会 2009.10 盛岡

［その他の学会］
村上典子,  許智栄,  中山伸一,  吉永和正,  千島佳也子,  大

澤智子,  重村淳.  多数死傷者発生事故における医療援護
者のストレス ～JR脱線事故アンケート調査から～.  第14
回日本集団災害医学会総会 2009.2 神戸

橋本篤徳,  平田淳一,  大家宗彦,  久保山一敏,  小谷穣治,  
丸川征四郎,  吉永和正.  START法は経験者の直感によ
るトリアージに匹敵するか？.  第14回日本集団災害医学会
総会 2009.2 神戸

久保山一敏,  足立克,  丸川征四郎,  小谷穣治,  吉永和正.  
プロ野球本拠地13球場における救急・集団災害医療体制
の実状―日常的マスギャザリング環境の調査.  第14回日
本集団災害医学会総会 2009.2 神戸

吉永和正.  自治会活動による災害時要援護者支援体制の
構築.  第12回日本臨床救急医学会総会･学術集会 2009.6 
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大阪
布施知佐香,  橋本篤徳,  山田太平,  平田淳一,  小谷穣治,  

吉永和正.  インターネット検索によるオコゼ刺傷に対する
応急処置法情報の正確性の検討.  第31回日本中毒学会総
会学術集会 2009.7 東京

山本憲康,  駒澤伸泰,  黒田達実,  木下隆,  林孝俊,  吉永和
正,  福田能啓.  AHA ACLSプロバイダーコースの受講意
義～受講者アンケート調査からの検討～.  第5回日本医学
シミュレーション学会総会 2009.10 浜松

［科学研究費等班会議］
吉永和正.  多数時多数死者への対応体制構築.  厚生労働

科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事
業「健康危機・大規模災害に対する初動期医療体制のあ
り方に関する研究」平成20年度第3回班会議 2009.3 東
京

［研究会・講演会等］
山本憲康.  AHA ACLSプロバイダーコースの現状と課題

～日本ACLS協会 兵庫トレーニングサイトからの報告～. 
（パネルディスカッション）第99回近畿救急医学研究会 
2009.3 尼崎

吉永和正.  大規模災害への備えと問題点 ～二つの大規模
災害の経験から～. （講演）第17回石川県救命救急研究
会学術集会 2009.9 小松

山本憲康.  我が国におけるAHAコース普及の現状と今後の
展開 ～日本ACLS協会兵庫トレーニングサイトからの報
告～. （シンポジウム）救急医療勉強会 2009.12 赤穂

■その他■
山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫県

立姫路循環器病センター 2009.1 姫路
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立

姫路循環器病センター 2009.1 姫路
山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  鹿児島

大学医学部 2009.1 鹿児島
山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  吉賀町

福祉センター 2009.1 島根
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科

大学病院 2009.1 西宮
山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病

院 2009.2 西宮
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科

大学篠山病院 2009.2 篠山
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立

姫路循環器病センター 2009.2 姫路
山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病

院 2009.2 西宮
山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医

科大学病院 2009.2 西宮
山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  光市立

光総合病院 2009.2 山口
山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  社会保

険京都病院 2009.2 京都

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.2 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学篠山病院 2009.3 篠山

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.3 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立
姫路循環器病センター 2009.3 姫路

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  倉敷中
央病院 2009.3 倉敷

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  鹿児島
大学医学部 2009.3 鹿児島

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.3 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学篠山病院 2009.4 篠山

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.4 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.4 西宮

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.4 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立
姫路循環器病センター 2009.4 姫路

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  西宮市立
中央病院 2009.5 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.5 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.5 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫県
立姫路循環器病センター 2009.5 姫路

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立
姫路循環器病センター 2009.5 姫路

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.6 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  公立豊岡
病院 2009.6 豊岡

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  公立豊
岡病院 2009.6 豊岡

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.6 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.6 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立
姫路循環器病センター 2009.6 姫路

吉永和正.  日本におけるDMORTの現状と課題.  第94回内
閣官房勉強会 2009.7 東京

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.7 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
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科大学病院 2009.7 西宮
山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医

科大学病院 2009.7 西宮
吉永和正.  脳死の概念.  平成21年度兵庫県臓器提供病院

連絡会議（院内コーディネーター会議） 2009.8 西宮
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  西宮市立

中央病院 2009.8 西宮
山本憲康．AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立

姫路循環器病センター 2009.8 兵庫
山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医

科大学病院 2009.8 西宮
山本憲康．AHA ACLS Provider Course講習会.  西宮市

立中央病院 2009.8 西宮
山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医

科大学病院 2009.8 西宮
山本憲康．AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科

大学病院 2009.8 西宮
吉永和正.  家庭における救急処置について.  兵庫県芦屋市

健康大学一般公開講座 2009.9 芦屋
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立

姫路循環器病センター 2009.9 姫路
山本憲康.  篠山市医師会AED講習会.  篠山市民センター 

2009.9 篠山
山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科

大学病院 2009.9 西宮
山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病

院 2009.9 西宮
山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医

科大学病院 2009.9 西宮
山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  西宮市

立中央病院 2009.9 西宮
吉永和正 .  終末期医療の現状と課題−救急医療の立場

から−.  日本看護協会−終末期医療とこれからの課題 
2009.10 神戸

山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病
院 2009.10 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.10 西宮

山本憲康 .   日本救急医学会ICL S講習会.  合志病院 
2009.10 兵庫

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.10 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.10 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立
姫路循環器病センター 2009.10 姫路

吉永和正.  院内コーディネータに求められるもの.  平成21
年度和歌山県院内臓器移植コーディネーター養成研修会 
2009.11 和歌山

吉永和正.  最近の救急医療.  兵庫県赤十字奉仕団講演会 
2009.11 神戸

山本憲康.  一次救急とAED.  薬剤師生涯研修inささやま 
2009.11 篠山

山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病
院 2009.11 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  西宮市
立中央病院 2009.11 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  大阪う
めだトレーニングラボ 2009.11 大阪

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.11 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.11 西宮

山本憲康.  AHA ACLS-EP Provider Course講習会.  大阪
うめだトレーニングラボ 2009.11 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  西宮市
立中央病院 2009.11 西宮

吉永和正.  日本におけるDMORT.  篠山市消防本部  救急
隊員に対する教育講演会 2009.12 篠山

山本憲康.  胃腸病の話題.  ささやまシルバー人材センター健
康講座 2009.12 篠山

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  大阪うめ
だトレーニングラボ 2009.12 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  大阪う
めだトレーニングラボ 2009.12 大阪

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫県
立姫路循環器病センター 2009.12 姫路

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫県立
姫路循環器病センター 2009.12 姫路

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  大阪う
めだトレーニングラボ 2009.12 大阪

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  西宮市立
中央病院 2009.12 西宮

山本憲康.  AHA PALS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.12 西宮

山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病
院 2009.12 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course講習会.  兵庫医
科大学病院 2009.12 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course講習会.  兵庫医科
大学病院 2009.12 西宮

医療技術部
Medical Technology Dept.

（リハビリテーション室）
Rehabilitation Room

■学術論文■
［総説］
野添匡史,  間瀬教史,  村上茂史,  荻野智之,  和田智弘,  福
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田能啓.  高齢者の呼吸機能と理学療法.  理学療法ジャー
ナル 2009;43:869-76.

■学会発表■
［その他の学会］
野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  青田絵里,  松下和弘,  和

田智弘,  眞渕敏,  傳秋光.  3次元動作解析装置を用い
た肺気量位変化の推定.  第44回日本理学療法学術大会 
2009.5 東京

高嶋幸恵,  間瀬教史,  青田絵里,  野添匡史,  松下和弘,  嶋
田智明.  歯磨き動作における呼吸様式の経時的変化につ
いて  3次元動作解析システムを用いて.  第44回日本理学
療法学術大会 2009.5 東京

間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  岡田誠,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  山本健太,  高嶋
幸恵,  居村茂幸.  慢性閉塞性肺疾患患者における呼気流
量制限と呼吸機能検査との関係.  第44回日本理学療法
学術大会 2009.5 東京

岡田誠,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏.  上肢肢
位の違いによる呼吸補助筋活動の検討.  第44回日本理学
療法学術大会 2009.5 東京

荻野智之,  野添匡史,  間瀬教史,  村上茂史,  岡田誠,  松下
和弘,  加治佐望,  和田智弘,  眞渕敏.  健常成人における
運動時肺気量位変化と肺機能検査との関係.  第44回日本
理学療法学術大会 2009.5 東京

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  杉田由美.  舌挙上持続時
の舌骨上筋群筋活動−表面筋電図周波数解析による筋疲
労の検討−.  第10回日本言語聴覚学会 2009.6 倉敷

福岡達之,  川阪尚子,  吉川直子,  杉田由美,  島田眞一.  呼
吸流量計を用いた随意咳嗽の客観的評価と喉頭侵入−誤
嚥の関連.  第10回日本言語聴覚学会 2009.6 倉敷

川阪尚子,  福岡達之,  吉川直子,  杉田由美,  島田眞一.  嚥
下障害患者のPCF･PEFと咽頭侵入･誤嚥の関連.  第10回
日本言語聴覚学会 2009.6 倉敷

岡田誠,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  荻野真知子,  和田智弘,  眞
渕敏.  上肢肢位の違いが呼吸補助筋筋活動パターンに与
える影響.  第22回兵庫県理学療法士学会 2009.7 加古川

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  加治佐望,  荻野真知子,  和田智弘,  眞
渕敏.  呼吸介助手技中の手掌面圧分布について.  第22回
兵庫県理学療法士学会 2009.7 加古川

木原一晃,  加治佐望,  野添匡史,  和田智弘,  新井秀宜,  島
田眞一,  栖田道雄.  誤嚥直後の呼吸理学療法により誤嚥
性肺炎の重症化予防が図れた１症例.  第22回兵庫県理学
療法士学会 2009.7 加古川

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  杉田由美,  間瀬教史,  野
﨑園子.  等尺性収縮による舌挙上時の舌骨上筋群筋活動 
−Wavelet周波数解析による筋疲労の検討−.  第15回日
本摂食･嚥下リハビリテーション学会学術大会 2009.8 名
古屋

福岡達之,  川阪尚子,  吉川直子,  杉田由美,  島田眞一,  間
瀬教史,  野﨑園子.  嚥下障害患者の随意咳嗽と咽頭侵
入・誤嚥の関連 −呼吸流量計を用いた随意咳嗽の客観的
評価−.  第15回日本摂食･嚥下リハビリテーション学会学
術大会 2009.8 名古屋

吉川直子,  福岡達之,  川阪尚子,  杉田由美,  間瀬教史,  野
﨑園子.  舌挙上による舌圧強度と舌骨上筋群筋活動の関
係.  第15回日本摂食･嚥下リハビリテーション学会学術大
会 2009.8 名古屋

川阪尚子,  福岡達之,  吉川直子,  杉田由美,  島田眞一,  間
瀬教史,  野﨑園子.  嚥下障害患者の咳嗽能力と咽頭侵
入・誤嚥の関連 ～PCF（peak cough flow）･PEF（peak 
expiratory flow）による評価～.  第15回日本摂食･嚥下リ
ハビリテーション学会学術大会 2009.8 名古屋

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  傳秋光.  3次元動作解析装置を用
いた咀嚼運動中における呼吸運動の測定.  第19回日本呼
吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 2009.10 東京

荻野真知子,  野添匡史,  松下和弘,  高嶋幸恵,  笹沼里味,  
和田智弘,  山下妙子,  間瀬教史.  歯磨き動作における呼
吸様式の変化の特徴.  第19回日本呼吸ケア･リハビリテー
ション学会学術集会 2009.10 東京

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  加治佐望,  和田智弘.  呼吸介助手技に
みられる手掌面圧分布の特徴.  第19回日本呼吸ケア･リハ
ビリテーション学会学術集会 2009.10 東京

岡田誠,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  荻野真知子,  和田智弘,  眞
渕敏.  上肢肢位の違いが労作中の肺気量位に与える影響.  
第27回日本私立医科大学理学療法学会 2009.10 名古屋

加治佐望,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏.  筋の体
積と筋線維伝導速度との関係.  第27回日本私立医科大学
理学療法学会 2009.10 名古屋

［研究会・講演会等］
木原一晃,  加治佐望,  野添匡史,  和田智弘,  新井秀宜,  島

田眞一,  栖田道雄.  誤嚥直後の呼吸理学療法により誤嚥
性肺炎の重症化予防が図れた1症例.  北播磨･丹波ブロッ
ク新人発表会 2009.1 加西

福岡達之,  島田眞一,  福田能啓.  NSTへの期待と言語聴
覚士の役割 −当院の摂食・嚥下リハビリテーションの現
状から−. （シンポジウム）第19回近畿輸液・栄養研究会 
2009.10 神戸

野﨑園子,  杉下周平,  今井教仁,  大黒大輔,  井之川真紀,  
福岡達之,  川道久美子,  松井利浩,  馬木良文,  金藤大三,  
芳川浩男,  道免和久,  土肥信行.  メトロノームによるパー
キンソン病の嚥下訓練 −他施設共同研究−.  日本神経
筋疾患  摂食･嚥下･栄養研究会第5回学術集会大阪大会 
2009.10 大阪

■その他■
福岡達之 ,  島田眞一.  在宅生活でできる摂食･嚥下ケア 
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−安全に口から食べるための支援−.  ヘルパー嚥下講
習会 2009.2 篠山

（検査室）
Laboratory

■学術論文■
［原著］
清野麻由子,  松﨑崇真,  山本智子,  中田直行.  総蛋白

測定試薬の比較検討①−精密性の評価−.  医学検査 
2009;58:948-53.

中田直行,  松﨑崇真,  山本智子,  清野麻由子.  総蛋白測定試
薬の比較検討②−正確性の評価−.  医学検査 2009;58:954-
9.

■学会発表■
［その他の学会］
松﨑崇真,  中田直行,  山本智子,  清野麻由子.  2試薬系アル

ブミン測定試薬のBM6010における基礎検討. （示説）第
49回近畿医学検査学会 2009.11 京都

（薬剤室）
Pharmaceutical Office

■学会発表■
［その他の学会］
合田昌子,  山下典子,  柳井美奈,  三上ひとみ,  前村知見,  

新藤三枝,  濱口常男,  門林宗男,  山本新吾.  がん化学療
法に伴う食欲不振評価へのVASの応用.  第19回日本医療
薬学会年会 2009.10 長崎

■その他■
鈴木寛 .  中堅薬剤師研修会(11.30)を終えて−参加者アン

ケートより−.  兵庫県病院薬剤師会平成21年度第2回実務
研修会（摂丹･但馬地区） 2009.3 篠山

鈴木寛.  薬剤と看護について（薬剤の注意点･医療安全･感
染･消毒･麻薬･褥瘡等）.  兵庫医科大学篠山病院看護職
員研修 2009.10 篠山

（臨床栄養室）
Clinical Nutrition Office

■学術論文■
［総説］
奥田真珠美,  栄谷直美,  肥塚浩昌,  高橋良樹,  福田能啓.  

Helicobacter研究のレビューと今後の展望  Helicobacter 
pylori 診断法の選択.  Helicobater Reserch 2009;13:190-
4.

［原著］
高橋良樹,  佐野由香里,  大村武雄,  佐藤匡美,  下山克,  栄

谷直美,  福田能啓.  Helicobacter hepaticus 特異抗原
HH-15の解析およびそのモノクローナル抗体HRII51と
Helicobacter pylori 臨床分離株との反応性.  日本ヘリコ
バクター学会誌 2009;10:67-72.

栄谷直美,  奥田真珠美,  小竹淳一朗,  川浩介,  日下剛,  山
本憲康,  細見基信,  福田能啓.  モノクローナル抗体を用
いた便中抗原測定キットPremier Platinum HpSA plusの
有用性の検討.  Helicobacter Research 2009;13:415-9.

福田雅之助,  大西弘光,  栄谷直美,  奥田真珠美,  福田能啓.  
新しくモノクローナル抗体を使用したメリディアンHpSA 
ELISA IIの基礎的検討.  医学と薬学 2009;62:501-6.

■学会発表■
［国際学会］
Okuda M,  Takahashi R,  Nakazawa T,  Abe D,  Sano Y,  

Nakabayashi N,  Sakaedani N,  Shimoyama T,  Fukuda 
Y.  Serologic analysis of Helicobacter hepaticus 
in children with hepatobiliary diseases.  XXIInd 
International Workshop on Helicobacter and Related 
Bacteria in Chronic Digestive Inf lammation and 
Gastric Cancer 2009.9 Porto

［その他の学会］
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.  下半身麻痺を発症した肥満患者に
対する栄養管理.  第12回日本病態栄養学会年次学術集
会 2009.1 京都

■その他■
新谷文利.  血圧・コレステロール・血糖値が高いといわれた

ら,  あなたはどうしますか.  篠山市シルバーセンター健康
講座 2009.2 篠山

栗原紅.  嚥下障害の食事  食べやすい作りやすい食事.  ヘ
ルパー向け講習会 2009.3 篠山
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Gastroenterology & Hepatology  19/65
Gastroenterology & Hepatology  39/65
Endocrinology & Metabolism  78/105

Otorhinolaryngology  18/36

病微

血液, 輸血, 細胞移植
外（上部）
血液
乳腺
機能病
冠疾患
脳卒中
生物, 環境, 眼科
生体機能
生体機能
生化

内分泌
分子病, 呼吸内, 胸部, がん
環境, 内分泌
循内, 冠疾患

内（上部）, 内（下部）, 腸管, 病病,
内視鏡,  IBD
外（上部）
皮膚
数学

呼吸内, 胸部
数学
眼科
内（肝・胆・膵）, 肝疾患セ
法医
生体防御, 細胞・遺伝

分子病
病病

内（下部）, 腸管, IBD
生体情報, 内（下部）, 乳腺, IBD
糖尿
公衛
耳鼻

1.326

10.555
4.346
4.597
NE
3.771
2.363
4.288
2.308
6.979
1.908
9.214

2.568
6.747
2.535
1.292

3.009

3.910
3.863
2.065

1.668
0.406
1.513
NE
NE
0.977

7.194
3.311

2.972
1.770
1.806
NE
1.167

1

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
3
1

1

1
1
1

1
1
1
1
2
1

1
1

1
2
1
1
1



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
Eur J Cardiothorac Surg

Eur J Echocardiogr
Eur J Neurosci

Eur J Phys Rehabil Med
Eur Respir J
Exp Anim

Exp Brain Res
Exp Cell Res

Exp Hematol

Fam Cancer

Free Radic Biol Med

Front Biosci

Gastric Cancer

Gen Thorac Cardiovasc Surg
Gend Med
Gut

Gut and Liver

Heart Vessels

Hepatol Int
Hepatol Res
Histopathology

Horm Metab Res
Hum Brain Mapp

Hum Pathol
Hypertens Res
Hypertension

Cardiac & Cardiovascular Systems  41/95
Respiratory System  19/43
Surgery  40/166
Cardiac & Cardiovascular Systems  59/95
Neurosciences  86/230

Respiratory System  4/43
Veterinary Sciences  68/141
Zoology  86/127
Neurosciences  145/230
Oncology  54/165
Cell Biology  70/161
Hematology  21/61
Medicine, Research & Experimental  27/92
Oncology  92/165
Genetics & Heredity  87/144
Biochemistry & Molecular Biology  39/283
Endocrinology & Metabolism  12/105
Biochemistry & Molecular Biology  86/283
Cell Biology  67/161
Oncology  76/165
Engineering, Manufacturing  1/38
 
Medicine, General & Internal  46/132
Gastroenterology & Hepatology  3/65

Gastroenterology & Hepatology  62/65

Cardiac & Cardiovascular Systems  52/95
Peripheral Vascular Disease  37/60
Gastroenterology & Hepatology  41/65
Gastroenterology & Hepatology  45/65
Cell Biology  66/161
Pathology  12/71
Endocrinology & Metabolism  51/105
Neurosciences  21/230
Neuroimaging  1/13
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging  3/104
Pathology  19/71
Peripheral Vascular Disease  25/60
Peripheral Vascular Disease  5/60

心臓

超音波
生体情報, 血液, 脳卒中, がん,
生体防御, 細胞移植, 細胞・遺伝,
神経再生
リハビリ
呼吸内, 胸部, がん
細胞生物, 糖尿, 生体防御

歯科
呼吸外, 胸部, がん, 細胞移植

分子病

外（下部）

生化

生体防御 

外（上部）

心臓
環境
神経科学, 内（上部）, 内視鏡, 
生体防御
内（上部）, 内（下部）, 腸管, 
内視鏡, IBD
超音波

内（肝・胆・膵）, 肝疾患セ
内（肝・胆・膵）, 肝疾患セ
内（上部）, 内視鏡

内分泌
核医

病病
腎・透析, 核医, 超音波
冠疾患

2.397

1.476
3.418

NE
5.527
0.784

2.256
3.589

3.106

2.189

6.081

3.736

2.614

NE
1.598
9.357

0.167

1.716

1.725
1.540
3.855

2.686
6.256

2.961
2.426
6.614

1

1
1

1
2
2

1
2

1

1

1

1

1

1
1
1

2

1

1
2
1

1
1

1
4
1



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
Infect Immun

Int J Cancer
Int J Clin Oncol
Int J Hematol
Int J Immunopathol Pharmacol

Int J Legal Med
Int J Oncol
Int Orthop
Int Urol Nephrol
Intern Med
Invest Ophthalmol Vis Sci
J Alzheimers Dis
J Anesth
J Biol Chem
J Cancer Res Clin Oncol
J Card Fail
J Cell Physiol

J Cereb Blood Flow Metab

J Chem Neuroanat

J Clin Biochem Nutr
J Clin Microbiol
J Clin Pharm Ther
J Dent Res
J Dermatol Sci
J Epidemiol
J Eur Acad Dermatol Venereol
J Exp Clin Cancer Res
J Exp Med

J Foot Ankle Surg
J Gastroenterol

J Gastroenterol Hepatol
J Hepatobiliary Pancreat Surg

J Hepatol

Immunology  27/128
Infectious Diseases  10/57
Oncology  29/165
Oncology  119/165
Hematology  53/61
Immunology  51/128
Pathology  18/71
Pharmacology & Pharmacy  73/236
Medicine, Legal  1/11
Oncology  82/165
Orthopedics  18/56
Urology & Nephrology  48/63
Medicine, General & Internal  72/132
Ophthalmology  6/49
Neurosciences  64/230
Anesthsiology  22/25
Biochemistry & Molecular Biology  48/283
Oncology  88/165
Cardiac & Cardiovascular Systems  27/95
Cell Biology  46/161
Physiology  7/75
Endocrinology & Metabolism  14/105
Hematology  10/61
Neurosciences  29/230
Biochemistry & Molecular Biology  203/283
Neurosciences  173/230
Nutrition & Dietetics  39/66
Microbiology  18/94
Pharmacology & Pharmacy  157/236
Dentistry, Oral Surgery & Medicine  2/64
Dermatology  6/48
Public, Environmental & Occupational Health  61/122
Dermatology  11/48
Oncology  129/165
Immunology  5/128
Medicine, Research & Experimental  3/92

Gastroenterology & Hepatology  20/65

Gastroenterology & Hepatology  28/65
Gastroenterology & Hepatology  44/65
Surgery  64/166
Gastroenterology & Hepatology  4/65

病微

外（上部）
放射線, 病病
血液, 細胞移植
呼吸内, がん

法医
遺伝, 救急, 臨遺伝, 生体防御, 発生
整形
放射線, 泌尿器, 中放
糖尿
皮膚
精神
麻酔
生体機能, 病微, 法医
機能病, 乳腺, 整形, 生体防御
循内
生体情報

脳卒中, 神経再生

細胞生物

法医
泌尿器, 感染, 発生
数学
機能病
皮膚
公衛
皮膚
胸部
分子病

整形
生体情報, 内（肝・胆・膵）, 内（上部）,
乳腺, 内視鏡, 超音波, 肝疾患セ
内（上部）, 内視鏡
外（肝・胆・膵）

病微, 免疫, 内分泌, 外（肝・胆・膵）,
生体防御

4.205

4.722
1.508
1.168
3.061

2.793
2.447
1.825
1.053
1.040
3.431
3.832
0.837
5.328
2.261
3.254
4.586

5.457

1.753

1.672
4.162
1.671
3.458
3.713
1.643
2.787
1.274
14.505

NE
2.909

2.317
1.601

7.818

1

1
2
2
1

1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1

1

1

1
2
1
2
1
1
1
1
1

1
3

1
2

1



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
J Histochem Cytochem
J Hum Genet
J Hypertens
J Immunol Methods

J Infect Chemother
J Int Med Res

J Interferon Cytokine Res

J Med Econ
J Med Entomol

J Natl Cancer Inst
J Neurol Sci

J Neurosci
J Neurosci Res
J Neurosurg

J Oleo Sci
J Oral Biosci
J Orthop Res
J Orthop Sci
J Orthop Traumatol

J Pediatr
J Pediatr Surg

J Periodontal Res
J Physiol

J Physiol Sci
J Reprod Immunol

J Rheumatol
J Surg Oncol

J Thromb Thrombolysis

J Vet Med Sci
J Virol

Cell Biology  103/161 
Genetics & Heredity  74/144
Peripheral Vascular Disease  8/60
Biochemical Research Methods  33/65
Immunology  80/128

Medicine, Research & Experimental  77/92
Pharmacology & Pharmacy  192/236
Biochemistry & Molecular Biology  207/283
Cell Biology  132/161
Immunology  105/128

Entomology  10/74
Veterinary Sciences  15/141
Oncology  6/165
Clinical Neurology  78/167
Neurosciences  139/230
Neurosciences  17/230
Neurosciences  104/230
Clinical Neurology  63/167
Surgery  33/166

Orthopedics  4/56
Orthopedics  34/56
Orthopedics  20/56
Sport Sciences  21/72
Pediatrics  4/94
Pediatrics  47/94
Surgery  72/166
Dentistry, Oral Surgery & Medicine  18/64
Neurosciences  43/230
Physiology  6/75
Physiology  64/75
Immunology  75/128
Reproductive Biology  10/26
Rheumatology  10/100
Oncology  80/165
Surgery  37/166
Hematology  42/61
Peripheral Vascular Disease  32/60
Veterinary Sciences  70/141
Virology  4/30

病微
遺伝, 小児, 臨遺伝, 生体防御
循内
病微

泌尿器, 感染
糖尿, 外（下部）

核医

内（上部）, 内視鏡
皮膚

外（下部）
脳卒中

生体機能
神経再生
脳外

眼科
歯科
整形
整形, 地域総合
整形

小児
小児外

機能病
リハビリ

生体機能
産婦, 分娩, 生体防御, 発生

細胞移植
外（上部）

環境

細胞生物
病微

2.372
2.547
4.988
2.347

NE
0.938

1.627

NE
1.921

14.069
2.324

7.178
2.986
2.594

NE
NE
3.112
1.027
1.777

4.092
1.430

1.966
4.764

1.125
2.519

3.854
2.502

1.846

0.713
5.150

1
1
1
1

2
2

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
4

1
1

1

2
1



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
Jpn J Clin Oncol
Jpn J Infect Dis
Jpn J Ophthalmol
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc

Lab Invest 

Leg Med （Tokyo）
Leukemia

Life Sci

Liver Int
Med Mol Morphol
Mod Rheumatol
Mol Cancer Ther
Nat Cell Biol
Nat Immunol

Nature
Neuromodulation 

Nephron Clin Pract 
Neuroepidemiology

Neurogastroenterol Motil

Neurosci Lett
Neurosci Res
Oncol Rep
Orthopedic Reviews
Otol Neurotol

Ozone : Science and Engineering

Pancreas

Pediatr Blood Cancer

Pflugers Arch

Oncology  121/165
Infectious Diseases  48/57
Ophthalmology  32/49
Orthopedics  22/56
Sport Sciences  24/72
Surgery  61/166
Medicine, Research & Experimental  16/92
Pathology  7/71

Oncology  9/165
Hematology  4/61
Medicine, Research & Experimental  36/92
Pharmacology & Pharmacy  103/236
Gastroenterology & Hepatology  18/65
Pathology  51/71

Oncology  27/165
Cell Biology  6/161
Immunology  3/128

Multidisciplinary Sciences  1/48
Medicine, Research & Experimental  76/92
Clinical Neurology  136/167
Urology & Nephrology  41/63
Public, Environmental & Occupational Health  38/122
Clinical Neurology  74/167
Gastroenterology & Hepatology  15/65
Clinical Neurology  33/167
Neurosciences  78/230
Neurosciences  165/230
Neurosciences  153/230
Oncology  116/165

Clinical Neurology  111/167
Otorhinolaryngology  14/36
Engineering, Environmental  24/42
Environmental Sciences  113/180
Gastroenterology & Hepatology  22/65

Oncology  94/165
Hematology  38/61
Pediatrics  25/94
Physiology  20/75

呼吸内, 呼吸外, 胸部, がん
機能病
眼科
整形

外（肝・胆・膵）, 病病

法医
血液, 細胞移植

生体情報

内（肝・胆・膵）, 肝疾患セ
機能病, 分子病
リウマチ
病病
生体機能
免疫, 分子病, 皮膚, がん, 生体防御,
細胞移植, アレルギー
分子病
疼痛

腎・透析
環境

内（上部）, 内（下部）, 腸管, 内視鏡,
IBD

環境
医系物理, 生体機能, 歯科
歯科, 病病
整形
耳鼻

病病

分子病, 内（肝・胆・膵）, 
外（肝・胆・膵）, 肝疾患セ
小児

生体機能

1.498
1.222
1.272
1.674

4.602

NE
8.296

2.560

2.987
1.297
NE
4.953
19.527
26.000

34.480
0.953

1.606
2.375

3.568

1.925
2.144
1.588
NE
1.435

1.252

2.733

2.134

3.695

1
1
1
1

1

3
1

2

1
1
2
1
1
2

1
1

1
1

1

1
2
2
1
1

1

1

1

1



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
Prev Med

Proc Natl Acad Sci USA
Prostate

Psychopharmacology （Berl）

Ren Fail
Respir Physiol Neurobiol

Schizophr Res
Science
Shock

Soud Lek
Stem Cells 

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech
Ther Apher Dial

Thromb Haemost

Tumor Biol
Ultrasound Med Biol

Urology
Virchows Arch
World J Gastrointest Oncol
World J Hepatol
World J Surg

Public, Environmental & Occupational Health  21/122
Medicine, General & Internal  19/132

Endocrinology & Metabolism  43/105
Urology & Nephrology  14/63
Neurosciences  54/230
Pharmacology & Pharmacy  36/236
Psychiatry  22/117
Urology & Nephrology  52/63
Physiology  39/75
Respiratory System  24/43
Psychiatry  18/117
Multidisciplinary Sciences  2/48
Critical Care Medicine  6/22
Hematology  26/61
Surgery  23/166
Peripheral Vascular Disease  23/60

Cell & Tissue Engineering  2/11
Biotechnology & Applied Microbiology  6/150
Oncology  11/165
Cell Biology  22/161
Hematology  5/61
Surgery  112/166
Hematology  54/61
Urology & Nephrology  47/63
Hematology  14/61
Peripheral Vascular Disease  10/60
Oncology  107/165
Acoustics  4/28
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
46/104
Urology & Nephrology  27/63
Pathology  30/71

Surgery  28/166

環境

免疫
細胞・遺伝

薬理, 精神

腎・透析
生体機能

心理
遺伝
救急

法医, 歯科
脳卒中, 生体防御, 神経再生

外（上部）
環境

眼科

機能病, 整形, 生体防御
内（肝・胆・膵）, 超音波

リウマチ
血液, 細胞移植
分子病
内（肝・胆・膵）, 肝疾患セ
外（下部）, 感染, ＩＢＤ

3.172

NE
3.081

4.103

0.840
2.135

4.458
29.747
2.871

NE
7.747

0.828
1.140

4.451

1.940
2.021

2.365
2.305
NE
NE
2.696

1

1
1

1

1
2

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

合計　　246
Impact Factor はJournal Citation Reports 2009 を使用したものです．



賛助会員名簿

アステラス製薬株式会社
バイエル薬品株式会社
万有製薬株式会社
医療法人愛仁会 千船病院
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
ファイザー製薬株式会社
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
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
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

（ＡＢ C 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 . 
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運営委員 寺　田　信　行（委員長）
   大　柳　光　正（会計監事）
   廣　田　省　三 小　柴　賢　洋 村　岡　良　和
   難　波　光　義 西　尾　　　元 竹　村　基　彦
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