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【著　　者】 Hisaeda, K., Inokuchi, A., Nakamura, T., Kohno, K., Iwamoto, Y., Kuwano, M. and
Uchiumi, T.

【論　　題】 Interleukin-1β represses MRP2 gene expression through inactivation of interferon
regulatory factor 3 in HepG2 cells.

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 1574-1582

【著　　者】 藤井輝彦、山名秀明、桑野信彦

【論　　題】 第Ⅲ章 胃癌の治療 8. その他の治療 (1)血管新生阻害薬

【雑 誌 名】 増刊号 胃癌治療 update2004 臨牀消化器内科 日本メディカルセンター

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 980-987

【著　　者】 Kuwano, M., Oda, Y., Izumi, H., Yang, S-J., Uchiumi, T., Iwamoto, Y., Toi, M., Fujii,
T., Yamana, H., Kinoshita, H., Kamura, T., Tsuneyoshi, M., Yasumoto, K. and Kohno,
K.

【論　　題】 The role of nuclear YB-1 as a global marker in drug resistance.

【雑 誌 名】 Molecular Cancer Therapeutics

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 3 , 1458-1492

【著　　者】 Shibahara, K., Uchiumi, T., Fukuda, T., Kura, S., Tominaga, Y., Maehara, Y., Kohno,
K., Nakabeppu, Y., Tsuzuki, T. and Kuwano, M.

【論　　題】 Targeted disruption of one allele of the Y-box binding-1 (YB-1) gene in mouse
embryonic stem cells and increased sensitivity to cisplatin and mitomycin C.

【雑 誌 名】 Cancer Science

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 95 , 348-353

【著　　者】 Kuwano, T., Nakao, S., Yamamoto, H., Tsuneyoshi, M., Yamamoto, T., Kuwano, M.
and Ono, M.

【論　　題】 Cyclooxygenase 2 is a key enzyme for inflammatory cytokinase-induced angiogenesis.

【雑 誌 名】 FASEB Journal

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 18 , 300-310

2.学長直属
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【著　　者】 Fukuda, T., Ashizuka, M., Nakamura, T., Shibahara, K., Maeda, K., Izumi, H., Kohno,
K., Kuwano, M. and Uchiumi, T.

【論　　題】 Characterization of 5'-untranslated region of YB-1 mRNA and autoregulation of
translation by YB-1 protein.

【雑 誌 名】 Nucleic Acids Research

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 32 , 611-622

【著　　者】 Hirata, K., Masuda, K., Morikawa, W., He, J-W., Kuraoka, A., Kuwano, M., and
Kawabuchi, M.

【論　　題】 N-myc downstream-regulated gene 1 expression in injured sciatic nerves.

【雑 誌 名】 GLIA

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47 , 325-334

「その他」

【著　　者】 和田守正、林健志、古野純典、桑野信彦

【論　　題】 P糖蛋白質 /MDR1の発がんへの関与と化学予防薬の開発戦略

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (シンポジウム )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 中尾新太郎、桑野隆史、桑野信彦、小野眞弓

【論　　題】 腫瘍関連マクロファージとがん血管新生の進展

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (シンポジウム )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 丸山祐一郎、大家真治、馬崎雄二、小野眞弓、岩村威志、木下壽文、桑野信彦

【論　　題】 Cap43遺伝子の発現は膵癌の悪性形質の分子標的となるか ?

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (ポスター )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 上田秀一、向坂彰太郎、吉江真澄、小川勝洋、桑野信彦、小野眞弓

【論　　題】 イレッサによる肝がん細胞で誘導される血管新生の阻害機序

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (ポスター )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

2.学長直属
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【著　　者】 平田晃、上田秀一、桑野信彦、小野眞弓、内藤誠二

【論　　題】 HER2強制発現による Gefitinib (Iressa)感受性への影響

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (ワークショップ )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 内海健、和田守正、桑野信彦

【論　　題】 薬剤排出を担う ABCトランスポーターの肝、腸管での発現制御

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (シンポジウム )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑野隆史、三田貴臣、中尾新太郎、飯田真介、桑野信彦、上田龍三、小野眞弓

【論　　題】 多発性骨髄腫細胞における血管新生の誘導とレチノイン酸誘導体 (Am80)による
抑制

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 (ワークショップ )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑野信彦

【論　　題】 高校生諸君へ !!

【雑 誌 名】 福岡県立小倉高校平成 16年度第二学年進路講演会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑野信彦

【論　　題】 私の癌研究の歩み

【雑 誌 名】 第 2回県病フォーラム講演会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑野信彦

【論　　題】 がん征圧にむけての新しい治療戦略

【雑 誌 名】 久留米大学医学部耳鼻科咽喉科・頭頸部外科学講座開講記念会ならびに同門会総
会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fujii, T., Yamana, H., Nakamura, H., Shirouzu, K., Kuwano, M.

【論　　題】 Clinicopathologic study of vascular index in superficial esophageal carcinoma

【雑 誌 名】 第 6回米国癌研究会議 (AACR)-日本癌学会合同会議

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

2.学長直属
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【著　　者】 Nakamura,H., Takamori, S., Fujii, T., Fukunaga, M., Shirouzu, H., Yamana, H.,
Kuwano, M.

【論　　題】 Combination of gefitinib and trastuzumab as a novel therapeutics strategy in human
non-small cell lung cancer

【雑 誌 名】 第 6回米国癌研究会議 (AACR)-日本癌学会合同会議

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑野信彦

【論　　題】 がんのオーダーメイド医療

【雑 誌 名】 日本薬学九州支部主催「くすり作りと化学療法の最前線」特別講演 (福岡 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 Ono, M., Kuwano, T., Nakao, S., Kuwano, M.

【論　　題】 Tumor and their stromal interaction: involvement of IL-1-induced angiogenesis
through dual pathways-COX2 and angiogenic factors

【雑 誌 名】 第 6回米国癌研究会議 (AACR)-日本癌学会合同会議

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 Michihiko Kuwano

【論　　題】 Targeting angiogenesis as a inflammatory response in tumor growth, invasion and
metastasis

【雑 誌 名】 The 9th International Symposium on Cancer Chemotherpy December 2-3, 2004
(Tokyo)

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

2.学長直属
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3.分子生命遺伝情報

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Hanada R, Teranishi H, Pearson JT, Kurokawa M, Hosoda H, Fukushima N, Fukue Y,
Serino R, Fujihara H, Ueta Y, Ikawa M, Okabe M, Murakami N, Shirai M,
Yoshimatsu H, Kangawa K, Kojima M.

【論　　題】 Neuromedin U has a novel anorexigenic effect independent of the leptin signaling
pathway.

【雑 誌 名】 Nat Med

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 10 , 1067-73

【著　　者】 Nakahara K, Hanada R, Murakami N, Teranishi H, Ogusu H, Fukushima N, Moriyama
M, Ida T, Kangawa K and Kojima M

【論　　題】 The gut-brain peptide neuromedin U is involved in the mammalian circadian oscillator
system.

【雑 誌 名】 Biochem. Biophys. Res. Commun.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 318 , 156-161

【著　　者】 Moriyama M, Furue H, Karafuchi T, Teranishi H, Sato T, Kano T, Kojima M and
yoshimura M

【論　　題】 Presynaptic modulation by neuromedin U of sensory synaptic transmission in rat
spinal dorsal horn neurones

【雑 誌 名】 Journal of Physiology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 559 , 707-713

【著　　者】 Kanamoto N, Akamizu T, Tagami T, Hataya Y, Moriyama K, Takaya K, Hosoda H,
Kojima M, Kangawa K, Nakao K.

【論　　題】 Genomic structure and characterization of the 5'-flanking region of the human ghrelin
gene.

【雑 誌 名】 Endocrinology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 145 , 4144-53

【著　　者】 Shibata K, Hosoda H, Kojima M, Kangawa K, Makino Y, Makino I, Kawarabayashi T,
Futagami K, Gomita Y.

【論　　題】 Regulation of ghrelin secretion during pregnancy and lactation in the rat: possible
involvement of hypothalamus.

【雑 誌 名】 Peptides

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 279-87

3.分子生命遺伝情報
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【著　　者】 Kaiya H, Sakata I, Kojima M, Hosoda H, Sakai T, Kangawa K.

【論　　題】 Structural determination and histochemical localization of ghrelin in the red-eared
slider turtle, Trachemys scripta elegans.

【雑 誌 名】 Gen Comp Endocrinol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 138 , 50-7

【著　　者】 Kojima M, Kangawa K.

【論　　題】 Structure of ghrelin

【雑 誌 名】 Nippon Rinsho

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62 , 324-7

【著　　者】 Kojima M, Hosoda H, Kangawa K.

【論　　題】 Ghrelin, a novel growth-hormone-releasing and appetite-stimulating peptide from
stomach.

【雑 誌 名】 Best Pract Res Clin Endocrinol Metab

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 18 , 517-30

【著　　者】 Kangawa K, Kojima M, Hosoda H.

【論　　題】 Discovery of ghrelin and its physiological significance

【雑 誌 名】 Nippon Rinsho

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62 , 317-23

【著　　者】 Miura H, Tsuchiya N, Sasaki I, Kikuchi M, Kojima M, Kangawa K, Hasegawa Y,
Ohnami Y.

【論　　題】 Changes in plasma ghrelin and growth hormone concentrations in mature Holstein
cows and three-month-old calves.

【雑 誌 名】 J Anim Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 82-83 , 1329-33

【著　　者】 Sugino T, Hasegawa Y, Kurose Y, Kojima M, Kangawa K, Terashima Y.

【論　　題】 Effects of ghrelin on food intake and neuroendocrine function in sheep.

【雑 誌 名】 Anim Reprod Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 82-83 , 183-94

3.分子生命遺伝情報
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【著　　者】 Nakahara K, Kojima M, Hanada R, Egi Y, Ida T, Miyazato M, Kangawa K, Murakami
N.

【論　　題】 Neuromedin U is involved in nociceptive reflexes and adaptation to environmental
stimuli in mice.

【雑 誌 名】 Biochem Biophys Res Commun

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 323 , 615-20

3.分子生命遺伝情報

- 9 -



4.分子生命高分子化学

「単行本 /著書」

【著　　者】 諸井将明
平井久丸、押味和夫、坂田洋一編

【タイトル】 血小板コラーゲンレセプター

【書名・発行所】血液の事典、朝倉書店

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 288-290

【著　　者】 諸井将明、三浦芳樹 (共著 )
池田康夫、丸山征郎 (編者 )

【タイトル】 GPVI

【書名・発行所】血小板生物学
メジカルレビュー社

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 201-208

【著　　者】 Stephanie M. Jung and Masaaki Moroi
Eds., Jonathan M. Gibbins and Martyn P. Mahaut-Smith

【タイトル】 Ligand-binding assays for collagen

【書名・発行所】 Platelets and Megakaryocytes  Humana Press

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 2 , 105~114

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 M. Moroi, S. M. Jung

【論　　題】 Platelet glycoprotein VI: its structure and function

【雑 誌 名】 Thromb. Res.

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 114 , 221-233

「その他」

【著　　者】 諸井　将明

【論　　題】 血小板・コラーゲン相互反応の分子機構

【雑 誌 名】 分子細胞治療

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 3 , 602-606

4.分子生命高分子化学
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5.分子生命細胞工学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yuasa T, Hayashi T, Ikai N, Katayama T, Aoki K, Obara T, Toyoda Y, Maruyama T,
Kitagawa D, Takahashi K, Nagao K, Nakaseko Y, Yanagida M.

【論　　題】 An interactive gene network for securin-separase, condensin, cohesin, Dis1/Mtc1 and
histones constructed by mass transformation.

【雑 誌 名】 Genes to Cells

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 9 , 1069~1082

【著　　者】 Hayashi T., Fujita Y., Iwasaki O., Adachi Y., Takahashi K. and Yanagida M.

【論　　題】 Mis16 and Mis18 are required for CENP-A loading and histone deacetylation
at centromeres.

【雑 誌 名】 Cell

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 118 , 715~729

【著　　者】 Oh-hashi K, Maehara K, and Isobe K.

【論　　題】 Hydrogen peroxide induces GADD153 in Jurkat cells through the protein kinase
C-dependent pathway.

【雑 誌 名】 Redox Rep.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 173-178

5.分子生命細胞工学
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6.医学教育学

「単行本 /著書」

【著　　者】 吉田一郎 ,大西弘高編著 ,  吉田一郎

【タイトル】 PBLテュートリアルとは何か .

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド .東京 ,南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3-14.

【著　　者】 高橋優三 ,鈴木康之編 ,  吉田一郎

【タイトル】 医学教育の国際的動向 .

【書名・発行所】新しい医学教育の流れ ‘03医学教育セミナーとワークショップの記録 .名古屋 ,
三恵社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48-54.

【著　　者】 吉田一郎 ,大西弘高編著 ,   吉田一郎

【タイトル】 各論 2-海外における PBLテュートリアルの取り組み -ニューメキシコ大学 .

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド .東京 ,南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 263-264.

【著　　者】 吉田一郎 ,大西弘高編著 ,  吉田一郎

【タイトル】 なぜ PBLテュートリアル学習が必要か .

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド .東京 ,南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15-23.

【著　　者】 高橋優三 ,鈴木康之編 ,   吉田一郎

【タイトル】 なぜプロフェッショナリズムか .

【書名・発行所】新しい医学教育の流れ ‘03医学教育セミナーとワークショップの記録 .名古屋 ,
三恵社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11-13.

【著　　者】 Peter Cantillon,Linda Hutchinson,Diana Wood編 ,吉田一郎監訳 ,

【タイトル】 医学教育 ABC学び方 ,教え方 .

【書名・発行所】医学教育 ABC学び方 ,教え方 .東京 ,篠原出版新社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 203.

6.医学教育学
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【著　　者】 吉田一郎 ,大西弘高編著 ,  吉田一郎

【タイトル】 各論 1-日本での PBLテュートリアルの実例 -のまとめ .

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド .東京 ,南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 255-256.

【著　　者】 吉田一郎 ,大西弘高編著 ,  吉田一郎

【タイトル】 各論 2-海外における PBLテュートリアルの取り組み -マーストリヒト大学 .

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド .東京 ,南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 267-269.

【著　　者】 吉田一郎 ,大西弘高編著 ,  吉田一郎

【タイトル】 どのような事例がよいのか ,また事例はどのように仕組まれているか .

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド .東京 ,南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51-60.

【著　　者】 高橋優三 ,鈴木康之編 ,  上野隆登 ,吉田一郎 ,犬塚裕樹 ,佐田通夫

【タイトル】 スキルスラボによる基本的臨床技能の教育 .

【書名・発行所】新しい医学教育の流れ ‘03医学教育セミナーとワークショップの記録 .名古屋 ,
三恵社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62-66.

【著　　者】 五十嵐 隆編 ,  吉田一郎

【タイトル】 小児の薬物代謝 .

【書名・発行所】小児科学改訂第 9版 .東京 ,文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1033-1046.

【著　　者】 市川光太郎編 ,  吉田一郎

【タイトル】 解熱薬 .

【書名・発行所】内科医・小児科研修医のための小児救急医療治療ガイドライン .東京 ,診断と治療
社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 63-67.

【著　　者】 高橋優三 ,鈴木康之編 ,   犬塚裕樹 ,日比正史 ,吉田一郎 ,上野隆登 ,大西弘高

【タイトル】 OSCE評価の標準化 .

【書名・発行所】新しい医学教育の流れ ‘03医学教育セミナーとワークショップの記録 .名古屋 ,
三恵社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16-26.

6.医学教育学
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 青木久美子 ,吉田一郎 ,猪口隆洋 ,田代恭子 ,城後美佐 ,金子明代 ,松本かおり ,原
千尋 ,田中正敏 ,野々下晃子

【論　　題】 GC/MSによる新生児尿スクリーニングにおける外因性物質の影響 .

【雑 誌 名】 日本小児臨床薬理学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 98-100.

【著　　者】 田代恭子 ,吉田一郎 ,猪口隆洋 ,青木久美子 ,稲葉美佐 ,文森明代 ,松本かおり ,田
中正敏

【論　　題】 GC/MS新生児スクリーニングにより判明した尿中トリエチレングリコール .

【雑 誌 名】 日本マス・スクリーニング学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 45-48.

【著　　者】 矢野正二 ,吉田一郎

【論　　題】 フェニルケトン尿症の治療成績 .

【雑 誌 名】 小児内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 1865～ 1872

【著　　者】 吉田　一郎

【論　　題】 尿素サイクル異常症スクリーニング .

【雑 誌 名】 小児科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 45 , 2020～ 2027

【著　　者】 吉田　一郎

【論　　題】 <病態の理解から診断・治療へ >Reye症候群 ,Reye様症候群 .

【雑 誌 名】 小児内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 1137～ 1140

【著　　者】 上野隆登 ,吉田一郎 ,犬塚裕樹 ,堀田まり子 ,鳥村拓司 ,安陪等思 ,香野修介 ,林 明
宏 ,渡邊誠之 ,赤木禎治 ,松尾和彦 ,淡河善雄 ,高城喜典 ,宮崎 洋 ,佐田通夫

【論　　題】 医学部 4年生の臨床実習前 ,5年生臨床実習中 ,6年生卒業試験の成績および医師国
家試験の合否に関する検討 .

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 35 , 303-308.

6.医学教育学
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【著　　者】 吉田　一郎

【論　　題】 指導医の養成をどうするか .

【雑 誌 名】 外来小児科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 200～ 202

【著　　者】 H.Onishi, I.Yoshida.

【論　　題】 Medical Education around the world-Rapid change in Japanese medical education.

【雑 誌 名】 Medical Teacher

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , 403-408.

【著　　者】 H.Sfintaku, S.Kure, T.Ohura, Y.Okano, M.Ohwada, N.Sugiyama, N.Sakura,
I.Yoshida, M.Yoshino, Y.Matsubara, K.Suzuki, K.Aoki and T.Kitagawa.

【論　　題】 Long-Term Treatment and Diagnosis of Tetrahydrobiopterin-Responsive
Hyperphenylalaninemia with a Mutant phenylalanine Hydroxylase Gene.

【雑 誌 名】 Pediatric Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 425-430.

6.医学教育学
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7.生物学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 河内　俊英

【論　　題】 日本における廃棄物処理の現状とその問題点

【雑 誌 名】 産業経済研究

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 45 , 289～ 319

【著　　者】 Nagatomi, A., Tanaka, A., Kanmiya, K.

【論　　題】 The aedeagus of basic Brachycera (Diptera)

【雑 誌 名】 Entomologist's Monthly Magazine

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 140 , 131～ 190

【著　　者】 上宮　健吉

【論　　題】 New records of genera and species of the subfamily Oscinellinae from Japan (Diptera,
Chloropidae).

【雑 誌 名】 MAKUNAGI/Acta Dipterologica

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 21 , 129～ 133

【著　　者】 Miyatake, T. and Kanmiya, K.

【論　　題】 Male courtship song in circadian rhythm mutants of Bactrocera cucurbitae
(Tephritidae:Diptera)

【雑 誌 名】 Journal of Insect Physiology

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 50 , 85～ 91

「その他」

【著　　者】 河内　俊英

【論　　題】 環境にやさしい福祉の生活

【雑 誌 名】 産業経済研究

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 44 , 157～ 180

7.生物学
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8.化学

「その他」

【著　　者】 中村康寛、山本統彦、小田えり子、金村米博、山本英幸、宮戸健二、鈴木操、山
田源、山崎麻美、岡野栄之

【論　　題】 Purkinje cellの新しいマーカーとしての KIAA0864 proteinについて

【雑 誌 名】 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 先天性水頭症に関する調査研
究 :分子遺伝学アプローチによる診断基準・治療指針の策定と予防法・治療法の
開発 平成 15年度総括・分担研究報告書

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 10～ 12

【著　　者】 S. Chikama,  S. Iida,  S. Yosii,  N. Kawagoe,  K. Matsuoka,  I. Takazono

【論　　題】 Protective effects of heparan sulfate proteoglycan(Syndecan-1)  on the renal epithelial
cell line during calcium oxalate crystal attachment

【雑 誌 名】 Urological Research

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 32 ,

8.化学
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9.物理学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 鶴岡　富士雄

【論　　題】 Phonon hole burning in metallic powder

【雑 誌 名】 phys. stat. sol.

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 (c)1 , 2896~2899

【著　　者】 K. Sakai, A. Fukuyama, S. Shigetomi, T. Ikari

【論　　題】 Impurity and Defect Centers of n-Type 4H-SiC Single Crystals Investigated by a
Photoluminescence and a Piezoelectric Photo Thermal Spectroscopies

【雑 誌 名】 Solid-State Electronics

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 48 , 1873-1876

【著　　者】 S. Shigetomi, K. Sakai, T. Ikari

【論　　題】 Ptotoluminescence of Layered Semiconductor GaS Doped with Mn

【雑 誌 名】 Physica Status Solidi (b)

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 241 , 2607-2612

【著　　者】 S. Shigetomi, T. Ikari

【論　　題】 Optical and Electrical Characteristics of p-GaSe Doped with Te

【雑 誌 名】 Journal of Applied Physics

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 95 , 6480~6482

【著　　者】 H. Ohkubo and M. Akinaga

【論　　題】 Fabrication of as-grown superconducting MgB2 thin films

【雑 誌 名】 Physica C

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 C408-410 , 898-899

「その他」

【著　　者】 鶴岡　富士雄

【論　　題】 Phonon hole burning in metallic powder

【雑 誌 名】 Phonons 2004 Conference で発表 (St. Petersburg, Russia)

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

9.物理学
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10.解剖学（一）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 平尾 健 ,嵯峨 堅 ,田中謙剛 ,南野麻里子 ,境野昌範 ,福島淳一 ,北嶋禎治 ,山木宏
一

【論　　題】 胸骨筋について

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 67 ,  50-57

「その他」

【著　　者】 S. Kitashima, T. Hirao, M. Sakaino, T. Saga, K. Yamaki

【論　　題】 A case of persistent left superior vena cava with an anomaly of the celiac trunk.

【雑 誌 名】 16th International Congress of the IFAA and 109th Annual Meeting of Japanese
Association of Anatomists (Kyoto)

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

10.解剖学（一）
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11.解剖学（二）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 小林 正利

【論　　題】 Fiber Type-Specific Localization of Monocarboxylate Transporters MCT1 znd MCT4
in Rat Skeletal Muscle

【雑 誌 名】 The Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 51 , 253~261

【著　　者】 Egashira K, Nishii K, Nakamura K, Kumai M, Morimoto S, Shibata Y

【論　　題】 Conduction abnormality in gap junction protein connexin45-deficient embryonic stem
cell-derived cardiac myocytes.

【雑 誌 名】 Anat Rec

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 280A , 973-979

【著　　者】 Matsumoto Y, Uwatoku T, Oi K, Abe K, Hattori T, Morishige K, Eto Y, Fukumoto Y,
Nakamura K, Shibata Y, Matsuda T, Takeshita A, Shimokawa H.

【論　　題】 Long-term inhibition of Rho-kinase suppresses neointimal formation after stent
implantation in porcine coronary arteries: involvement of multiple mechanisms.

【雑 誌 名】 Arterioscler Thromb Vasc Biol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 181-186

【著　　者】 Ishikawa F, Yasukawa M, Yoshida S, Nakamura KI, Nagatoshi Y, Kanemaru T,
Shimoda K, Shimoda S, Miyamoto T, Okamura J, Shultz LD, Harada M

【論　　題】 Human cord blood- and bone marrow-derived CD34+ cells regenerate gastrointestinal
epithelial cells.

【雑 誌 名】 FASEB J

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 [Epub ahead of print] ,

【著　　者】 Kansui Y, Fujii K, Nakamura K, Goto K, Oniki H, Abe I, Shibata Y, Iida M

【論　　題】 Angiotensin II receptor blockade corrects altered expression of gap junctions in
vascular endothelial cells from hypertensive rats.

【雑 誌 名】 Am J Physiol Heart Circ Physiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 287 , H216-H224

11.解剖学（二）
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「その他」

【著　　者】 太田啓介・吉田朋洋・猪口哲夫

【論　　題】 ラット汗腺における神経栄養因子 GDNFとその受容体 Retの局在について

【雑 誌 名】 日本解剖学会九州支部学術集会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 小林正利・猪口哲夫・太田啓介・安納弘道

【論　　題】 ラット骨格筋における乳酸輸送担体MCT1およびMCT4の局在 (第 2報 )

【雑 誌 名】 第 45回日本組織細胞化学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Keisuke Ohta, Tetsuo Inokuchi

【論　　題】 Detection of responses to exogenously administrated neurotrophic factors in neonatal
rat spinal motoneurons and promary sensory neurons in vivo

【雑 誌 名】 Chinese Jornal of Histochemistry and Cytochemistry

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 13 , 355

【著　　者】 H. Annho, T. Inokuchi, C. Nagai, K. Ohta, S. Omata

【論　　題】 c-Met MyoD and myogenin espression in the myosatellite cells of the rats regenerating
skeletal muscle fibers

【雑 誌 名】 Anatomical Science International

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 79 , 244

【著　　者】 K. Nakamura, T. Kondo, M. Kobayashi, H. Toma, K. Ohta, T. Inokuchi

【論　　題】 c-Kit immuno-positive cells in the small intestine and ohter tisses: ICCs, mast cells or
stem cells?

【雑 誌 名】 Anatomical Science International

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 79 , 222

【著　　者】 T. Inokuchi, T. Kawahara, K. Ohta, M. Kobayashi, R. Higashi, Y. Kitahara

【論　　題】 Schwann cell caveolae localization and caveolin- 1, 2, 3 expression in mature rat
spinal nerves

【雑 誌 名】 Anatomical Science International

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 79 , 449

11.解剖学（二）
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【著　　者】 K. Ohta, T. Inokuchi, T. Kondo, M. Kobayashi, Y. Ishibashi

【論　　題】 Exogenously administrated GDNF activates spinal motoneurons and primary sensory
neurons of neonatal rat through the blood circulation as well as by retrograde
transmisson

【雑 誌 名】 Anatomical Science International

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 79 , 285

11.解剖学（二）
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12.生理学（一）

「単行本 /著書」

【著　　者】 西 芳寛 (分担執筆 )
清野 裕ほか「編集」

【タイトル】 アンドロステンジオン

【書名・発行所】ホルモンの辞典
朝倉書店

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 450-457

【著　　者】 東 英穂、吉村 恵、西崎知之、福田 淳、片山芳文、佐久間康夫 Eds.

【タイトル】 生体システムと病態生理、神経系の機能と病態生理、血液の機能と病態生理、性
腺系の機能と病態生理、臨床症状と病態生理

【書名・発行所】 CBT対応 病態で学ぶ生理学
丸善株式会社

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1-127, 279-331, 425-493

【著　　者】 西 芳寛 (分担執筆 )
名和田 新 ,柳瀬敏彦「編集」

【タイトル】 小さくても偉大な臓器 ,副腎

【書名・発行所】内分泌疾患のとらえかた
分光堂

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 138-158

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Aya Yamada, Eiichiro Tanaka, Shyuhei Niiyama, Satoshi Yamamoto, Miho Hamada,
and Hideho Higashi

【論　　題】 Protective actions of various local anesthetics against the membrane dysfunction
produced by in vitro ischemia in rat hippocampal CA1 neurons.

【雑 誌 名】 Neurosci. Res.

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 50 , 291 - 298

【著　　者】 Yabuki A, Ojima T, Kojima M, Nishi Y, Mifune H, Matsumoto M, Kamimura R,
Masuyama T, Suzuki S.

【論　　題】 Characterization and species differences in gastric ghrelin cells from mice, rats and
hamsters.

【雑 誌 名】 Journal of Anatomy

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 205 , 239-246

12.生理学（一）
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【著　　者】 S. Katsurabayashi, H. Kubota, H. Higashi, N. Akaike, Y. Ito

【論　　題】 Distinct profiles of refilling of inhibitory neurotransmitters into presynaptic terminals
projecting to spinal neurones in immature rats.

【雑 誌 名】 Journal of Physiology

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 560 , 469-478

【著　　者】 Chu S, Nishi Y, Yanase T, Nawata H, Fuller PJ.

【論　　題】 Transrepression of estrogen receptor beta signaling by nuclear factor-kappab in
ovarian granulosa cells.

【雑 誌 名】 Molecular Endocrinology

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 18 , 1919-1928

【著　　者】 Tanaka, E., Ishii, K., Akagi, T., Hirai, K., Motelica-Heino, I., Katayama, Y., Higashi,
H., Hashikawa, T., Tsuji, S.

【論　　題】 A new cytochemical method for ultrastructural localization of Co2+ in rat
hippocampal CA1 pyramidal neurons in vitro.

【雑 誌 名】 J. Neurosci. Methods

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 135 , 1-8

【著　　者】 M. Hamada, H. Higashi, A.C. Nairn, P. Greengard, A. Nishi

【論　　題】 Differential regulation of dopamine D1 and D2 signaling by nicotine in neostriatal
neurons.

【雑 誌 名】 Journal of Neurochemistry

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 90 , 1094-1103

「その他」

【著　　者】 児島将康 , 花田礼子 , 西芳寛 , 寒川賢治

【論　　題】 GPCRリガンドの探索と機能解析 :新しい生理機能の発見と創薬への応用】 グレ
リンとニューロメジン U 成長ホルモン分泌促進・摂食調節・サーカディアンリズ
ムの調節ペプチド

【雑 誌 名】 細胞工学

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 23 , 901-904

【著　　者】 Nishi Y, Hosoda H, Hanada R, Kangawa K and Kojima M.

【論　　題】 Ingested medium-chain fatty acids are directly utilized for the acyl-modification of
ghrelin.

【雑 誌 名】 12th International congress of Endocrinology (Lisbon, Portugal), Sep., 2004.

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

12.生理学（一）
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13.生理学（二）

「単行本 /著書」

【著　　者】 赤須 崇，共訳 岡田泰伸 他

【タイトル】 第Ⅱ編 神経細胞と筋細胞の生理学
2. 興奮性組織：神経

【書名・発行所】「ギャノング生理学 原書 21版」丸善株式会社

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 53～ 66

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 赤須 崇 ,	蓮尾 博

【論　　題】 ラット海馬ニューロンの長期増強 (LTP)に対する実験的脳外傷の影響の解析

【雑 誌 名】 平成 14年度～平成 15年度科学研究費補助金基盤研究 (C)(2)研究成果報告書

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1～ 48

【著　　者】 Kuwahata T, Kidani Y, Ishimatsu	M, Akasu T

【論　　題】 Effects of milnacipran on the inhibitory postsynaptic potential in neurons of the rat
locus coeruleus

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 51 , 185～ 191

【著　　者】 Takaseya T, Ishimatsu M, Tayama E, Nishi A, Akasu T, Aoyagi S

【論　　題】 Mechanical unloading improves intracellular Ca2+ regulation in rats with
doxorubicin-induced cardiomyopathy

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 44 , 2239～ 2246

【著　　者】 Matsuoka T, Hasuo H, Akasu T

【論　　題】 5-Hydroxytryptamine 1B receptors mediate presynaptic inhibition of monosynaptic
IPSC in the rat dorsolateral septal nucleus

【雑 誌 名】 Neurosci Res

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 48 , 229～ 238

13.生理学（二）
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「その他」

【著　　者】 Ishimatsu M, Kidani Y, Akasu T

【論　　題】 Milnacipran, SNRI, enhances IPSCs by α 2-adrenoceptors and attenuates EPSCs by 5
ht1A receptors in locus coeruleus neurons of rats

【雑 誌 名】 34th Annual Meeting Society for Neuroscience

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 No. 53.10

13.生理学（二）
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14.医化学

「単行本 /著書」

【著　　者】 野口 正人 (単著 )
Peter Cantillon, Linda Hutchinson, Diana Wood Eds.
監訳者 吉田一郎

【タイトル】 問題に基づく学習 (problem based learning)

【書名・発行所】医学教育 ABC-学び方・教え方 -
篠原出版新社

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 27-40

【著　　者】 野口正人 (単著 )
吉田一郎 ,大西弘高 編者

【タイトル】 学生は PBLテュートリアル学習のための情報をどのように集めるか

【書名・発行所】実践 PBLテュートリアルガイド 南山堂

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 71-77

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yoshiaki Omata, Hiroshi Sakamoto, Yuichiro Higashimoto, Shunsuke Hayashi,
Masato Noguchi

【論　　題】 Purification and characterization of human uroporphyrinogen III synthase expressed in
Eschericia coli.

【雑 誌 名】 J. Biochem.

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 136 , 211-220

【著　　者】 Masakazu Sugishima, Hiroshi Sakamoto, Masato Noguchi, Keiichi Fukuyama

【論　　題】 CO-trapping site in heme oxygenase revealed by photolysis of its CO-bound heme
complex: Mechanism of escaping from product inhibition

【雑 誌 名】 Journal of Molecular Biology

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 341 , 7-13

【著　　者】 Hiroshi Sakamoto, Yuichiro Higashimoto, Shunsuke Hayashi, Masakazu Sugishima,
Keiichi Fukuyama, Graham Palmer, Masato Noguchi

【論　　題】 Hydroxylamine and hydrazine bind directly to the heme iron of the heme-heme
oxygenase-1 complex

【雑 誌 名】 Journal of Inorganic Biochemistry

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 98 , 1223-1228

14.医化学
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【著　　者】 Shunsuke Hayashi, Yoshiaki Omata, Hiroshi Sakamoto, Yuihiro Higashimoto,
Takayuki Hara, Yasuhiro Sagara, Masato Noguchi

【論　　題】 Characterization of rat heme oxygenase-3 gene: Implication of processed pseudogenes
derived from heme oxygenase-2 gene.

【雑 誌 名】 GENE

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 336 , 241-250

【著　　者】 Lu, J., Higashimoto, Y., Appella, E. and Celis, E.

【論　　題】 Multiepitope Trojan antigen peptide vaccines for the induction of antitumor CTL and
Th immune responses.

【雑 誌 名】 J. Immunology

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 172 , 4575~4582

【著　　者】 Houtman, J.C., Higashimoto, Y., Dimasi, N., Cho, S., Yamaguchi, H., Bowden, B.,
Regan, C., Malchiodi, E.L., Mariuzza, R., Schuck, P., Appella, E. and Samelson, L.E.

【論　　題】 Binding specificity of multiprotein signaling complexes is determined by both
cooperative interactions and affinity preferences.

【雑 誌 名】 Biochemistry

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 43 , 4170~4178

【著　　者】 Ye, R., Goodarzi, A.A., Kurz, E.U., Saito, S., Higashimoto, Y., Lavin, M.F., Appella,
E., Anderson, C.W. and Lees-Miller S.P.

【論　　題】 The isoflavonoids genistein and quercetin activate different stress signaling pathways
as shown by analysis of site-specific phosphorylation of ATM, p53 and histone H2AX.

【雑 誌 名】 DNA Repair (Amst)

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 3 , 235~244

「その他」

【著　　者】 東元祐一郎、坂本 寛、杉島正一、福山恵一、野口正人

【論　　題】 表面プラズモン共鳴法によるヘムオキシゲナーゼと NADPH-シトクロム P450還
元酵素との相互作用の検討

【雑 誌 名】 第 77回日本生化学会大会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 高橋　研一

【論　　題】 バークレーでの研究

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 67 , 1-4

14.医化学
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【著　　者】 東元祐一郎、坂本 寛、林 俊介、杉島正一、福山恵一、野口正人

【論　　題】 ヘムオキシゲナーゼと NADPH-シトクロム P450還元酵素との相互作用の検討

【雑 誌 名】 第 31回生体分子科学討論会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 東元祐一郎、坂本 寛、林 俊介、杉島正一、福山恵一、野口正人

【論　　題】 表面プラズモン共鳴法によるヘムオキシゲナーゼと NADPH-シトクロム P450還
元酵素との相互作用の検討

【雑 誌 名】 平成 16年度日本生化学会九州支部例会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 東元祐一郎、坂本 寛、杉島正一、福山恵一、野口正人

【論　　題】 Binding study of heme oxygenase with NADPH-cytochrome P450 reductase by
surface plasmon resonance measurements.

【雑 誌 名】 The 1st Pacific-Rim International Cnference on Protein Science

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 野口 正人

【論　　題】 ヘムオキシゲナーゼによるヘム分解機構 -結晶構造に基づく構造生物学的研究 -

【雑 誌 名】 平成 15年度 学術研究振興資金 学術報告書

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 163～ 168

14.医化学
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15.薬理学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 田中　正敏

【論　　題】 不安の病状と病態生理

【雑 誌 名】 Modern Physician
ー一般的外科医のための抗不安薬の選び方と使い方ー

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 999～ 1004

【著　　者】 Hamada M, Higashi H, Nairn AC, Greengard P, Nishi A

【論　　題】 Differential regulation of dopamine D1 and D2 signaling by nicotine in neostriatal
neurons

【雑 誌 名】 J Neurochem

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 90 , 1094-1103

【著　　者】 Kansy JW, Daubner SC, Nishi A, Sotogaku N, Lloyd MD, Nguyen C, Lu L, Haycock
JW, Hope B, Fitzpatrick PF, Bibb JA

【論　　題】 Identification of Tyrosine Hydroxylase as a Physiological Substrate for Cdk5

【雑 誌 名】 J Neurochem

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 91 , 374-384

【著　　者】 Takaseya T, Ishimatsu M, Tayama E, Nishi A, Akasu T, Aoyagi S

【論　　題】 Mechanical Unloading Improves Intracellular Ca2+ Regulation in Rats with
Doxorubicin-induced Cardiomyopathy

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 44 , 2239-2246

【著　　者】 Rakhilin SV, Olson PA, Nishi A, Starkova NN, Fienberg AA, Nairn, AC, Surmeier
DJ, Greengard P

【論　　題】 A novel regulator of calcium/calmodulin-dependent signaling

【雑 誌 名】 Science

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 306 , 698-701

「その他」

【著　　者】 Nairn AC, Svenningsson P, Nishi A, Fisone G, Girault J-A, Greengard P

【論　　題】 The role of DARPP-32 in the actions of drugs of abuse

【雑 誌 名】 Neuropharmacol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47 , 14-23

15.薬理学
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【著　　者】 Svenningsson P, Nishi A, Fisone G, Girault J-A, Nairn AC, Greengard P

【論　　題】 DARPP-32: an integrator of neurotransmission in striatal neurons

【雑 誌 名】 Annu Rev Pharmacol Toxicol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 44 , 269-296

15.薬理学
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16.病理学

「単行本 /著書」

【著　　者】 Kojiro M
(Ed.)Jordi Bruix

【タイトル】 Pathology of early hepatocellular carcinoma

【書名・発行所】 Hepatocellular carcinoma
PERMANYER  PUBLICATIONS

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41～ 54

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 肝細胞癌 疾患概念

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 20 , 1398～ 1406

【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 特集 -肝癌
肝細胞癌の病理診断と問題点

【雑 誌 名】 Current Therapy

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 22 , 43～ 47

【著　　者】 高梨訓博、高橋 稔、宮西浩嗣、高田弘一、石渡裕俊、奥 隆臣、高山哲治、照井
健
萩原誠也、久居弘幸、神代正道、加藤淳二、新津洋四郎

【論　　題】 非アルコ -ル性脂肪性肝炎を背景とした肝硬変に生じた ,動脈血優位の異型腺腫様
過形成の 1例

【雑 誌 名】 肝臓

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 45 , 491～ 498	

【著　　者】 菅 偉哉、鶴田 修、小野尚文、岡部義信、児玉孝仁、原 雅雄、木下壽文、
福嶋博文、内藤嘉紀、谷川 健、自見厚郎、神代正道、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 画像上、乏血性所見を呈した非機能性膵内分泌腫瘍の 1例

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 6 , 659～ 664	

16.病理学
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【著　　者】 田中真紀、磯辺 真、森慎二郎、青山祐子、岸本幸也、町田英一郎、神代正道、山
口 倫

【論　　題】 パンチ生検で診断できた Paget病の 2例

【雑 誌 名】 Manma

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 , 18～ 21	

【著　　者】 Hisaka T, Yano H, Ogasawara S, Momosaki S, Nishida N, Takemoto Y, Kojiro S
Katafuchi Y, Kojiro M

【論　　題】 Interferon-α Con 1  suppresses proliferation of liver cancer cell lines in vitro and in
vivo

【雑 誌 名】 J. Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41	 , 782～ 789	

【著　　者】 高須 修、坂本照夫、福光賞真、黒木美菜、藤本 優、谷川 健、竹本由美、鹿毛政
義
神代正道

【論　　題】 急性咽頭蓋炎により上気道閉塞をきたした成人 2解剖例

【雑 誌 名】 日臨救医誌 (JJSEM)

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 255～ 260

【著　　者】 Takemoto Y, Yano H, Momosaki S, Ogasawara S, Nishida N, Kojiro S, Kamura T
Kojiro M

【論　　題】 Antiproliferative Effeects of Interferon-α Con 1 on Ovarian Clear Cell
Adenocarcinoma In vitro and In vivo

【雑 誌 名】 Clincal Cancer Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 7418～ 7426

【著　　者】 T A.Roskams, N D.Theise, C Balabaud, G Bhagat, P S.Bhathal,P Bioulac-Sage,E
M.Brunt, J M.Crawford, H A.Crosby, V Desmet, M J.Finegold, S A .Geller, A S.
H.Gouw, P Hytiroglou, A.S.Knisely, Kojiro M , J H.Lefkowich, Nakamuma Y, J
K.Olynyk ,

【論　　題】 el Nomenclature of the Finer Branches of the Biliary Tree: Canals, Ductulws , and
Diuctules, and Ductular Reactions in Human Livers

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 1739～ 1745

【著　　者】 Yamaguchi R, Momosaki S, Guang Gao, Chu Chieh Hsia, Kojiro M,

【論　　題】 Charles Scudamore, Edward Tabor	Truncated hepatitis C virus core protein encoded in
hepatocellular carcinomas

【雑 誌 名】 Int.J.Molecular Medicine

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 1097～ 1100

16.病理学
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【著　　者】 Nakashima O, Kurohi M, Yamaguchi R, Miyaaki H, Fujimoto M, Yano H, Kumabe T,
Hayabuchi N, Hisatomi J, Sata M, Kojiro M

【論　　題】 Unique hypervascular nodules in alcoholic liver cirrhosis: indentical to focal nodular
hyperplasia-like nodules?

【雑 誌 名】 J. Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 992～ 998

【著　　者】 Ikai I, Itai Y, Arii S, Kojiro M, Ichida T, Makuuchi M, Matsuyama Y, Nakanuma Y,
Okita K, Omata M, Takayasu K, Yamaoka Y

【論　　題】 Reevaluation of prognostic Factors for Survival after Liver Resection in Patients with
Hepatocellular Carcinoma in a Japanese Nationwide Survey

【雑 誌 名】 Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 796～ 802	

【著　　者】 Yamaguchi R, Nakashima O, Ogata T, Hanada K, Kumabe T, Kojiro M

【論　　題】 Hepatocellular carcinoma with an unusual  neuroendocrine component

【雑 誌 名】 Pathology international

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 54 , 861～ 865	

【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 Focus on Dysplastic Nodules and Early Hepatocellular Carcinoma : An Eastern Point
of View

【雑 誌 名】 Liver Transplantation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , S3～ S8

【著　　者】 Kawahara A, Harada H, Kage M, Yokoyama T, Kojiro M

【論　　題】 Extracellular material in adenoid cystic carcinoma of the salivary glands: a
comparative cytological study with other salivary myoepithelial tumors

【雑 誌 名】 Diagn Cytopathol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 14～ 18

【著　　者】 Noguchi M, Noda S, Nakashima O, Matsuoka K, Kojiro M

【論　　題】 Suspension  Technique Improves Rapid Recovery of Urinary Continence Following
Radical Retropubic Prostatectomy

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 245～ 251	

16.病理学
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【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 'Nodule-in-Nodule' Appearance in Hepatocellular Carcinoma : Its Significance as a
Morphologic Marker of Dedifferentiation

【雑 誌 名】 Intervirology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47 , 179～ 183	

【著　　者】 Duo Liu, Tateno H, Ogino D, Suzuki M, Li Li, Wang Lu, Kojiro M, Fukayama
M,Okabe H, Fukumoto M

【論　　題】 Allelotypic Characteristics of Thorotrast-Induced Intrahepatic Cholangiocarcinoma :
Comparison to Liver Cancers not Associated with Thorotrast

【雑 誌 名】 RADIATION RESEARCH

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 161 , 235～ 243	

【著　　者】 Takamori S, Yano H, Hayashi A, Fukunaga M, Miwa K, Maeshiro K, Shirouzu K

【論　　題】 Amyloid tumor in the anterior mediastinum: report of a case

【雑 誌 名】 Surgery Today

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 518-520

【著　　者】 Nishida N, Yano H, Komai K, Nishida T, Kamura T, Kojiro M

【論　　題】 Vascular endothelial growth factor C and vascular endothelial growth factor receptor 2
are related closely to the prognosis of patients with ovarian carcinoma

【雑 誌 名】 Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 1364-1374

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Harada R, Taniguchi E, Nakamura T, R S, Hashimoto O,
Sakamoto M, Kumashiro R, Sata M, Nakashima O, Yano H, Kojiro M

【論　　題】 Overexpression of angiopoietin-1 and angiopoietin-2 in hepatocellular carcinoma. J
Hepatol. 40: 799-807, 2004

【雑 誌 名】 Journal of Hepatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 799-807

「その他」

【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 進行がんに対する集学的治療に関する研究 H15年度総括・分担研究報告書

【雑 誌 名】 IFNの肝癌細胞の増殖抑制に関する研究 	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 (肝炎分野 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

16.病理学
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【著　　者】 矢野博久

【論　　題】 IFNの肝癌細胞に対する直接的な増殖抑制作用

【雑 誌 名】 Frontiers in Gastroenterology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 87-89

【著　　者】 Ikai I, Itai Y, Okita K, Omata M, Kojiro M, Kobayashi K, Nakanuma Y, Futagawa S,
Makuuchi M, Yamaoka Y

【論　　題】 Report of the 15th follow-up survey of primary liver cancer

【雑 誌 名】 Hepatology Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 21～ 29

16.病理学
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17.病理学

「単行本 /著書」

【著　　者】 今泉勉監修、山岸昌一編
加藤誠也 , 久米慎一郎

【タイトル】 AGEsと骨疾患

【書名・発行所】 AGEs研究の最前線、メディカルレビュー

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 147-151

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Tanaka Y, Fujii T, Yamana H, Kato S, Morimatsu M, Shirouzu K

【論　　題】 Experimental gene therapy using p21Waf-1 gene for esophageal squamous cell
carcinoma by gene gun technology.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 545-551

【著　　者】 Koike K, Fujii T, Yanaga H, Nakagawa S, Yokoyama G, Yahara T, Hanzawa M, Kato
S, Shirouzu K

【論　　題】 Axillary lymph node recurrence of papillary thyroid microcarcinoma: report of a case.

【雑 誌 名】 Surg Today

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 440-443

【著　　者】 Izumaru S, Arima N, Toyozumi Y, Kato S, Morimatsu M, Nakashima T

【論　　題】 Down-regulation of p21Waf-1 protein facilitates IR- and UV-induced apoptosis in
human squamous carcinoma cells.

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 1245-1255

【著　　者】 Fukami K, Ueda S, Yamagishi S, Kato S, Inagaki Y, Takeuchi M, Motomiya Y,
Bucala R, Iida S, Tamaki K, Imaizumi T, Cooper ME, Okuda S.

【論　　題】 AGEs activate mesangial TGF-b-Smad signaling via an angiotensin II-type I receptor
interaction.

【雑 誌 名】 Kidney Int

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 66 , 2137-2147

17.病理学
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【著　　者】 Kitasato Y, Hoshino T, Okamoto M, Kato S, Koda Y, Nagata N, Kinoshita M, Koga
H, Yoon DY, Asao H, Ohmoto H, Koga T, Rikimaru T, Aizawa H.

【論　　題】 Enhanced expression of IL-18 and its receptor in idiopathic pulmonary fibrosis.

【雑 誌 名】 Am J Resp Cell Mol Biol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 619-625

【著　　者】 Okamoto K, Kato S, Arima N, Fujii T, Morimatsu M, Imaizumi T

【論　　題】 Cyclin-dependent kinase inhibitor, p21Waf1, regulates vascular smooth muscle cell
hypertrophy.

【雑 誌 名】 Hypertension Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 283-291

【著　　者】 Toyozumi Y, Arima N, Izumaru S, Kato S, morimatsu M, Nakashima D.

【論　　題】 Loss of caspase-8 activation pathway is a possible mechanism for CDDP resistance in
human laryngeal squamous cell carcinoma, Hep-2 cells.

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 721-728

【著　　者】 Fujimoto K, Muler NL, Kato S, Terasaki H, Sadohara J, Rikimaru T, Hayabuchi N

【論　　題】 Pneumoconiosis in rush mat workers exposed to clay dye sendo-dust: clinical,
radiologic, and histopathologic features in seven patients.

【雑 誌 名】 Chest

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 125 , 737-743

17.病理学
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18.細菌学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Shimizu, T., Kida, Y., Kuwano, K.

【論　　題】 Lipid-associated membrane proteins of Mycoplasma fermentans and M. penetrans
activate human immunodeficiency virus long-terminal repeats through Toll-like
receptors

【雑 誌 名】 Immunology

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 113 , 121-129

【著　　者】 Shimizu T, Arai S, Imai H, Oishi T, Hirama M, Koito A, Kida Y, Kuwano K

【論　　題】 Glycoglycerolipid from the membranes of Acholeplasma laidlawii binds to Human
Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) and accelerates its entry into cells

【雑 誌 名】 Current Microbiology

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 48 , 182-188

18.細菌学
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19.寄生虫学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Elvis Nyarko, Tatsuru Hara, Dennis J. Grab, Ahsan Habib, Yuri Kim, Olga Nikolskaia,
Toshihide Fukuma, Masaaki Tabata

【論　　題】 In vitro toxicity of palladium(II) and gold(III) porphyrins and their aqueous metal ion
counterparts on Trypanosoma brucei brucei grwth.

【雑 誌 名】 Chemico-Biological Interactions

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 148 , 19~25

19.寄生虫学
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20.免疫学

「単行本 /著書」

【著　　者】 Yamada A., Yamana H., Itoh. K.,  Ed: Mohan RM.

【タイトル】 Peptide-based vaccines for cancer immunotherapy. In "Current Topics in Peptide &
Protein Research".

【書名・発行所】 Research Trend, India

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 71-80

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 佐藤裕二、前田好章、正村裕紀、本間重紀、近藤正男、宇根良衛、峯孝志、山名
秀明、伊東恭悟、藤堂省

【論　　題】 進行再発胃癌・大腸癌に対する Peptide Vaccineの有効性。

【雑 誌 名】 消化器と免疫

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 25-28

【著　　者】 古田雅俊、由谷茂、峯孝志、伊東恭悟

【論　　題】 医師主導型臨床試験における電子カルテ導入に向けての検討。

【雑 誌 名】 医療と IT

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 電子カルテ

【著　　者】 末次典恵、田村真由美、野口正典、助廣亜希、伊東恭悟

【論　　題】 癌ペプチドワクチン療法中の再燃前立腺癌患者の QOLについて。

【雑 誌 名】 九大医保健紀要

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 47-56

【著　　者】 Kumamaru W., Nakamura S., Kadena T., Yamada A., Kawamura E., Sasaki M.,
Ohyama Y., Toyoshima T., Hayashida J., Itoh K., Shirasuna K

【論　　題】 T-cell receptor vβ gene usage by T cells reactive with the tumor-rejection antigen
SART-1 in oral squamous cell carcinoma.

【雑 誌 名】 Int. J. Cancer.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 108 , 686-695

【著　　者】 Azuma K, Shichijo S, Shomura H, Matsueda S, Fujii T, and Itoh K

【論　　題】 Identification of HER2/neu-derived peptides capable of inducing both cellular and
humoral immune responces in HLA-A24 positive breast cancer patients.

【雑 誌 名】 Breast Cancer Research and Treatment

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 86 , 19-29

20.免疫学
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【著　　者】 Takedatsu H, Okamura T, Yoshimoto K, Harada M, Koga M, Shichijo S, Sata M, Itoh
K

【論　　題】 Expression of epithelial cancer-related antigens in hematologic malignancies
applicable for peptide-based immunotherapy.

【雑 誌 名】 J Immunother

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 289-297

【著　　者】 Shigeki Shichijo, Naoto Keicho, Hoang Thuy Long, Tran Quy, Nguyen Chi Phi, Le
Dang Ha, Vo Van Ban, Satoru Itoyama, Chaur-Jong Hu, Nobukazu Komatsu, Teruo
Kirikae, Fumiko Kirikae, Senji Shirasawa, Masao Kaji, Takaaki Fukuda, Michio Sata,
Tadatoshi Kuratsuji, Kyogo Itoh, and Takehiko Sasazuki

【論　　題】 Assessment of synthetic peptides of severe acute respiratory syndrome coronavirus
recognized by long-lasting immunity.

【雑 誌 名】 Tissue Antigens

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 64 , 600-607

【著　　者】 Ishihara Y, Harada M, Azuma K, Tamura M, Shoumura H, Fujii T, Itoh K, and
Shichijo S

【論　　題】 HER2/neu-derived peptides recognized by both cellular and humoral immune system
in HLA-A2+ cancer patients.

【雑 誌 名】 International Journal of Oncology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 967-975

【著　　者】 Sato Y., Maeda Y., Shomura H., Sasatomi T., Takahashi M., Une Y., Kondo M.,
Shinohara T., Hida N., Katagiri K., Sato K., Sato M., Yamada A., Yamana H., Harada
M., Itoh K., Todo S.

【論　　題】 A phase I trial of cytotoxic T-lymphocyte precursor-oriented peptide vaccines for
colorectal carcinoma patients.

【雑 誌 名】 Br. J. Cancer.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 90 , 1334-1342

【著　　者】 Takedatsu H., Shichijo S., Azuma K., Takedatsu H., Sata M., Itoh K.

【論　　題】 Detection of a set of peptide vaccine candidates for use in HLA-A31+ epithelial cancer
patients.

【雑 誌 名】 Int. J. Oncol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 ,  337-347

20.免疫学
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【著　　者】 Komatsu N., Shichijo S., Nakagawa M., and Itoh K.

【論　　題】 New multiplexed flow cytometric assay to measure anti-peptide antibody: a novel tool
for monitoring immune responses to peptides used for immunization.

【雑 誌 名】 Scand J Clin Lab Invest.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 64 , 535-546

【著　　者】 Mochizuki K., Sato Y., Tsuda N., Shomura H., Sakamoto M., Matsuura K., Ushijima
K., Maeda Y., Katagiri K., Yamada A., Todo S., Kamura T., Harada M., Itoh K.

【論　　題】 Immunological evaluation of vaccination with pre-designated peptides frequently
selected as vaccine candidates in an individualized peptide vaccination regimen.

【雑 誌 名】 Int J Oncol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 121-131

【著　　者】 Sasada T., Takedatsu H., Azuma K., Koga M., Maeda Y.,Shichijo S., Shoumura H.,
Hirai T., Takabayashi A., Itoh K.

【論　　題】 Immediate early response gene X-1, a stress -inducible antiapoptotic gene, encodes
cytotoxic T-lymphocyte(CTL) epitopes capable of inducing human leukocyte
antigen-A33-restricted and tumor-reactive CTLs in gastric cancer patients.

【雑 誌 名】 Cancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 64 , 2882-2888

【著　　者】 Hattori-Saisho T., Komatsu N., Shichijo S., Itoh K.

【論　　題】 Protein-bound polysaccharide K induced apoptosis of the human Burkitt lymphoma
cell line, Namalwa.

【雑 誌 名】 Biomedicine & Pharmacotherapy

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 226-230

【著　　者】 Fukuda K., Takao Y., Miyazaki Y., Itoh K., Yamada A.

【論　　題】 New type of natural antibodies reactive to cytotoxic T lymphocyte-directed cancer
vaccine peptides.

【雑 誌 名】 Immunobilology.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 209 , 245-253

【著　　者】 Shomura, H., Shichijo, S., Matsueda, S., Kawakami, T., Sato, Y., Todo, S., and Itoh,
K.

【論　　題】 Identification of epidermal growth factor receptor-derived peptides immunogenic for
HLA-A2+ cancer patients.

【雑 誌 名】 Br. J. Cancer.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 90 , 1563-1571

20.免疫学
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【著　　者】 Shichijo S., Keicho N., Long H.T., Quy T., Phi N.C., Ha L.D., Ban V.V., Itoyama S.,
Hu C.-J., Komatsu N., Kirikae T., Kirikae F., Shirasawa S., Kaji M., Fukuda T., Sata
M., Kuratsuji T., Itoh K., Sasazuki T.

【論　　題】 Assessment of synthetic peptides of severe acute respiratory syndrome coronavirus
recognized by long-lasting immunity.

【雑 誌 名】 Tissue Antigens.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 64 , 600-607

【著　　者】 Shichijo S., Azuma K., Komatsu N., Ito M., MaedaY., Ishihara Y., Itoh K.

【論　　題】 Two proliferation-related proteins, TYMS and PGK1, could be new cytotoxic T
lymphocyte-directed tumor-associated antigens of HLA-A2+ colon cancer.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 5828-5836

【著　　者】 Takedatsu H., Shichijo S., Katagiri K., Sawamizu H., Sata M., Itoh K.

【論　　題】 Identification of peptide vaccine candidates sharing among HLA-A3+, -A11+, -A31,+
and -A33+ cancer patients.

【雑 誌 名】 Clin. Cancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 1112-1120

【著　　者】 Matsueda S., Yao A., Ishihara Y., Ogata R., Noguchi M., Itoh K., and Harada M.

【論　　題】 A prostate stem cell antigen-derived peptide immunogenic in HLA-A24+ prostate
cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 205-213

【著　　者】 Noguchi M., Noda S., Yoshida M., Ueda S., Shiraishi T., Itoh K., The
Kurume-Kumamoto Estracytstudy Group.

【論　　題】 Chemohormonal therapy as primary treatment for metastatic prostate cancer: A
randomized study of estramustine phosphate plus luteinizing hormone-releasing
hormone agonist versus flutamide plus luteinizing hormone-releasing hormone
agonist.

【雑 誌 名】 Int.J Urol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 103-109

【著　　者】 Matsueda S., Kobayashi K., Nonaka Y., Noguchi M., Itoh K., Harada M.

【論　　題】 Identification of new prostate stem cell antigen-derived peptides immunogenic in
HLA-A2+ patients with hormone-refractory prostate cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Immunol. Immunother.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 479-489

20.免疫学
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【著　　者】 Yao A., Harada M., Matsueda S., Ishihara Y., Shomura H., Noguchi M., Matsuoka K.,
Hara I., Kamidono S., Itoh K.

【論　　題】 Identification of parathyroid hormone-related protein-derived peptides immunogenic
in human histocompatibility leukocyte antigen-A24+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Br J Cancer.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 91 , 287-296

【著　　者】 Harada M., Matsueda S., Yao A., Ogata R., Noguchi M., Itoh K.

【論　　題】 Prostate-related antigen-derived new peptides having the capacity of inducing prostate
cancer-reactive CTLs in HLA-A2+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Oncology Reports.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 12 , 601-607

【著　　者】 Bednarczuk T., Hiromatsu Y., Seki N., Ploski R., Fukutani T., Kurylowicz A.,
Jazdzewski K., Chojnowski K., Itoh K., Nauman J.

【論　　題】 Association of tumor necrosis factor and human leukocyte antigen DRB1 alleles with
Graves` ophthalmopathy.

【雑 誌 名】 Human Immunology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 65 , 632-639

【著　　者】 Ogata R., Matsueda S., Yao A., Noguchi M., Itoh K., Harada M.

【論　　題】 Identification of polycomb group protein enhancer of zeste homolog 2(EZH2)-derived
peptides immunogenic in HLA-A24+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 273-281

【著　　者】 Noguchi M., Itoh K., Suekane, S., Morinaga A., Sukehiro A., Suetsugu N., Katagiri K.,
Yamada A., Noda S.

【論　　題】 Immunological monitoring during combination of patient-oriented peptide vaccination
and estramustine phosphate in patients with metastatic hormone refractory prostate
cancer.

【雑 誌 名】 Prostate.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 32-45

【著　　者】 Shomura H., Shichijo S., Komatsu N., Matsueda S., Mine T., Rikimaru T., Sato Y.,
Todo S., Itoh K.

【論　　題】 Identification of epidermal growth factor receptor-derived peptides recognized by both
cellular and humoral immune responses in HLA-A24+ non-small cell lung cancer
patients.

【雑 誌 名】 Eur J Cancer.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 1776-1786

20.免疫学
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【著　　者】 Takao Y., Yamada A., Yutani S., Sata M., Itoh K.

【論　　題】 Antibody reactive to a hepatitis C virus (HCV)-derived peptide capable of including
HLA-A2 restricted cytotoxic T lymphocytes is detectable in the majority of
HCV-infected individuals without HLA-A2 restriction.

【雑 誌 名】 Microbiol. Immunol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 , 507-517

【著　　者】 Mine T., Sato, Y., Noguchi M., Sasatomi T., Gohara R., Tsuda N., Tanaka S.,
Shomura H., Katagiri K., Rikimaru T., Shichijo S., Kamura T., Hashimoto T.,
Shirouzu K., Yamada A., Todo S., Itoh K., Yamana H.

【論　　題】 Humoral responses to peptides correlate with overall survival in advanced cancer
patients vaccinated with peptides based on pre-existing, peptide-specific cellular
responses.

【雑 誌 名】 Clin. Cancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 929-937

【著　　者】 Koga M., Komatsu N., Kawamoto N., Shichijo S., Itoh K., Yamada A.

【論　　題】 Analysis of cellular localization of SART3 tumor antigen by a newly established
monoclonal antibody: Heterotopic expression of SART3 on the surface of B-lineage
leukemic cells.

【雑 誌 名】 Oncol. Rep.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 785-789

【著　　者】 Azuma K., Sasada T., Takedatsu H., Shomura H., Koga M., Maeda Y., Yao A., Hirai
T., Takabayashi A., Shichijo S., and Itoh K.

【論　　題】 Ran, a small GTPase gene, encodes CTL epitopes capable of inducing HLA-A33
-restricted and tumor-reactive CTLs in cancer patients.

【雑 誌 名】 Clin. Cancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 6695-6702

【著　　者】 Noguchi M., Itoh K., Suekane S., Yao A., Suetsugu N., Katagiri K., Yamada A.,
Yamana H., Noda S.

【論　　題】 Phase I trial of patient-oriented vaccination in HLA-A2-positive patients with
metastatic hormone-refractory prostate cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Sci.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 95 , 77-84

20.免疫学
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【著　　者】 Tsuda N., Mochizuki K., Harada M., Sukehiro A., Kawanao K., Yamada A., Ushijima
K., Sugiyama T., Nishida T., Tamana H., Itoh L., Kamura T.

【論　　題】 Vaccination with predesignated or evidence-based peptides for patients with recurrent
gynecologic cancers.

【雑 誌 名】 J. Immunother.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 60-72

【著　　者】 Harada M., Matsueda S., Muto A., Gohara R., Oda T., Iwamoto Y., Itoh K.

【論　　題】 In vivo evidence that peptide vaccination can induce HLA-DR-restricted CD4+ T cells
reactive to a class I tumor peptide.

【雑 誌 名】 J. Immunol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 172 , 2659-2667

【著　　者】 Ishihara Y., Harada M., Azuma K., Tamura M., Shoumura H., Fujii T., Itoh K.,
Shichijo S.

【論　　題】 HER2/neu-derived peptides recognized by both cellular and humoral immune
responses in HLA-A2+ cancer patients.

【雑 誌 名】 Int. J. Oncl.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 967-975

【著　　者】 TS. Hattori, N. Komatsu, S. Shichijo, K. Itoh

【論　　題】 Protein-bound polysaccharide K induced apoptosis of the human Burkitt lymphoma
cell line, Namalwa

【雑 誌 名】 Biomed Pharmacother.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 226-230

【著　　者】 C. Yamasaki, K. Nishikawa, X. T. Zeng, Y. Katayama, Y. Natori, N. Komatsu, T. Oda
and Y. Natori

【論　　題】 Induction of cytokines by toxins that have an identical RNA N-glycosidase activity:
Shiga toxin, ricin, and modeccin

【雑 誌 名】 Biochim. Biophys. Acta

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1671 , 44-50

「その他」

【著　　者】 野口正典、伊東恭悟、松岡啓

【論　　題】 テーラーメイド型ペプチドワクチン -第 II相試験から創薬化へ -。

【雑 誌 名】 泌尿器外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17(臨増 ) , 475-480

20.免疫学
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【著　　者】 前田好章、峯孝志、佐藤裕二、藤堂省、伊東恭悟

【論　　題】 腫瘍抗原ペプチド特異的キラー T細胞の簡易検出法。

【雑 誌 名】 臨床免疫

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 42 , 576-579

【著　　者】 峯孝志、由谷茂、伊東恭悟、山名秀明

【論　　題】 患者オリエンテッド癌免疫療法。

【雑 誌 名】 Medical Science Digest

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 129-133

【著　　者】 由谷茂、峯孝志、伊東恭悟

【論　　題】 癌ペプチドワクチン療法。

【雑 誌 名】 血液・免疫・腫瘍

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 45-50

【著　　者】 峯孝志、伊東恭悟、山名秀明

【論　　題】 癌ワクチンを用いた免疫療法。

【雑 誌 名】 FOCUS  on ONCOLOGY

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 20-22

【著　　者】 上田龍三、伊東恭悟、首藤紘一

【論　　題】 免疫療法の立場からのがん分子標的治療 ―産学の接点を捜して。

【雑 誌 名】 がん分子標的治療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 2 , 6-13

20.免疫学
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21.環境医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 石竹達也

【タイトル】 カリキュラム設計

【書名・発行所】医学教育 ABCー学び方、教え方ー

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 16～ 24

【著　　者】 佐川公矯 石竹達也「編者」

【タイトル】 久留米大学公開講座 25 老化を学んで老化を防ぐ

【書名・発行所】五絃社

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1～ 150

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 石井敦子 豊増功次 石竹達也

【論　　題】 運動習慣ステージ別にみた中高年者における転倒予防教室の評価

【雑 誌 名】 Health Sciences

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 20 , 247～ 254

【著　　者】 Nagamatsu Y, Shima I, Hayashi A, Yamana H, Shirouzu K, Ishiatake T.

【論　　題】 Preoperative Spirometry Versus Expired Gas Analysis During Exercise Testing as
Predictors of Cardiopulmonary Complications After Lung Resection

【雑 誌 名】 Surg Today

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 107~110

「その他」

【著　　者】 安藤　英雄

【論　　題】 Effects of impulsive vibration on human red blood cells.

【雑 誌 名】 10th International Conference on Hand-Arm Vibration (Las Vegas, USA)

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

21.環境医学
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22.公衆衛生学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kurozawa Y, Ogimoto I, Shibata A, Nose T, Yoshimura T, Suzuki H, Sakata R, Fujita
Y, Ichikawa S, Iwai N, Fukuda K, Tamakoshi A.

【論　　題】 Dietary habits and risk of death due to hepatocellular carcinoma in a large scale cohort
study in Japan. Univariate analysis of JACC study data.

【雑 誌 名】 Kurume Med J.

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 51 , 141～ 149

【著　　者】 Ogimoto.I, Shibata.A, Kurozawa.Y, Nose.T, Yoshimura.T, Suzuki.H, Iwai.N,
Sakata.R, Fujita.Y, Ichikawa.S, Fukuda.K, Tamakoshi.A, the JACC Study Group:

【論　　題】 Risk of Death due to Hepatocellular Carcinoma among Drinkers and Ex-drinkers.
Univariate Analysis of JACC Study Data.

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 51 , 59～ 70

【著　　者】 Ogimoto.I, Shibata.A, Kurozawa.Y, Nose.T, Yoshimura.T, Suzuki.H, Iwai.N,
Sakata.R, Fujita.Y, Ichikawa.S, Fukuda.K, Tamakoshi.A, the JACC Study Group:

【論　　題】 Risk of Death due to Hepatocellular Carcinoma among Smokers and Ex-smokers.
Univariate Analysis of JACC Study Data.

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 51 , 71～ 81

【著　　者】 Tsukamoto Y, Ishihara Y, Miyagawa-Tomita S, Hagiwara H.

【論　　題】 Inhibition of ossification In vivo and differentiation of osteoblasts In vitro by
tributyltin.

【雑 誌 名】 Biochem Pharm

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 68 , 739~746

【著　　者】 Gotay CC, Shimizu H, Muraoka M, Ishihara Y, Tsuboi K, Ogawa H.

【論　　題】 Cancer-related attitudes: A comparative study in Japan and the US.

【雑 誌 名】 Psychooncology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 13 , 665~672

22.公衆衛生学
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【著　　者】 Ishihara Y, Iijima H, Yagi Y, Hoshi H, Matsunaga K.

【論　　題】 Inhibition of decrease in natural killer cell activity in repeatedly restract-stressed mice
by a biological response modifier derived from cultured mycelia of a basidiomycete
TRICHOLOMA MATSUTAKE.

【雑 誌 名】 Neuroimmunomodulation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 41~48

【著　　者】 Kojima A, Ohno-Matsui K, Teramukai S, Yoshida T, Ishihara Y, Kobayashi K,
Shimada N, Yasuzumi K, Futagami S, Tokoro T, Mochizuki M.

【論　　題】 Factors associated with the development of chorioretin al atrophy around choroidal
neovascularization in pathologic myopia.

【雑 誌 名】 Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 242 , 114~119

【著　　者】 Naruse M, Otsuka E, Naruse M, Ishihara Y, Tomita S, Hagiwara H.

【論　　題】 3-Methylcholanthrene, a ligand for arylhydrocarbon receptor, inhibits the formation of
osteoclasts through the inhibition of RANKL expression in osteogenic cells.

【雑 誌 名】 Biochem Pharmacol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 67 , 119~127

【著　　者】 Gotay CC, Shimizu H, Muraoka M, Ishihara Y, Tsuboi K, Ogawa H

【論　　題】 Health attitudes and  behaviors: comparison of Japanese and American of Japanese and
European Ancestry.

【雑 誌 名】 Health & Place

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 153~161

「その他」

【著　　者】 Ishihara Y, Nishikawa T, Kyoso M, Ishijima M, Yana K,Tanazawa S,
Ochi M, Kobayashi T.

【論　　題】 Effects of single transtracheal Injection of organic solvent extracted diesel particles or
ambient particulate matters on cardiopulmonary functions In Dahl-Iwai salt-sensitive
hypertension rats exposed to 0.4ppm ozone.

【雑 誌 名】 International Conference American Lung Association and American Thoracic Society

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

22.公衆衛生学
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23.法医学・人類遺伝学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kitasato Y, Hoshino T, Okamoto M, Kato S, Koda Y, Nagata N, Kinoshita M, Koga
H, Yoon DY, Asao H, Ohmoto H, Koga T, Rikimaru T, Aizawa H.

【論　　題】 Enhanced expression of interleukin-18 and its receptor in idiopathic pulmonary
fibrosis.

【雑 誌 名】 Am J Respir Cell Mol Biol.

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 31 , 619-625

【著　　者】 Tsuneoka, M., Fujita, H., Arima, N., Teye, K., Okamura, T., Inutsuka, H., Koda, Y.,
Shirouzu, K., and Kimura, H.

【論　　題】 Mina53 as a Potential Prognostic Factor for Esophageal Squamous Cell Carcinoma

【雑 誌 名】 Clin. Cancer Res.

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 10 , 7347～ 7356

【著　　者】 Pang H, Soejima M, Koda Y, Kimura H.

【論　　題】 A novel tetrameric short tandem repeat located in the 3' flanking region of the human
ABO-secretor gene (FUT2) and association between FUT2 and FUT2/01 loci.

【雑 誌 名】 Hum Biol.

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 76 , 789-795

【著　　者】 Soejima M, Kimura H, Koda Y.

【論　　題】 Two novel FUT3 alleles responsible for Lewis-null phenotypes in Sri Lanka.

【雑 誌 名】 Transfusion

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 44 , 1534-1535

【著　　者】 Soejima M, Kimura H, Koda Y.

【論　　題】 Two novel FUT3 alleles responsible for Lewis-null phenotypes in Sri Lanka.

【雑 誌 名】 Transfusion

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 44 , 1534-1535.

【著　　者】 Koda Y, Tachida H, Soejima M, Takenaka O, Kimura H.

【論　　題】 Population differences in DNA sequence variation and linkage disequilibrium at the
PON1 gene.

【雑 誌 名】 Ann Hum Genet

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 68 , 110-119

23.法医学・人類遺伝学
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【著　　者】 Akinori Sano, Akinobu Shimizu,

【論　　題】 Coalescent process with fluctuating population size and its effective size

【雑 誌 名】 Theoretical Population Biology

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 65 , 39

【著　　者】 Teye K., Quaye I. K. E., Koda Y., Soejima M., Pang H., Tsuneoka M., Amoah A. G.
B., Adjei A., and Kimura H.,

【論　　題】 A novel I247T missense mutation in the haptoglobin 2 chain decreases the protein
expression and associates with ahaptoglobinemia

【雑 誌 名】 Human Genetics.,

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 114 , 499-502

【著　　者】 Teye K, Tsuneoka M, Arima N, Koda Y, Nakamura Y, Ueta Y, Shirouzu K, Kimura
H.

【論　　題】 Increased expression of a Myc target gene Mina53 in human colon cancer.

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 164 , 205-216

23.法医学・人類遺伝学
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24.内科学（一）

「単行本 /著書」

【著　　者】 古賀丈晴 (監訳 )吉田一郎

【タイトル】 大教室で教える

【書名・発行所】医学教育の ABC

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 57～ 66

【著　　者】 綾部光芳、編者 高久史磨 他

【タイトル】 クロイツフェルト・ヤコブ病ほか

【書名・発行所】家庭医学、法研

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 1212～ 1218

【著　　者】 綾部光芳、庄司紘史、編者 阿部康二

【タイトル】 ウイルス性・細菌性中枢神経感染症のトピックス

【書名・発行所】 Mebio、メジカルビュー社

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 21 , 63～ 66

【著　　者】 綾部光芳、庄司紘史

【タイトル】 感染症の治療の進歩 2003

【書名・発行所】神経治療学、

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 21 , 383～ 385

【著　　者】 綾部光芳、編者 松本慶蔵 他

【タイトル】 神経系 (脳炎、髄膜炎 )

【書名・発行所】高齢者感染症のすべて、化学療法の領域 2004年 増刊号 医薬ジャーナル社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 20 , 179～ 183

【著　　者】 綾部光芳、編者 黒川清、寺本民生

【タイトル】 髄膜炎

【書名・発行所】 EBM内科処方指針、中外医学社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 976～ 979

24.内科学（一）
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【著　　者】 末安禎子 監修 :相澤久道、岩永 知秋、興梠 博次

【タイトル】 日常診療・呼吸ケアに役立つ肺機能

【書名・発行所】大同学監出版部

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 62-71

【著　　者】 本田順一 編者 :山口徹、北原光夫

【タイトル】 水痘症

【書名・発行所】今日の治療指針 2004、  医学書院

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 p154

【著　　者】 力丸 徹

【タイトル】 肺癌診療、二頁の秘訣
肺癌患者に接して

【書名・発行所】金原出版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p20-p21

【著　　者】 相沢久道 (編者 :山田 徹、北原光夫 )

【タイトル】 慢性咳嗽

【書名・発行所】今日の治療指針 2004

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p232-p233

【著　　者】 相沢久道 他

【タイトル】 COPD(慢性閉息性肺疾患 )診断と治療のためのガイドライン

【書名・発行所】メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

【著　　者】 相沢久道

【タイトル】 肺機能検査異常値の解釈

【書名・発行所】日常診療・呼吸ケアに役立つ肺機能̶医師、看護師、検査技師、理学療法士のた
めに̶

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p74-p83

24.内科学（一）
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 本田順一、北島清子、松村美香、畑由美子、徳永美和子、木下絹代、兵動加代子、
河野彩子

【論　　題】 当院における中心静脈カテーテル関連血流感染サーベイランス
ー CDCガイドラインとの整合性ー

【雑 誌 名】 日本環境感染学会誌

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 19 , p462-465

【著　　者】 古賀丈晴、相沢久道

【論　　題】 アルコールと気管支喘息

【雑 誌 名】 成人病と生活習慣病

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 34 , 1454～ 1456

【著　　者】 末安禎子、木下正治、相澤久道

【論　　題】 女性内科疾患が依頼プライマリ・ケア、呼吸器系の疾患、肺結核

【雑 誌 名】 産科と婦人科

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 71 , 1445-1449

【著　　者】 星野友昭 , 岡元昌樹 , 北里裕彦 , 加藤誠也 , 相澤久道

【論　　題】 IL-18と redox系の肺の炎症への関与

【雑 誌 名】 細胞

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 36 , 527-530

【著　　者】 北里裕彦 , 星野友昭 , 相澤久道

【論　　題】 上気道疾患を見落とさないために

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 52 , 951-955

【著　　者】 北里裕彦 , 池堂ゆかり , 山田一彦 , 星野友昭 , 相澤久道 , 稲田千鶴子 , 合原るみ ,
溝口祐輔 , 戸田玲子 , 吉田博

【論　　題】 ACTH単独欠損症による反復性誤嚥性肺炎の 1例

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 52 , 651-654

24.内科学（一）
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【著　　者】 古賀丈晴、上村知子、大下祐一、古賀英之、相沢久道

【論　　題】 加療中の気管支喘息患者における肺機能障害の解析

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 23 , 410～ 414

【著　　者】 本田順一、吉無田太郎、衛藤弘寿、広川雅士、藤木れい、相澤久道

【論　　題】 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に対する teicoplaninと各種抗菌薬の in vitro併用
効果

【雑 誌 名】 日本化学療法学会雑誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 p270-272

【著　　者】 廣川雅士、大下祐一、北島孝男、古賀丈晴、力丸 徹、
相沢久道

【論　　題】 Spontaneous bilateral chylothorax の 1例

【雑 誌 名】 日本呼吸器学会雑誌

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 42 , 362-365

【著　　者】 末安禎子、力丸 徹

【論　　題】 結核の現状と薬物療法 集団発生 BCG接種の意義も含めて

【雑 誌 名】 医薬ジャーナル

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 40 , 104-107

【著　　者】 星野友昭 , 北里裕彦 , 一木裕子 ,木下隆 , 深堀茂樹 , 今泉登史宏 , 相澤久道 , 加藤誠
也

【論　　題】 COPDにおける酸化ストレスと新しい治療薬 (アンチオキシダント )

【雑 誌 名】 COPD Frontier

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 3 , 143-147

【著　　者】 大下祐一、古賀丈晴、相沢久道

【論　　題】 気管支喘息の急性増悪と好中球

【雑 誌 名】 Asthma Frontier

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 34 , 79～ 85

【著　　者】 横山俊伸、北島、佐藤、木下正治、力丸 徹、相澤久道

【論　　題】 Pulmonary tuberculosis mimicking fungus ball

【雑 誌 名】 日本呼吸器学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 42 , p366-p370

24.内科学（一）
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【著　　者】 杉原栄一郎、岡元昌樹、園部 聡、吉田有吾、南 秀和、木下 隆、上原靖子、木戸
文子、古賀英之、力丸 徹、相澤久道

【論　　題】 気管支粘膜に潰瘍を形成した気管支肺放線菌症の 1例

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 23 , p582-p586

【著　　者】 杉原栄一郎、岡元昌樹、園部 聡、南 秀和、木下 隆、木戸文子、吉田有吾、上原
靖子、古賀英之、力丸 徹、相澤久道

【論　　題】 画像上、両側上葉に結節陰影を呈した肺Mycobacterium kansasii症の 1例

【雑 誌 名】 気管支学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , p352-p356

【著　　者】 江森　幹子

【論　　題】 一次感染型肺M.avium-intracellulare complex症における免疫学的検討

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , p133-p139

【著　　者】 岡元昌樹 *、古賀英之 *、相澤久道 **、ほか
国立病院機構九州医療センター呼吸器内科 *、久留米大学医学部第一内科 **

【論　　題】 慢性関節リウマチに合併したサルコイドーシスの 1例

【雑 誌 名】 気管支学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , p438-p442

【著　　者】 岡元昌樹 *、古賀英之 *、相澤久道 **、ほか
国立病院機構九州医療センター呼吸器内科 *、久留米大学医学部第一内科 **

【論　　題】 関節リウマチ、シェーグレン症候群に合併したリンパ球性間質性肺炎の一例

【雑 誌 名】 気管支学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , p517-p521

【著　　者】 Shimada A, Koga T, Shimada M, Kitajima T, Mitsui T, Sata M, Aizawa H

【論　　題】 Cytomegarovirus pneumonitis presenting small nocular opacities

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 43 , 1198～ 1200

24.内科学（一）
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【著　　者】 Yasuhiko Kitasato, Tomoaki Hoshino, Masaki Okamoto, Seiya Kato,
Yoshiro Koda, Nobuhiko Nagata, Masaharu Kinoshita, Hideyuki Koga,
Do-Young Yoon, Hironobu Asao, Hiroshi Ohmoto, Takeharu Koga,
Toru Rikimaru, Hisamichi Aizawa

【論　　題】 Enhanced expression of IL-18 and its recepter in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.

【雑 誌 名】 Am J Resp Cell Mol Biol.

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 31 , 619-625

【著　　者】 T Ueno, I Yoshida, H Inutsuka, M Hotta, T Torimura, H Abe, S Kono, A Hayashi, M
Watanabe, T Akagi, K Matsuo, T Ogo, Y Takajyo, H Miyazaki, M Sata

【論　　題】 Analyses of Scores of Examinations for Practical Training in Clinical Skills and for
Clinical Training and Scores of Graduation Examinations in Undergraduate Medical
Students

【雑 誌 名】 Medical Education

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 35 , 303-308

【著　　者】 Ayukawa R, Fujimoto H, Ayabe M, Shoji H, Matsui R, Iwata Y, Fukuda H, Ochi K,
Noda K, Ono Y, Sakai K, Takehisa Y, Yasui K.

【論　　題】 An unexpected outbreak of Japanese encephalitis in the Chugoku district of Japan,
2002.

【雑 誌 名】 Jpn J Infect Dis

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 52 , 63~66

【著　　者】 Shoji H, Asaoka K, Ayabe M, Ichiyama T, Sakai K

【論　　題】 Non-herpetic acute limbic encephalitis: a new subgroup of limbic encephalitis?

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 43 , 348

【著　　者】 Fumimori T, Honda S, Migita K, Hamada M, Yoshimuta T, Honda J, Fukuda T,
Suzuki R, Gotoh M, Eguchi K, Aizawa H.

【論　　題】 Erythromycin suppresses the expression of cyclooxygenase-2 in rheumatoid synovial
cells.

【雑 誌 名】 J Rheumatol

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 31 , p436-441

【著　　者】 Asaoka K, Shoji H, Nishizaka S, Ayabe M, Abe T, Ohori N, Ichiyama T, Eizuru Y

【論　　題】 Non-herpetic acute limbic encephalitis: cerebrospinal fluid cytokines and magnetic
resonance imaging findings

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 43 , 42-48

24.内科学（一）
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【著　　者】 Koga T, Aizawa H

【論　　題】 Iatrogenic eosinophilia

【雑 誌 名】 Arch Intern Med

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 164 , 106

【著　　者】 Mifune H, Honda J, Takamori S, Sugiyama F, Yagami K, Suzuki S.

【論　　題】 A-type natriuretic peptide level in hypertensive transgenic mice.

【雑 誌 名】 Exp Anim.

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 53 , P11-19

【著　　者】 Yuichi Oshita, Takeharu Koga, Tomoko Kamimura, Hisamichi Aizawa

【論　　題】 Bronchial Manifestation of Adverse Drug Reaction

【雑 誌 名】 Journal of Bronchology

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 11 , 40~41

【著　　者】 Fujimoto K, Muller NL, Kato S, Terasaki H, Sadohara J, Rikimaru T, Hayabuchi N.

【論　　題】 Pneumoconiosis in rush mat workers exposed to clay dye "Sendo" dust: clinical,
radiologic, and histopathologic features in seven patients.

【雑 誌 名】 Chest

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 125 , p737-p743

【著　　者】 Mine T, Sato Y, Noguchi M, Sasatomi T, Gouhara R, Tsuda N, Tanaka S, Shomura H,
Katagiri K, Rikimaru T, Shichijo S, Kamura T, Hashimoto T, Shirouzu K, Yamada A,
Todo S, Itoh K, Yamana H.

【論　　題】 Humoral responses to peptides correlate with overall survival in advanced cancer
patients vaccinated with peptides based on pre-existing, peptide-specific cellular
responses.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , p929-p937

【著　　者】 Sugihara E, Kido Y, Okamoto M, Koyanagi T, Niizeki T, Hirota N, Minami S,
Kinoshita T, Uehara Y,Koga H, Ono N, Rikimaru T, Aizawa H.

【論　　題】 Clinical features of acute respiratory infections associated with the Streptococcus
milleri group in the elderly.

【雑 誌 名】 Kurume Med J.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , p53-p57

24.内科学（一）
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【著　　者】 Nakasone, C., Kawakami, K., Hoshino, T., Kawase, Y., Yokota, K., Yoshino, K.,
Takeda, K., Akira, S., and Saito, A.

【論　　題】 Limited role for interleukin-18 in the host protection response to pulmonary infection
with Pseudomonas aeruginosa in mice.

【雑 誌 名】 Infect Immun

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 72 , 6176-6180

【著　　者】 Muneta, Y., Kikuma, R., Uenishi, H., Hoshino, T., Yoshihara, K., Tanaka, M.,
Hamashima, N., and Mori, Y.

【論　　題】 Molecular cloning, chromosomal location, and biological activity of porcine
interleukin-21.

【雑 誌 名】 J Vet Med Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 66 , 269-275

【著　　者】 Matsumoto K, Inoue H, Nakano T, Tsuda M, Yoshiura Y, Fukuyama S, Tsushima F,
Hoshino T, Aizawa H, Akiba H, D Pardoll, Hara N, Yagita H, Azuma M, Nakanishi Y.

【論　　題】 B7-DC regulates asthmatic response by an IFN-gamma-dependent mechanism

【雑 誌 名】 J Immunol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 172 , p2530-p2541

「その他」

【著　　者】 北里裕彦 , 星野友昭 , 岡元昌樹 , 加藤誠也 , 永田忍彦 , 木下正治 , 古賀丈晴 , 古賀英
之 ,
相澤久道

【論　　題】 特発性間質性肺炎における IL-18および IL-18Rαの発現の検討

【雑 誌 名】 九州呼吸病態カンファランス

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 田中 健

【論　　題】 「imatinib mesylate 投与後に血球貪食マクロファージの増加を認めた慢性期 CML」
「FDG-PETにて脾臓のみに高集積を認め脾臓原発悪性リンパ腫との鑑別に苦慮し
た血管炎の一例」

【雑 誌 名】 第 66回日本血液学会総会、第 46回日本臨床血液学会総会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

24.内科学（一）
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【著　　者】 末安禎子、北島孝男、嶋田亜希子、原野ゆう子、相澤久道、土生川光成、野瀬
巌、橋本鶴美、内村直尚、江崎和久、楠川仁悟、菊池 淳、小路眞護、中浦宏幸

【論　　題】 閉塞型睡眠時無呼吸症候群における炎症性メディエーターの意義

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 石川和彦、貴田秀樹

【論　　題】 島原半島東北部の患者居住環境調査 河川に沿っての分布

【雑 誌 名】 日本神経学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 44 , 1140

【著　　者】 古賀　丈晴

【論　　題】 難治性喘息の定義と臨床像ー本邦と欧米の比較ー

【雑 誌 名】 第１６回日本アレルギー学会春期臨床大会イブニングシンポジウムにて発表 (前
橋 )

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 末安禎子、田尻友子、嶋田亜希子、北島孝男、相澤久道、土生川光成、野瀬 巌、
内村直尚、江崎和久、菊池 淳

【論　　題】 閉塞型睡眠時無呼吸症候群と喫煙に関する検討

【雑 誌 名】 第 44回日本呼吸器学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 本田　順一

【論　　題】 熱意と継続、それが KICT流の感染対策

【雑 誌 名】 Infection Control

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 13 , p66-69

【著　　者】 北里裕彦 , 星野友昭 , 岡元昌樹 , 一木裕子 , 木下隆 , 江森幹子 , 永田忍彦 , 加藤誠也
, 木下正治 , 古賀丈晴 , 古賀英之 , 力丸徹 , 相澤久道

【論　　題】 ヒト interstitial lung disease(ILD)では IL-18及び受容体 IL-18Rαの発現が著明に
認められる

【雑 誌 名】 第 44回日本呼吸器学会学術講演会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

24.内科学（一）
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【著　　者】 岡元昌樹 *、藤本公則 **、寺崎 洋 **、佐土原順子 **、古賀英之 *、相澤久道
***、ほか
国立病院機構九州医療センター呼吸器内科 *、久留米大学医学部放射線科 **、久
留米大学医学部第一内科 ***

【論　　題】 High-resolusion CT(HRCT)における Idiopathic interstitial pneumonia(IIP)の主観的
定量的評価と病勢、予後との関連性についての検討

【雑 誌 名】 第 44回日本呼吸器学会学術講演会 (東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 新しい呼吸器感染症治療について

【雑 誌 名】 柳川・山門医師会学術講演会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 新しい呼吸器感染症治療について

【雑 誌 名】 大牟田医師会学術講演会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 肺癌の画像診断

【雑 誌 名】 肺がん検診医療機関講習会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 肺癌の診断と治療

【雑 誌 名】 久留米大学内科学生涯教育講座

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 タバコと慢性閉塞性肺疾患

【雑 誌 名】 久留米市健康対策協議会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 新しい呼吸器感染症治療について

【雑 誌 名】 大川三瀦医師会学術講演会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 末安禎子、力丸 徹

【論　　題】 集団発生～ BCG接種の意義も含めて～

【雑 誌 名】 医薬ジャーナル

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , p104-p107

【著　　者】 相沢久道、一木裕子、木下 隆

【論　　題】 テオフィリン

【雑 誌 名】 Medicina

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , p384-p386

【著　　者】 津田 徹、尾崎真一、町田和彦、川俣幹雄、井上博雅、相沢久道

【論　　題】 慢性閉塞性肺疾患、COPD:肺気腫

【雑 誌 名】 治療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 86 , p935-p940

【著　　者】 藤木 玲、本田順一、相沢久道

【論　　題】 レジオネラ肺炎

【雑 誌 名】 呼吸器ケア夏季増刊号 症例シュミレーション呼吸器疾患の治療と管理

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 13 , p80-p83

【著　　者】 相澤　久道

【論　　題】 COPDの予防と健康診断

【雑 誌 名】 遥か

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , p12-p16

【著　　者】 相沢久道、光井 敬

【論　　題】 長時間作用性β 2刺激薬 :サルメテロール

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 23 , p387-p393

【著　　者】 相沢久道、一木裕子、木下 隆、光井 敬

【論　　題】 気道過敏性 :トロンボキサン A2とロイコトリエン

【雑 誌 名】 喘息

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , p38-p42

24.内科学（一）
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【著　　者】 藤木 玲、相沢久道

【論　　題】 ABPAの治療

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 52 , p67-p72

【著　　者】 相沢久道、木下 隆、一木裕子、光井 敬

【論　　題】 肺機能・血液ガス

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , p629-p633

【著　　者】 大下祐一、相沢久道

【論　　題】 かぜ症候群、急性上気道炎

【雑 誌 名】 Medical Practice 内科外来診療実践ガイド

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 21 , p413-p415

【著　　者】 相澤　久道

【論　　題】 環境因子からみた治療のポイント :喘息

【雑 誌 名】 Clinician

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , p40-p44

【著　　者】 藤木 玲、相沢久道

【論　　題】 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症

【雑 誌 名】 今月の治療臨時増刊 呼吸器疾患治療ガイドライン

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 12 , p.148-p.150

【著　　者】 星野友昭、北里裕彦、一木裕子、木下 隆、深堀茂樹、今泉登史宏、加藤誠也、相
沢久道

【論　　題】 COPDにおける酸化ストレスと新しい治療薬 (アンチオキシダント )

【雑 誌 名】 COPD FRONTIER

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 13 , p47-p51

【著　　者】 Sueyasu Y, Kitajima T, Shimada A, Oshita Y, Koga T, Rikimaru T, Aizawa H.

【論　　題】 The role of inflammatory mediator in exhaled breath condensate of obstructive sleep
apnea.

【雑 誌 名】 ERS annual congress (Glasgow)

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Y.Kitasato, T.Hoshino, M.Okamoto, T.Koga, T.Rikimaru, S.Kato, H.Aizawa.

【論　　題】 Enhanced Expression of IL-18 and its Receptor in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

【雑 誌 名】 American Thoracic Society(ATS)2004 Orlando  International Conference

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 Endobronchial tuberculosis

【雑 誌 名】 Expert Rev. Anti-infect. Ther.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 2 , p245-p251

【著　　者】 力丸 徹

【論　　題】 Therapeutic management of endobronchial tuberculosis.

【雑 誌 名】 Expert Opin Pharmacother.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 5 , p1463-p1470

【著　　者】 Muneta, Y., Kikuma, R., Uenishi, H., Hoshino, T., Yoshihara, K., Tanaka, M.,
Hamashima, N., and Mori, Y.

【論　　題】 Molecular cloning, chromosomal location, and biological activity of porcine
interleukin-21.

【雑 誌 名】 J Vet Med Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 66 , 269-275
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25.内科学（二）

「単行本 /著書」

【著　　者】 安東栄治、佐田通夫 . 編者 工藤正俊、他 .

【タイトル】 TAE および動注化学療法

【書名・発行所】「消化器病セミナー 97」へるす出版出版

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 95～ 107

【著　　者】 神代龍吉 . 編者 岡元和文、相馬一亥

【タイトル】 急性肝不全

【書名・発行所】「救急・集中治療」 総合医学社出版

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 85～ 91

【著　　者】 岡部 義信

【タイトル】 胆道腫瘍、乳頭部腫瘍 (乳頭部癌・露出腫瘤型、非露出腫瘤型、潰瘍型、腺腫 )

【書名・発行所】アークメディア

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 49 , 649～ 654

【著　　者】 岡村 孝

【タイトル】 慢性骨髄線維症

【書名・発行所】「最新医学別冊 新しい診断と治療の ABC 24」最新医学出版

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 184-195

【著　　者】 佐田通夫、古賀郁利子 .監修 高久史麿、猿田享男、北村惣一郎、福井次野 .

【タイトル】 B 型急性肝炎

【書名・発行所】「最新版 家庭医学大全科」 法研出版

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 2021～ 2023

【著　　者】 佐田通夫、古賀郁利子 . 監修 高久史麿、猿田享男、北村惣一郎、福井次野 .

【タイトル】 A 型急性肝炎

【書名・発行所】「最新版 家庭医学大全科」 法研出版

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 2019～ 2021

25.内科学（二）
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【著　　者】 神代龍吉他 (岡本和文、相馬一亥、山科 章、行岡哲男 編 )

【タイトル】 肝疾患 - ウイルス性肝炎、急性肝炎、薬物性肝障害 -

【書名・発行所】救急診療ガイドライン (総合医学社 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 306～ 307

【著　　者】 岡村 孝 (編 )大屋一馬

【タイトル】 慢性骨髄増殖性疾患 (慢性骨髄性白血病を除く )

【書名・発行所】「血液の辞典」朝倉書店出版

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 石井邦英、佐田通夫 . 編者 石井裕正、大西三朗、坪内博仁 .

【タイトル】 9  外科手術後に発症した例 a blind loop に伴った例

【書名・発行所】「NASH 診療 Up to Date-症例に学ぶ -」 南江堂出版

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 72～ 73

【著　　者】 神代龍吉、井出達也、佐田通夫 .  河田純男、白鳥康史 等編

【タイトル】 (1) B 型肝炎治療の動向 (ラミブジン , Adefovir, Entecavir)

【書名・発行所】「肝疾患 Review 2004」日本メディカルセンター 出版

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 121-126

【著　　者】 原田 大、佐田通夫。河田純男、白鳥康史 等編。

【タイトル】 (1) 肝を侵す先天性代謝疾患の原因遺伝子と病態 ②Wilson 病

【書名・発行所】肝疾患 Review 2004,日本メディカルセンター

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 195-198

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編者 )

【タイトル】 直腸での反転観察 死角をなくす直腸での反転観察

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 304-306

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編者 )

【タイトル】 盲腸から回腸終末部へ 盲腸から回腸への scope 挿入への手順

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 210-211

25.内科学（二）
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【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編 )

【タイトル】 脾彎曲部の越え方 脾彎曲部に scope を引っかけること

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 196-197

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 編者

【タイトル】 スライディングチューブの使用 スライディングチューブの有効な使用法

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 116-117

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編 )

【タイトル】 腸管過延長症 ( S 状結腸、横行結腸 ) S 状結腸過長症への対策

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 236-238

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編者 )

【タイトル】 観察時のポイント 発見と診断のためのポイント

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 287-289

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治

【タイトル】 直腸への挿入 肛門への挿入、肛門管・直腸の通過と観察

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 130-131

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編 )

【タイトル】 脾彎曲部の越え方 scope の直線化と脾彎曲部の鈍角化が重要

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 171-173

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 (編 )

【タイトル】 色素散布 コントラスト法

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 312-313

25.内科学（二）
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【著　　者】 於保和彦、境 研二、豊永 純 . 「消化器病診療」編集委員会 編

【タイトル】 食道・胃静脈瘤

【書名・発行所】「消化器病診療 良きインフォームドコンセントに向けて」医学書院出版

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 69-72

【著　　者】 於保和彦、豊永 純 . 浅木茂 (編者 )

【タイトル】 胃静脈瘤出血 (Lg-c と Lg-f) に対する EIS

【書名・発行所】「消化器内視鏡臨床手技シリーズ 4 消化器内視鏡止血術」メジカルビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 122-124

【著　　者】 於保和彦、豊永 純 . 浅木茂 (編者 )

【タイトル】 緊急内視鏡検査と治療法の選択 :食道

【書名・発行所】「消化器内視鏡臨床手技シリーズ 4 消化器内視鏡止血術」メジカルビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 26-30

【著　　者】 佐田通夫、板野 哲、安東栄治 (編 )消化器病診療編集委員会

【タイトル】 肝動注化学療法

【書名・発行所】消化器病診療

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 309-31

【著　　者】 上野隆登、吉田一郎、犬塚裕樹、佐田通夫 . 編者 高橋優三、鈴木康之 .

【タイトル】 教育講演 5  スキルラボによる基本的臨床技能の教育

【書名・発行所】「新しい医学教育の流れ '03 医学教育セミナーとワークショップの記録」 全国共同
利用施設 岐阜大学医学部医学教育開発研究センター出版

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 62-66

【著　　者】 居石哲治
(編者 )佐川公矯、石竹達也

【タイトル】 胃腸の老化を学び、老化を防ぐ

【書名・発行所】老化を学び、老化を防ぐ 五紘舎

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 111-135

【著　　者】 井出達也、佐田通夫 . 河田純男、白鳥康史 等編

【タイトル】 アンプリコアモニター法による治療戦略

【書名・発行所】「C 型慢性肝炎治療の新たなストラテジー」先端医学社 出版

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 58-62

25.内科学（二）
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【著　　者】 ( 司会 ) 岡上 武、佐田通夫 . 編者 市田隆文、岡上 武、川崎誠治、熊田博光、佐田
通夫、林 紀夫 .

【タイトル】 肝疾患治療における Recommendation 2. B 型肝炎

【書名・発行所】「コンセンサス 2004 肝疾患 治療」 アークメディア出版

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 33～ 56

【著　　者】 神代龍吉他 (市田隆文、岡上 武、川崎誠治、熊田博光、佐田通夫、林 紀夫 編 )

【タイトル】 B 型肝炎治療の総論

【書名・発行所】コンセンサス 肝疾患 治療 2004(アークメディア )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 115-126

【著　　者】 神代龍吉他 (山口 徹、北原光夫、他 編 )

【タイトル】 劇症肝炎

【書名・発行所】今日の治療指針 (医学書院 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 369-370

【著　　者】 Sata M. et al. 編者 Omata M, Okita K.

【タイトル】 Lamivudine therapy of hepatitis B in Japan

【書名・発行所】「Therapy for viral hepatitis and prevention of hepatocelluar carcinoma」  Springer 出
版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 32～ 37

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、佐田通夫 . 田尻久雄、松井敏幸、藤田直孝、北野生剛 (編者 )

【タイトル】 大腸癌の通常内視鏡・拡大内視鏡

【書名・発行所】「消化器内視鏡 NOW 2004」日本メディカルセンター

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 181-187

【著　　者】 伴 茂樹、鶴田 修、豊永 純 . 幕内博康、熊井浩一郎 編、鈴木博昭 編者

【タイトル】 早期食道癌の一括 EMR で全周性の粘膜切除となった

【書名・発行所】「消化器内視鏡のトラブル防止マニュアル」日本メディカルセンター出版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 154

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 . 五十嵐正広、田中信治 編者

【タイトル】 前処置 腸管の完全な洗浄 -下剤および検査食お使い方 -

【書名・発行所】「大腸内視鏡検査法 -ワンポイントアドバイス」メディカルレビュー社出版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58-59

25.内科学（二）
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【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志 . 田尻久雄、田中信治 編者

【タイトル】 隆起型早期大腸癌の深達度診断

【書名・発行所】「消化管拡大内視鏡診断の実際 - 観察のコツと診断のポイント -」金原出版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 170-185

【著　　者】 Ide T

【タイトル】 Needlestick accident and hepatitis virus contamination.

【書名・発行所】「Textbook of JICA Seminar on infectious hepatitis-its epidemiology and control」

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34

【著　　者】 Ide T

【タイトル】 Management of Chronic Hepatitis C

【書名・発行所】「Textbook of JICA Seminar on infectious hepatitis-its epidemiology and control」

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 89

【著　　者】 岡村 孝

【タイトル】 原発性骨髄線維症

【書名・発行所】「血液疾患データブック」 中外医学社出版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 184-195

【著　　者】 Kuromatsu R, Itano S, Torimura T

【タイトル】 Recent treatment of hepatocellular carcinoma

【書名・発行所】 Textbook of JICA Seminar on infectious hepatitis-its epidemiology and control

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 90-93

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 上野隆登、吉田一郎、犬塚裕樹、堀田まり子、鳥村拓司、安陪等思、香里修介、
林 明宏、渡邊誠之、赤木禎治、松尾和彦、淡河善雄、高城喜典、宮崎 洋、佐田通
夫

【論　　題】 医学部 4 年生の臨床実習前、 5 年生臨床実習中、 6 年生卒業試験の成績および医
師国家試験の合否に関する検討

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 35 , 303～ 308

25.内科学（二）
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【著　　者】 菅 偉哉、鶴田 修、小野尚文、岡部義信、児玉孝仁、原 雅雄、木下壽文、福嶋博
文、内藤嘉紀、谷川 健、自見厚郎、神代正道、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 画像上、乏血性所見を呈した非機能性膵内分泌腫瘍の 1 例

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 6 , 659-664

【著　　者】 長尾由実子、千葉逸朗、佐田通夫

【論　　題】 歯学部並びに歯科衛生士学校の学生を対象に実施した B 型及び C 型肝炎に対して
の意識調査

【雑 誌 名】 感染症学雑誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 78 , 554～ 565

【著　　者】 川口 巧、吉田隆文、原田 大、久本隆生、上野隆登、緒方久信、吉村昭彦、佐田通
夫

【論　　題】 C 型肝炎ウイルスコア蛋白のインスリン抵抗性発現における細胞生物学的意義

【雑 誌 名】 細胞療法の基礎と臨床

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 98～ 100

【著　　者】 立石秀夫、中原慶太、鶴田 修、鈴木飛鳥、吉森健一、唐原 健、河野弘志、佐田通
夫、豊永 純、有馬信之

【論　　題】 第 12 回 KURUME ENDOSURGERY FORUM 8. 内視鏡的粘膜切開剥離術を施行
したバレット食道腺癌の 1 例

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 67 , 369

【著　　者】 岡部義信、安元真希子、菅 偉哉、鶴田 修、佐田通夫、豊永 純、柳 克司、児玉孝
仁、木下壽文、山口 倫、自見厚郎、角野通弘

【論　　題】 第 12 回 KURUME ENDOSURGERY FORUM 7. 内視鏡的乳頭切除術を施行した
十二指腸乳頭部癌の 1 例

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 67 , 369-376

【著　　者】 熊本正史、於保和彦、豊永 純

【論　　題】 EVL と EIS

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 28 , 724-727

25.内科学（二）
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【著　　者】 光山慶一、富安信夫、鈴木飛鳥、高木孝輔、増田淳也、山崎 博、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 プロバイオティクスとプレバイオティクス :炎症性腸疾患治療への応用

【雑 誌 名】 J・JSMUFF

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 1 , 277-285

【著　　者】 富安信夫、光山慶一、高木孝輔、鈴木飛鳥、増田淳也、竹田津英稔、吉森建一、
唐原 健、河野弘志、居石哲治、原田和徳、半田一代、西田秀美、鶴田 修、豊永
純、佐田通夫

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する顆粒球・単球吸着療法の有用性の検討

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 38 , 425～ 430

【著　　者】 岡部義信、鶴田 修、菅 偉哉、福田直樹、和田有希、唐原 健、於保和彦、佐田通
夫、豊永 純

【論　　題】 膵嚢胞内迷入ドレナージチューブ内視鏡的に再留置し得た 1 例

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 46 , 960-965

【著　　者】 岡部義信、鶴田 修、菅 偉哉、福田直樹、和田有希、唐原 健、於保和彦、佐田通
夫、豊永 純

【論　　題】 膵嚢胞内迷入ドレナージチューブ内視鏡的に再留置し得た 1 例

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 46 , 960-965

【著　　者】 草場信秀、吉田 博、大久保文彦、三島香織、島松一秀、岡村 孝、佐田通夫

【論　　題】 慢性好中球性白血球病類似の臨床所見を呈した G-CSF 産生骨髄腫

【雑 誌 名】 臨床血液

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 45 , 220～ 232

【著　　者】 佐田通夫、久持顕子、中沼安二、鹿毛政義、各務伸一、沖田 極

【論　　題】 痩せ薬・健康食品による薬物性肝障害 2 次全国調査集計結果

【雑 誌 名】 肝臓

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 45 , 96～ 108

25.内科学（二）
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【著　　者】 Sakata R, Ueno T, Nakamura T, Ueno H, Sata M

【論　　題】 Mechanical stretch induces TGF-β synthesis in hepatic stellate cells

【雑 誌 名】 Eur J Clin Invest

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 34 , 129-136

【著　　者】 森田恭代、佐々木望、久原孝一郎、立石行生、長田英輔、上野隆登、佐田通夫、
鹿毛政義

【論　　題】 肝細胞の脂肪滴の沈着と実質の壊死を呈する非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)
とアルコール性脂肪性肝炎 (ASH) の肝組織像の比較 -NASH に合併する生活習慣
病での比較を含めて

【雑 誌 名】 アルコールと医学生物学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 70～ 74

【著　　者】 富安信夫、鶴田 修、光山慶一、河野弘志、唐原 健、吉森建一、豊永 純、佐田通
夫、味岡洋一

【論　　題】 (10) 大腸原発 T 細胞性悪性リンパ腫の 1 例

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 8 , 424-425

【著　　者】 鶴田　修

【論　　題】 早期大腸癌 -診断の進歩 -

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 477-485

【著　　者】 上野隆登、吉田一郎、犬塚裕樹、堀田まり子、鳥村拓司、安陪等思、香里修介、
林 明宏、渡邊誠之、赤木禎治、松尾和彦、淡河善雄、高城喜典、宮崎 洋、佐田通
夫

【論　　題】 医学部 4 年生の臨床実習前、 5 年生臨床実習中、 6 年生卒業試験の成績および医
師国家試験の合否に関する検討

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 35 , 303-308

【著　　者】 居石哲治、伊藤実、佐田通夫、豊永純

【論　　題】 活性型グレリンとアディポサイトカインの臨床的意義

【雑 誌 名】 The Japanise Society of Digestion and Absorption

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 39-42

25.内科学（二）
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【著　　者】 富安信夫、光山慶一、高木孝輔、鈴木飛鳥、増田淳也、竹田津英稔、吉森建一、
唐原 健、河野弘志、居石哲治、原田和徳、半田一代、西田秀美、鶴田 修、豊永
純、佐田通夫

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する顆粒球・単球吸着療法の有用性の検討

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 425-430

【著　　者】 久持顕子 ,神代龍吉 ,佐田通夫

【論　　題】 第 6回 ,第 7回日本肝臓学会大会で提案された薬物性肝障害の新しい診断基準案

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 , 711-722

【著　　者】 久持顕子 ,佐田通夫

【論　　題】 ドラッグストア・通販などによる健康食品・民間薬による肝障害について教えて
ください

【雑 誌 名】 治療 ,

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 86 , 174-175

【著　　者】 佐田通夫 ,久持顕子 ,中沼安二 (他 3人 )

【論　　題】 痩せ薬・健康食品による薬物性肝障害 2次全国調査集計結果 (日本肝臓学会主催 )

【雑 誌 名】 肝臓

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 45 , 96-108

【著　　者】 久持顕子 ,神代龍吉 ,佐田通夫

【論　　題】 薬物性肝障害の動向 -発症機序と診断基準

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 52 , 757-770

【著　　者】 伊集院裕康、有馬 剛、小野尚文、菅 偉哉、岡部義信、吉本幸二、酒井輝文、都留
昭雄、岡村 孝、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 繰り返す上気道炎にて発見された成人発症の Shwachman 症候群の 1 例

【雑 誌 名】 膵臓

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 57～ 62

25.内科学（二）
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【著　　者】 Nakamura T, Ueno T, Sakamoto M, Sakata R, Torimura T, Hashimoto O, Ueno H,
Sata M

【論　　題】 Suppression of transforming growth factor-beta results in upregulation of transcription
of regeneration factors after chronic liver injury

【雑 誌 名】 J Hepatol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 41 , 974-982

【著　　者】 Nagamatsu H, Itano S, Nagaoka S, Akiyoshi J, Matsugaki S, Kurogi J, Tajiri N,
Yamasaki S, Koga H, Torimura T, Kumashiro R, Sata M.

【論　　題】 Prophylactic lamivudine administration prevents exacerbation of liver damage in HBe
antigen positive patients with hepatocellular carcinoma undergoing transhepatic
arterial infusion chemotherapy

【雑 誌 名】 Am J Gastroenterol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 99 , 2369～ 2375

【著　　者】 Nakashima O, Kurogi M, Yamaguchi R, Miyaaki H, Fujimoto M, Yano H, Kumabe T,
Hayabuchi N, Hisatomi J, Sata M, Kojiro M

【論　　題】 Unique hypervascular nodules in alcoholic liver cirrhosis: identical to focal nodular
hyperplasia-like nodules?

【雑 誌 名】 J Hepatol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 41 , 992～ 998

【著　　者】 Andoh A, Ogawa A, Kitamura K, Inatomi O, Fujino S, Tsujikawa T, Sasaki M,
Mitsuyama K, Fujiyama Y

【論　　題】 Suppression of interleukin-1beta- and tumor necrosis factor-alpha-induced
inflammatory responses by leukocytapheresis therapy in patients with ulcerative colitis

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 39 , 1150-1157

【著　　者】 Ohtsubo K, Imamura R, Seki R, Ohshima K, Hashiguchi M, Yakushiji K, Yoshimoto
K, Ogata H, Okamura T, Sata M

【論　　題】 Blastoid variant of mantle cell lymphoma with lactic acidosis: a case report

【雑 誌 名】 Int J Hematol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 80 , 428～ 431

【著　　者】 Hui AY, Cheng AS, Chan HL, Go MY, Chan FK, Sakata R, Ueno T, Sata M, Sung JJ

【論　　題】 Effect of prostaglandin E2 and prostaglandin I2 on PDGF-induced proliferation of
LI90, a human hepatic stellate cell line

【雑 誌 名】 Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 71 , 329～ 333

25.内科学（二）
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【著　　者】 Kawaguchi T, Yoshida T, Harada M, Hisamoto T, Nagao Y, Ide T, Taniguchi E,
Kumemura H, Hanada S, Maeyama M, Baba S, Koga H, Kumashiro R, Ueno T, Ogata
H, Yoshimura A, Sata M

【論　　題】 Hepatitis C virus down-regulates insulin receptor substrates 1 and 2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 165 , 1499-1508

【著　　者】 Kato A, Kato M, Ishii H, Ichimiya Y, Suzuki K, Kawasaki H, Yamamoto SI,
Kumashiro R, Yamamoto K, Kawamura N, Hayashi N, Matsuzaki S, Terano A, Okita
K, Watanabe A

【論　　題】 Development of quantitative neuropsychological tests for diagnosis of subclinical
hepatic encephalopathy in liver cirrhosis patients and establishment of diagnostic
criteria-multicenter collaborative study in Japanese

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 30 , 71～ 78

【著　　者】 Tanaka Y, Yeo AE, Orito E, Ito K, Hirashima N, Ide T, Sata M, Mizokami M

【論　　題】 Prognostic indicators of breakthrough hepatitis during lamivudine monotherapy for
chronic hepatitis B virus infection

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 39 , 769～ 775

【著　　者】 Yano M, Hayashi H, Yoshida K, Kohgo Y, Saito H, Niitsu Y, Kato J, Iino S,
Yotsuyanagi H, Kobayashi Y, Kawamura K, Kakumu S,  Kaito M, Ikoma J,
Wakusawa S, Okanoue T, Sumida Y, Kimura F, Kajiwara E, Sata M, Ogata K

【論　　題】 A significant reduction in serum alanine aminotransferase levels after 3-month iron
reduction therapy for chronic hepatitis C: a multicenter, prospective, randomized,
controlled trial in Japan

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 39 , 570～ 574

【著　　者】 Yoshida T, Ogata H, Kamio M, Joo A, Shiraishi H, Tokunaga Y, Sata M, Nagai H, and
Yoshimura A

【論　　題】 SOCS1 is a suppressor of liver fibrosis and hepatitis-induced carcinogenesis

【雑 誌 名】 J Exp Med

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 199 , 1701-1707

25.内科学（二）
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【著　　者】 Takedatsu H, Mitsuyama K, Matsumoto S, Handa K, Suzuki A, Takedatsu H,
Funabashi H, Okabe Y, Hara T, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Interleukin-5 participates in the pathogenesis of ileitis in SAMP1/ Yit Mice

【雑 誌 名】 Eur J Immunology

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 34 , 1561-1569

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Harada R, Taniguchi E, Nakamura T, Sakata R,
Hashimoto O, Sakamoto M, Kumashiro R, Sata M, Nakashima O, Yano H, Kojiro M

【論　　題】 Overexpression of angiopoietin-1 and angiopoietin-2 in hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 40 , 799-807

【著　　者】 Hanai H, Kanauchi O, Mitsuyama K, Andoh A, Takeuchi K, Takayuki I, Araki Y,
Fujiyama Y, Toyonaga A, Sata M, Kojima A, Fukuda M, Banba T

【論　　題】 Germinated barley foodstuff prolongs remission in patients with ulcerative colitis

【雑 誌 名】 International Journal of Molecular medicine

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 13 , 643-647

【著　　者】 Yoshida H, Tateishi R, Arakawa Y, Sata M, Fujiyama S, Nishiguchi S, Ishibashi H,
Yamada G, Yokosuka O, Shiratori Y, Omata M

【論　　題】 Benefit of interferon therapy in hepatocellular carcinoma prevention for individual
patients with chronic hepatitis C

【雑 誌 名】 Gut

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 53 , 425-430

【著　　者】 Takedatsu H, Shichijo S, Katagiri K, Sawamizu H, Sata M, Itoh K

【論　　題】 Identification of peptide vaccine candidates sharing among HLA-A3+, -A11+, -A31+,
and -A33+ cancer patients

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 10 , 1112-1120

【著　　者】 Ito K, Tanaka Y, Orito E, Hirashima N, Ide T, Hino T, Kumashiro R, Kato A, Nukaya
H, Sakakibara K, Mukaide M, Ito H, Sata M, Ueda R, Mizokami M

【論　　題】 Predicting relapse after cessation of lamivudine monotherapy for chronic hepatits B
virus infection

【雑 誌 名】 Clin Infect Dis

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 38 , 490～ 495

25.内科学（二）

- 79 -



【著　　者】 Nagao Y, Tanaka K, Kobayashi K, Kumashiro R, Sata M

【論　　題】 A cohort study of chronic liver disease in an HCV hyperendemic area of Japan: a
prospective analysis for 12 years

【雑 誌 名】 International Journal of Molecular Medicine

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 13 , 257～ 265

【著　　者】 Kuwahara R, Kumashiro R, Inoue H, Tanabe R, Tanaka E, Hino T, Ide T, Koga Y,
Sata M

【論　　題】 Adefovir Dipivoxil as a treatment for hepatic failure caused by lamivudine-resistant
HBV strains

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 49 , 300～ 303

【著　　者】 Sakata R, Ueno T, Nakamura T, Sakamoto M, Torimura T, Sata M

【論　　題】 Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate inhibits platelet-derived growth
factor-induced proliferation of human hepatic stellate cell line LI90

【雑 誌 名】 Journal of Hepatology

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 40 , 52～ 59

【著　　者】 Nagao Y, Tanaka K, Kobayashi K, Kumashiro R, Sata M

【論　　題】 Analysis of approach to therapy for chronic liver disease in an HCV hyperendemic
area of Japan

【雑 誌 名】 Hepatology Research

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 28 , 30～ 35

【著　　者】 Kumemura H, Harada M, Omary MB, Sakisaka S, Suganuma T, Namba M, Sata M.

【論　　題】 Aggregation and loss of cytokeratin filament networks inhibit Golgi organization in
liver-derived epithelial cell lines.

【雑 誌 名】 Cell Motil Cytoskeleton

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 57 , 37-52

【著　　者】 Kato H, Sugauchi F, Ozasa A, Kato T, Tanaka Y, Sakugawa H, Sata M, Hino K, Onji
M, Okanoue T, Tanaka E, Kawata S, Suzuki K, Hige S, Ohno T, Orito E, Ueda R,
Mizokami M

【論　　題】 Hepatitis B virus genotype G is an extremely rare genotype in Japan

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 199～ 203

25.内科学（二）
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【著　　者】 Nakahara K, Tsuruta O, Tateishi H, Arima N, Takeda J, Toyonaga A, Sata M.

【論　　題】 Extended indicatin criteria for endoscopic mucosal resection of early gastric cancer
with special reference to lymph node metastasis -examination by multivariate analysis-

【雑 誌 名】 Kurume Medical  Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 9～ 14

【著　　者】 Takedatsu H, Shichijo S, Azuma K, Takedatsu H, Sata M,  Itoh K

【論　　題】 Detection of a set of peptide vaccine candidates for use in HLA-A31+ epithelial cancer
patients

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 337～ 347

【著　　者】 Takao Y, Yamada A, Yutani S, Sata M, and Itoh K

【論　　題】 Antibody reactive to a hepatitis C virus (HCV)-derived peptide capable of inducing
HLA-A2 restricted cytotoxic T lymphocytes is detectable in a majority of
HCV-infected individuals without HLA-A2 restriction

【雑 誌 名】 Microbiol Immunol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 , 507-517

【著　　者】 Takedatsu H, Okamura T, Yoshimoto K, Harada M, Koga M, Shichijo S, Sata M, Itoh
K

【論　　題】 Expression of epithelial cancer-related antigens in hematologic malignancies
applicable for peptide-based immunotherapy

【雑 誌 名】 J Immunother

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 289～ 297

【著　　者】 Nagao Y, Sata M.

【論　　題】 Hepatitis C virus and lichen planus

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 1101-1113

【著　　者】 Keita Nakahara, Osamu Tsuruta, Hideo Tateishi, Nobuyuki Arima, Jinryo Takeda,
Atsushi Toyonaga, Michio Sata

【論　　題】 Extended indicatin criteria for endoscopic mucosal resection of early gastric cancer
with special reference to lymph node metastasis -examination by multivariate analysis-

【雑 誌 名】 Kurume Medical  Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 9-14

25.内科学（二）
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【著　　者】 Matsumoto S, Nagaoka M, Hara T, Kimura-Takagi I, Mitsuyama K, Ueyama S

【論　　題】 Fucoidan derived from Cladosiphon okamuranus Tokida ameliorates murine chronic
colitis through the down-regulation of interleukin-6 production on colonic epithelial
cells

【雑 誌 名】 Clin Exp Immunol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 136 , 432-439

【著　　者】 Nakamura T, Ueno T, Sakamoto M, Sakata R, Torimura T, Hashimoto O, Ueno H,
Sata M

【論　　題】 Suppression of transforming growth factor-beta results in upregulation of transcription
of regeneration factors after chronic liver injury

【雑 誌 名】 J Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 974-982

【著　　者】 Sakata R, Ueno T, Nakamura T, Sakamoto M, Torimura T, Sata M

【論　　題】 Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate inhibits platelet-derived growth
factor-induced proliferation of human hepatic stellate cell line LI90

【雑 誌 名】 J Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 52-59

【著　　者】 Kiyoaki Ito, Yasuhito Tanaka, Etsuro Orito, Noboru Hirashima, Tatsuya Ide, Teruko
Hino, Ryukichi Kumashiro, Atunaga Kato, Haruhiko Nukaya, Kenji Sakakibara,
Motokazu Mukaide, Hidemi Ito, Michio Sata, Ryuzo Ueda, Masashi Mizokami

【論　　題】 Predicting relapse after cessation of lamivudine monotherapy for chronic hepatits B
virus infection

【雑 誌 名】 Clinical Infectious Diseases

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 490-495

【著　　者】 Ito K, Tanaka Y, Orito E, Hirashima N, Ide T, Hino T, Kumashiro R, Kato A, Nukaya
H, Sakakibara K, Mukaide M, Ito H, Sata M, Ueda R, Mizokami M

【論　　題】 Predicting relapse after cessation of lamivudine monotherapy for chronic hepatits B
virus infection

【雑 誌 名】 Clin Infect Dis

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 490-495

【著　　者】 Tanaka Y, Yeo AE, Orito E, Ito K, Hirashima N, Ide T, Sata M, Mizokami M

【論　　題】 Prognostic indicators of breakthrough hepatitis during lamivudine monotherapy for
chronic hepatitis B virus infection

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 769-775

25.内科学（二）
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【著　　者】 Kawaguchi T, Yoshida T, Harada M, Hisamoto T, Nagao Y, Ide T, Taniguchi E,
Kumemura H, Harada S, Maeyama M, Baba S, Koga H, Kumashiro R, Ueno T, Ogata
H, Yoshimura A, and Sata M

【論　　題】 Hepatitis C virus down-regulates insulin receptor substrates 1 and 2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 165 , 1499-1508

【著　　者】 Kawaguchi T, Harada M, Arimatsu H, Nagata S, Koga Y, Kuwahara R, Hisamochi A,
Hino T, Taniguchi E,  Kumemura H, Hanada S, Maeyama M, Koga H, Tomiyasu N,
Toyomasu H, Kawaguchi M, Kage M, Kumashiro R, Tanikawa K, Sata M.

【論　　題】 Severe hepatotoxicity associated with a N-nitrosofenfluramine-containing weight-loss
supplement: Report of three cases.

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 349-350

【著　　者】 Takedatsu H, Okamura T, Yoshimoto K, Harada M, Koga M, Shichijo S, Sata M, Itoh
K

【論　　題】 Expression of epithelial cancer-related antigens in hematologic malignancies
applicable for peptide-based immunotherapy

【雑 誌 名】 J Immunother

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 289～ 297

「その他」

【著　　者】 井出達也、佐田通夫

【論　　題】 C 型慢性肝炎の IFN 初回治療

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 49 , 997～ 1003

【著　　者】 光山慶一

【論　　題】 Role of the mucosal immunity and epithelial restitution in IBD : Which plays the
leading part for future therapies ?

【雑 誌 名】 第 1回日本炎症性腸疾患研究会学術集会 (東京 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 竹田津英稔、光山慶一、松本 敏、佐田通夫

【論　　題】 クローン病モデルマウス SAMP1/Yit マウスにおける IL-5 の役割

【雑 誌 名】 第 34回日本免疫学会総会学術集会 (札幌 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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【著　　者】 松本 敏、光山慶一、左古知行

【論　　題】 Lactobacillus casei シロタ株の腸炎抑制機構の解析 :IL6 産生抑制細胞壁成分の解析

【雑 誌 名】 第 34回日本免疫学会総会学術集会 (札幌 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 健康食品による肝障害

【雑 誌 名】 日本医師会雑誌

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 132 , 1445～ 1449

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 肝臓病 この病気に強い病院ベスト 10

【雑 誌 名】 日刊 ゲンダイ

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 13

【著　　者】 岡部義信、原 雅雄、柳 克明、川原隆一、児玉孝仁、菅 偉哉、内藤嘉紀、二又泰
彦、豊永 純、佐田通夫、木下壽文

【論　　題】 乳頭部腫瘍 (乳頭部癌・露出腫瘤型・非露出腫瘤型・潰瘍型・腺腫 )

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 49 , 649～ 654

【著　　者】 森田恭代、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 ～速効型インスリン分泌促進薬～ 食後血糖値下げ、肝臓の炎症を改善

【雑 誌 名】 Medical Tribune

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 37 , 19

【著　　者】 久持顕子、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 薬物性肝障害の動向 - 発症機序と診断基準

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 52 , 757～ 770

【著　　者】 小野尚文、河口康典、黒木茂高、江口尚文、伊集院裕康、佐田通夫、中島 収

【論　　題】 肝炎症性偽腫瘍

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 49 , 853～ 857

25.内科学（二）
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【著　　者】 原田　大

【論　　題】 臨床クイズ 皮疹、関節痛で来院した 28 歳の女性

【雑 誌 名】 内科専門医会誌

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 16 , 706

【著　　者】 古賀郁利子、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 B 型肝炎のラミブジン療法

【雑 誌 名】 診断と治療

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 92 , 1877～ 1880

【著　　者】 桑原礼一郎、井出達也、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 Breakthrough Hepatitis 対策

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 49 , 495～ 501

【著　　者】 鈴木飛鳥、光山慶一、丹羽幹夫、富安信夫、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 クローン病患者血清と特異的に反応するエピトープペプチド

【雑 誌 名】 DDW-Japan(第 46回日本消化器病学会大会 )(福岡 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 富安信夫、光山慶一、増田淳也、鈴木飛鳥、高木孝輔、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 ラット実験腸炎モデルにおける顆粒球吸着療法 (GCAP)の効果

【雑 誌 名】 DDW-Japan(第 46回日本消化器病学会大会 )(福岡 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 竹田津英稔、光山慶一、松本 敏、増田淳也、鈴木飛鳥、富安信夫、高木孝輔、豊
永 純、佐田通夫

【論　　題】 クローン病モデルマウス SAMP1/Yit マウスにおける IL-5 の役割

【雑 誌 名】 DDW-Japan(第 46回日本消化器病学会大会 )(福岡 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 居石哲治、伊藤 実、佐田通夫

【論　　題】 活性型グレリンとアディポサイトカインの臨床的意義

【雑 誌 名】 DDW-Japan(第 35回日本消化吸収学会総会、第 46回日本消化器病学会大会 合同
)(福岡 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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【著　　者】 古賀浩徳、前山倫子、橋本修、鳥村拓司、上野隆登、桑野信彦、佐田通夫

【論　　題】 PPARγ依存的MAPKの活性化と p27蓄積

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会総会 (福岡 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Hironori Koga, Hasaru Harada, Selvendiran Karrupaiyah, Michiko Maeyama,
Chikatoshi Yanagimoto, Hiroto Kumemura, Shin-ichiro Hanada, Takafumi Yoshida,
Eitaro Taniguchi, Takumi Kawaguchi, Shinji Baba, Takuji Torimura, Ryukichi
Kumashiro, Takato Ueno, Michio Sata

【論　　題】 Overexpression of peroxisome proliferator-activated receptorγ and its
ligand-mediated activation restore mislocalization of p27Kip1 in human hepatoma
cells

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 40 , 370A～ 371A

【著　　者】 Hironori Koga, Hasaru Harada, Selvendiran Karrupaiyah, Michiko Maeyama,
Chikatoshi Yanagimoto, Hiroto Kumemura, Shin-ichiro Hanada, Takafumi Yoshida,
Eitaro Taniguchi, Takumi Kawaguchi, Shinji Baba, Takuji Torimura, Ryukichi
Kumashiro, Takato Ueno, Michio Sata

【論　　題】 Overexpression of peroxisome proliferator-activated receptorγ and its
ligand-mediated activation restore mislocalization of p27Kip1 in human hepatoma
cells

【雑 誌 名】 55th Annual Meeting of the AASLD (Boston)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 肝炎

【雑 誌 名】 Clim

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 9 , 52～ 53

【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志、吉森建一、岡部義信、中原慶太、立石秀夫、豊永
純、佐田通夫、有馬信之

【論　　題】 大腸 sm 癌における浸潤度の臨床診断精度 各種検査法の組み合わせによる診断

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 39 , 1387～ 1398

【著　　者】 久持顕子、佐田通夫

【論　　題】 Q&A ドラッグストア・通販などによる健康食品・民間薬による肝障害について教
えて下さい

【雑 誌 名】 治療

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 86 , 2598～ 2599

25.内科学（二）
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【著　　者】 吉森建一、鶴田 修、河野弘志、唐原 健、豊永 純

【論　　題】 大腸癌の内視鏡的治療法

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 81 , 1413-1417

【著　　者】 神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 肝炎の自然史 B 型肝炎

【雑 誌 名】 肝炎の自然史 B 型肝炎

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 81 , 1228～ 1232

【著　　者】 (司会 )佐田通夫、八橋 弘、野村秀幸、林 克弘、林 純

【論　　題】 肝がんを撲滅するために -日本の現況を踏まえた C 型慢性肝炎における新しい
IFN 治療戦略 -

【雑 誌 名】 Medical Tribune

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 2 , 49～ 52

【著　　者】 井出達也、緒方 啓、佐田通夫

【論　　題】 C 型急性肝炎の治療

【雑 誌 名】 臨床医

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 30 , 1615～ 1618

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 肝硬変への移行期

【雑 誌 名】 肝硬変への移行期

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 51 , 804～ 807

【著　　者】 井出達也、緒方 啓、佐田通夫

【論　　題】 C 型急性肝炎の治療

【雑 誌 名】 臨床医

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 30 , 1615-1618

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【論　　題】 難治性口内炎と四肢の丘疹と外陰部違和感を認める C 型肝硬変の症例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 101 , 793～ 797

25.内科学（二）

- 87 -



【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【論　　題】 ウイルス性肝炎 (上 )-基礎・臨床研究の進歩 -  I. C 型肝炎ウイルス (HCV) HCV
感染に起因する肝外病変 肝外病変の主要病態とその対処法 その他の肝外病変

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 62 , 561～ 568

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 B 型肝炎の最新治療 「ラミブジン」「アデフォビル」

【雑 誌 名】 毎日ライフ

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 7 , 33～ 37

【著　　者】 上野隆登、坂本雅晴、佐田通夫

【論　　題】 肝硬変における肝内血管抵抗の成因

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 49 , 21～ 30

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 第 90 回日本消化器病学会総会 ランチョンセミナー C 型慢性肝炎治療の現状と今
後 -いかにコンプライアンスを高めるか - コンプライアンス向上のためのペグイ
ンターフェロン

【雑 誌 名】 Medicament News

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 1805 , 29

【著　　者】 於保和彦、佐田通夫、豊永 純

【論　　題】 食道・胃静脈瘤症例の動向

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 49 , 9～ 13

【著　　者】 光山慶一、鈴木飛鳥、富安信夫、増田淳也、高木孝輔、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患に対する JNK 選択的阻害剤の治療作用

【雑 誌 名】 第 41回日本消化器免疫学会総会 (大津 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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【著　　者】 上野隆登、綾部光芳、今村洋一、居石哲治、黒木岳人、高城喜典、藤野 浩、松尾
和彦、渡邉誠之、吉田一郎

【論　　題】 久留米大学医学科５年生に対する Advanced OSCE 実施後の学生・評価者アン
ケート調査報告

【雑 誌 名】 第 36回日本医学教育学会総会および大会 (高知 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 田中一雄、井出達也、佐田通夫

【論　　題】 分子疫学的手法による HCV 高感染地区での感染経路の検討

【雑 誌 名】 日本臨床 ウイルス性肝炎 (上 )-基礎・臨床研究の進歩 -

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 62 , 258-263

【著　　者】 花田慎一郎、原田大、久米村寛大、川口巧、M Bishr Omary、谷口英太郎、前山倫
子、古賀浩徳、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 変異型サイトケラチン遺伝子導入時の凝集体形成と細胞内蛋白の局在および細胞
形態の変化

【雑 誌 名】 第 15回肝サイトスケレトン研究会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 7

【著　　者】 久持顕子、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 第 6 回、第 7 回日本肝臓学会大会で提案された薬物性肝障害の新しい診断基準案

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 48 , 711～ 722

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 増え続ける肝臓がんに対処するために

【雑 誌 名】 財界九州

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 45 , 110

【著　　者】 富安信夫、光山慶一、増田淳也、鈴木飛鳥、高木孝輔、佐田通夫、豊永 純

【論　　題】 実験腸炎モデルにおける GCAP の効果

【雑 誌 名】 第 4回九州白血球除去療法研究会 (福岡 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 鈴木飛鳥、古賀浩徳、富安信夫、増田淳也、高木孝輔、光山慶一、豊永 純、佐田
通夫

【論　　題】 活動期潰瘍性大腸炎に対する新規プレバイオティクスの有用性の検討

【雑 誌 名】 第 83回日本消化器病学会九州支部例会 (東京 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 松本 敏、今岡明美、原 妙子、光山慶一、瀬戸山裕美、島龍一郎、伊藤喜久治、梅
崎良則

【論　　題】 Bacteroides および Lactobacillus の定義が正常時及び病態時のマウス腸粘膜免疫応
答に与える影響について

【雑 誌 名】 第 8回腸内細菌学会 (東京 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 (司会 )山田剛太郎、銭谷幹男、恩地森一、神代龍吉、大部 誠

【論　　題】 薬物性肝障害 -最近の動向と新たな診断基準の検討 -

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 48 , 785～ 801

【著　　者】 花田慎一郎、原田大、久米村寛大、川口巧、谷口英太郎、前山倫子、古賀浩徳、
上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 変異型サイトケラチン遺伝子導入時の凝集体形成により junctional complex関連蛋
白の局在と細胞形態が変化する

【雑 誌 名】 第 40回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 45 , A143

【著　　者】 黒松亮子、佐田通夫

【論　　題】 肝切除、 MCT、PEIT 症例における JIS score 別予後

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 38 , 488～ 493

【著　　者】 光山慶一、富安信夫、鈴木飛鳥、高木孝輔、増田淳也、山崎 博、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 プロバイオティクスとプレバイオティクス :炎症性腸疾患治療への応用

【雑 誌 名】 J・JSMUFF

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 1 , 277～ 285

25.内科学（二）
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【著　　者】 多田正大、工藤進英、平田一郎、田中信治、林 俊壱、八尾隆史、鶴田 修 (司会 )、
味岡洋一 (司会 )

【論　　題】 大腸腫瘍に対する拡大内視鏡診断の実状と問題点

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 39 , 793-810

【著　　者】 富安信夫、光山慶一、高木孝輔、鈴木飛鳥、増田淳也、竹田津英稔、吉森建一、
唐原 健、河野弘志、居石哲治、原田和徳、半田一代、西田秀美、鶴田 修、豊永
純、佐田通夫

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する顆粒球・単球吸着療法の有用性の検討

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 38 , 425-430

【著　　者】 光山慶一

【論　　題】 白血球除去療法のメカニズム :サイトカインシグナル伝達の観点から

【雑 誌 名】 第 10回日本アフェレシス学会九州地方会 (久留米 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 鈴木飛鳥、光山慶一、富安信夫、増田淳也、高木孝輔、古賀浩徳、豊永 純、佐田
通夫

【論　　題】 プロピオン酸菌による乳性発酵物の炎症性腸疾患患者に対する有用性

【雑 誌 名】 第 90回日本消化器病学会総会 (仙台 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 春日朱門、緒方 梢、今井徹朗、久木原通、戸畑裕志、西田秀美、奥田誠也、光山
慶一

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する血球成分除去療法 (LCAP療法 )の使用報告

【雑 誌 名】 第 10回日本アフェレシス学会九州地方会 (久留米 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 居石哲治、富安信夫、光山慶一

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に合併した血栓症の検討

【雑 誌 名】 第 90回日本消化器病学会総会 (仙台 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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【著　　者】 光山慶一、鈴木飛鳥、佐田通夫

【論　　題】 新しい分子標的薬・JNK 阻害剤による炎症性腸疾患治療の可能性

【雑 誌 名】 第 90回日本消化器病学会総会 (ワクショップ )(仙台 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 光山慶一、鈴木飛鳥、富安信夫、高木孝輔、増田淳也、豊永 純、佐田通夫、松本
敏

【論　　題】 白血球除去療法のサイトカインシグナル伝達系に及ぼす影響

【雑 誌 名】 第 90回日本消化器病学会総会 (仙台 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 安藤 朗、小川敦弘、北村憲一、辻川知之、佐々木雅也、藤山佳秀、光山慶一

【論　　題】 白血球除去療法 (LCAP)の全身性サイトカインレスポンスと活性化血小板マー
カーに対する影響

【雑 誌 名】 第 90回日本消化器病学会総会 (仙台 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 東西南北

【雑 誌 名】 久留米大学医学部同窓会月報

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 210 , 1

【著　　者】 居石哲治、富安信夫、光山慶一

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に合併した血栓症の検討

【雑 誌 名】 第 90回日本消化器病学会総会 (仙台 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、唐原 健、辻雄一郎、吉森建一、中原慶太、立石秀夫、佐田通
夫、有馬信之、豊永 純

【論　　題】 早期大腸癌の深達度診断 ; 通常内視鏡、拡大内視鏡および超音波内視鏡を用いて

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 27 , 295～ 303

【著　　者】 古賀浩徳、原田 大、光山慶一、鈴木飛鳥、久米村寛大、花田慎一郎、久本隆生、
吉田隆文、谷口英太郎、川口 巧、前山倫子、神代龍吉、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 腸内細菌と肝疾患 :プレバイオティクスによる慢性肝疾患の改善を目指して

【雑 誌 名】 第 11回自己免疫性消化器疾患研究会 (久留米 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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【著　　者】 鈴木飛鳥、光山慶一、古賀浩徳、富安信夫、高木孝輔、増田淳也、上野隆登、豊
永 純、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患に対する新規プレバイオティクス『B.G.S.』の効果

【雑 誌 名】 第 11回自己免疫性消化器疾患研究会 (久留米 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑原礼一郎、久持顕子、緒方 啓、田中一雄、有永照子、井出達也、古賀郁利子、
神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 ステロイドパルス療法、サイクロスポリン (CyA) とラミブジン (LAM) 投与によ
り改善した B 型急性肝不全の 2 症例

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 81 , 342

【著　　者】 永松洋明、板野 哲、長岡 栄、黒木淳一、田尻能祥、松垣 諭、鳥村拓司、神代龍
吉、佐田通夫

【論　　題】 HBs 抗原陽性肝細胞癌症例への肝動注化学療法における肝障害の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 81 , 343

【著　　者】 古賀浩徳、原田 大、宍戸昌一郎、佐田通夫

【論　　題】 Troglitazone 肝障害

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 38 , 212～ 217

【著　　者】 吉森建一、鶴田 修、河野弘志、辻雄一郎、唐原 健、豊永 純、佐田通夫、有馬信
之

【論　　題】 深達度診断に苦慮した Is+IIc 型早期直腸癌の 1 例

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 39 , 132-134

【著　　者】 桑原礼一郎、久持顕子、緒方 啓、田中一雄、有永照子、井出達也、古賀郁利子、
神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 ステロイドパルス療法、サイクロスポリン (CyA) とラミブジン (LAM) 投与によ
り改善した B 型急性肝不全の 2 症例

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 81 , 342

25.内科学（二）
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【著　　者】 永松洋明、板野 哲、長岡 栄、黒木淳一、田尻能祥、松垣 諭、鳥村拓司、神代龍
吉、佐田通夫

【論　　題】 HBs 抗原陽性肝細胞癌症例への肝動注化学療法における肝障害の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 81 , 343

【著　　者】 古賀浩徳、原田 大、宍戸昌一郎、佐田通夫

【論　　題】 Troglitazone 肝障害

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 38 , 212～ 217

【著　　者】 菅 偉哉、小野尚文、岡部義信、佐田通夫、安陪等思、早渕尚文、伊集院裕康

【論　　題】 第 33 回 九州膵研究会 17. 3D-DSA による膵癌の動脈浸潤の評価

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 81 , 164

【著　　者】 岡部義信、小野尚文、菅 偉哉、神代龍吉、佐田通夫、自見厚朗、木下壽文、豊永
純、伊集院裕康

【論　　題】 第 33 回 九州膵研究会 18. Levovist 造影エコー法による膵癌の血流評価

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 81 , 164～ 165

【著　　者】 住江博明、酒井輝文、宮原真哉、峯苫智明、吉貝浩史、斎藤文彦、今村甲彦、中
野聖士、錦 建宏、黒田久志、檜垣浩一、佐田通夫

【論　　題】 第 33 回 九州膵研究会 16. 膵尾部癌に脾腫瘍を合併した 1 例

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 81 , 164

【著　　者】 鈴木飛鳥、光山慶一、富安信夫、高木孝輔、増田淳也、佐田通夫、豊永 純、松本
敏

【論　　題】 炎症性腸疾患における STAT3 の in vivo での役割

【雑 誌 名】 第 1回北部九州消化管リサーチカンファランス (福岡 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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【著　　者】 鈴木飛鳥、光山慶一、古賀浩徳、富安信夫、高木孝輔、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患に対する新規プレバイオティクス '' B.G.S. '' の効果

【雑 誌 名】 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業『難治性炎症性腸管障害に関
する調査研究』平成 15年度第 2回総会 (東京 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐田通夫、矢野博久、西口修平、岩崎良章

【論　　題】 肝がん撲滅を目指した C 型肝炎治療 -コンセンサスインターフェロンの果たす役
割

【雑 誌 名】 第 40 回日本肝臓学会総会 モーニングセミナー

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7

【著　　者】 原田 大、川口 巧、久米村寛大、柳本親利、佐田通夫

【論　　題】 Wilson 病蛋白 (ATP7B)

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 652～ 656

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【論　　題】 皮膚科医に役立つ C 型肝炎の知識

【雑 誌 名】 日本皮膚科学会研修委員会刊

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1～ 10

【著　　者】 光山慶一、鈴木飛鳥、富安信夫、増田淳也、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患に対する JNK 選択的阻害剤の治療応用

【雑 誌 名】 消化器と免疫

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 16～ 18

【著　　者】 富安信夫、鶴田 修、光山慶一、河野弘志、唐原 健、吉森建一、豊永 純、佐田通
夫、味岡洋一

【論　　題】 (10) 大腸原発 T 細胞性悪性リンパ腫の 1 例

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 8 , 659-664

【著　　者】 鶴田 修

【論　　題】 早期大腸癌 -診断の進歩 -

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 477～ 485

25.内科学（二）
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【著　　者】 吉森建一、鶴田 修、河野弘志、唐原 健、豊永 純

【論　　題】 発育進展における位置付け (3)大きい (10mm 以上 )IIa 病変の発育・進展における
位置付け

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 8 , 228-229

【著　　者】 光山慶一、鈴木飛鳥、富安信夫、増田淳也、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患に対する JNK 選択的阻害剤の治療応用

【雑 誌 名】 消化器と免疫

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 16-18

【著　　者】 中原慶太、有馬信之、鶴田 修、岡部義信、立石秀夫、豊永 純、佐田通夫、孝冨士
喜久生、武田仁良

【論　　題】 ひだ集中を伴う胃カルチノイド 1 例

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 369-376

【著　　者】 光山慶一

【論　　題】 炎症性腸疾患とプロバイオティクス、プレバイオティクス

【雑 誌 名】 治療学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 1250-1256

【著　　者】 光山慶一、鈴木飛鳥、富安信夫、増田淳也、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患に対する JNK 選択的阻害剤の治療応用

【雑 誌 名】 消化器と免疫

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 16-18

【著　　者】 光山慶一

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する新規プレバイオティクス BGS の効果

【雑 誌 名】 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 難治性炎症性腸管障害に関す
る調査研究 平成 15 年度研究報告書

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 92-93

【著　　者】 永松洋明、板野 哲、長岡 栄、黒木淳一、田尻能祥、松垣 諭、鳥村拓司、神代龍
吉、佐田通夫

【論　　題】 HBs 抗原陽性肝細胞癌症例への肝動注化学療法における肝障害の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 ,

25.内科学（二）
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【著　　者】 神代龍吉、井出達也、桑原礼一郎、佐田通夫

【論　　題】 ウイルス肝炎の自然経過と治療指針 B 型慢性肝炎の自然経過と治療指針

【雑 誌 名】 内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 93 , 420～ 424

【著　　者】 宮本安尚、於保和彦、坂本慶博、熊本正史、豊永 純

【論　　題】 上部消化管出血による内視鏡的治療 - 静脈瘤

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 1363-1369

【著　　者】 神代龍吉、井出達也、桑原礼一郎、佐田通夫

【論　　題】 ウイルス肝炎の自然経過と治療指針 B 型慢性肝炎の自然経過と治療指針

【雑 誌 名】 内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 93 , 420-424

【著　　者】 桑原礼一郎、久持顕子、緒方 啓、田中一雄、有永照子、井出達也、古賀郁利子、
神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 ステロイドパルス療法、サイクロスポリン (CyA) とラミブジン (LAM) 投与によ
り改善した B 型急性肝不全の 2 症例

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , 342

【著　　者】 原田 大、川口 巧、久米村寛大、柳本親利、佐田通夫。

【論　　題】 Wilson 病蛋白 (ATP7B)

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 652-656

【著　　者】 原田　大

【論　　題】 ウィルソン病遺伝子産物 (ATP7B) の分子機構

【雑 誌 名】 第 7 回ウィルソン病研究会学術集会

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15 , 116-117

【著　　者】 原田　大

【論　　題】 Wilson disease and hepatocellular carcinoma.

【雑 誌 名】 Arch Intern Med

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 43 , 1012-1013

25.内科学（二）
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【著　　者】 Takato Ueno, Tetsuharu Oriishi, Takuji Torimura, Ryuichiro Sakata, Michio Sata,
Ichiro Yoshida

【論　　題】 Relationship between student self-evaluations and evaluations by examiners in OSCE

【雑 誌 名】 11th International Ottawa Conference on Medical Education(Barcelona, Spain)

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 H. Hanai, Osamu Kanauchi, Keiichi Mitsuyama, A. Andoh, Y. Fujiyama, Michio Sata,
T Bamba, Y. Araki,  K. Takeuchi, T. Iida,

【論　　題】 Beneficial effcts of prebiotics germinated barley foodstuff in the long term treatment
of ulcerative colitis: a multicentre open control study

【雑 誌 名】 The 2004 Annual Meeting of the British Society of Gastroenterology(Glasgow, UK)

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kazunori Harada, Yutaka Matsui, Keiichi Mitsuyama, Asuka Suzuki, Nobuo
Tomiyasu, Kosuke Takaki, Yoshitaka Satoh, Brydon L. Bennett, Atsushi Toyonaga,
Micho Sata

【論　　題】 Effect of a specific JNK inhibitor in rat experimental gastric injury

【雑 誌 名】 DDW-USA (105th Annual Meeting of the American Gastroenterology
Association)(New Orleans, USA)

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

25.内科学（二）
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26.内科学（三）

「単行本 /著書」

【著　　者】 山岸昌一、今泉 勉
編者 :梅田文夫

【タイトル】 AGE阻害薬

【書名・発行所】「糖尿病性腎症と新しい治療戦略」 医薬ジャーナル社

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 200-205

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉
編者 :島田和幸

【タイトル】 心不全患者における降圧薬の使い方

【書名・発行所】「高血圧診療のコツと落し穴」 中山書店

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 76-77

【著　　者】 池田久雄、今泉 勉
編者 :池田康夫、丸山征郎

【タイトル】 喫煙と血小板

【書名・発行所】「血小板生物学」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 655-664

【著　　者】 卯木浩之、山岸昌一、今泉 勉、武城英明
監修 :今泉 勉  編者 :山岸昌一

【タイトル】 AGEsとインスリン抵抗性

【書名・発行所】「AGEs研究の最前線」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 141-146

【著　　者】 山本 敏、鈴木和子、山岸昌一、今泉 勉
監修 :今泉 勉  編者 :山岸昌一

【タイトル】 Glycotoxinとしての食品 AGEs

【書名・発行所】「AGEs研究の最前線」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 203-207

【著　　者】 山岸昌一、今泉 勉
監修 :今泉 勉  編者 :山岸昌一

【タイトル】 AGEs情報伝達阻害剤ー抗酸化の観点から

【書名・発行所】「AGEs研究の最前線」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 219-226

26.内科学（三）
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【著　　者】 中村和生、稲垣洋介、山岸昌一、今泉 勉
監修 :今泉 勉  編者 :山岸昌一

【タイトル】 RAGEの遺伝子多型

【書名・発行所】「AGEs研究の最前線」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 195-200

【著　　者】 大内田 昌直
編者 :浅田祐士郎、江頭健輔、甲斐久史、古森公浩、佐田政隆、室原豊明

【タイトル】 「急性心不全・肺水腫」

【書名・発行所】心臓ナビゲーター メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 294-295

【著　　者】 大内田昌直、竹内智宏、今泉 勉
編者 :松崎益徳

【タイトル】 5.急性心不全とは。㈪急性心不全の原因にはどのようなものがありますか ?また、
どんな検査が必要でしょうか ?

【書名・発行所】「心不全診療ガイダンス」 メジカルビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 34-35

【著　　者】 大内田昌直、竹内智宏、今泉 勉
編者 :松崎益徳

【タイトル】 5.急性心不全とは。㈰急性心不全でみられる呼吸困難の特徴を教えてください。

【書名・発行所】「心不全診療ガイダンス」 メジカルビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 32-33

【著　　者】 大内田昌直、竹内智宏、今泉 勉
編者 :松崎益徳

【タイトル】 5.急性心不全とは。㈬急性心不全にニトログリセリンの舌下は効くのでしょうか
?

【書名・発行所】「心不全診療ガイダンス」 メジカルビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 38-39

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉
編者 :猿田亨男

【タイトル】 虚血性心臓病合併の高血圧症

【書名・発行所】「新しい診断と治療の ABC20.高血圧症 .循環器 3.」 最新医学社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 190-196

26.内科学（三）
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【著　　者】 甲斐久史、今泉勉 編者 :荻原俊男、築山久一郎、横山光宏

【タイトル】 左室肥大とβ遮断薬

【書名・発行所】「β遮断薬のすべて」先端学社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 244-281

【著　　者】 甲斐久史
甲斐久史、浅田佑士郎、江頭健輔、古森公浩、佐田政隆、室原豊明編

【タイトル】 BIP

【書名・発行所】「心臓病ナビゲーター」
メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 122-123

【著　　者】 甲斐久史   甲斐久史、浅田佑士郎、江頭健輔、古森公浩、佐田政隆、室原豊明編

【タイトル】 左室リモデリング

【書名・発行所】「心臓病ナビゲーター」
メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 76-77

【著　　者】 大内田昌直、竹内智宏、今泉 勉
編者 :松崎益徳

【タイトル】 5.急性心不全とは ㈫重症の急性心不全とは、どのようなものを指すのでしょうか
?

【書名・発行所】「心不全診療ガイダンス」 メジカルビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 36-37

【著　　者】 田原宣広、今泉 勉 編者：山口 徹、堀 正二

【タイトル】 原発性肺高血圧症

【書名・発行所】循環器疾患最新の治療 2004-2005

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 347-348

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉 監修：矢崎義雄 編者：松澤佑次、永井良三、奥村勝彦

【タイトル】 降圧薬、昇圧薬、血管拡張薬

【書名・発行所】治療薬 UP-TO-DATE 2004、メディカルレビュー社、

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 202-238
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【著　　者】 足達 寿
編者 :小澤利男、上島弘嗣、大橋靖雄

【タイトル】 循環器疾患コホート研究の手引き

【書名・発行所】「Seven Countries Study」メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 109-112

【著　　者】 江口裕之
編者 :島田和幸

【タイトル】 冠動脈疾患における降圧薬の使い方

【書名・発行所】「高血圧診療のコツと落し穴」 中山書店

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78-79

【著　　者】 菅野 良、松岡秀洋、今泉 勉
編者 :熊谷裕生、小室一成、堀内正嗣、森下竜一

【タイトル】 CHARM

【書名・発行所】「ファーマナビゲーター ARB編」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 146-153

【著　　者】 加藤宏司、横山晋二、池田久雄
編者 :浅田祐士郎、江頭健輔、甲斐久史、古森公浩、佐田政隆、室原豊明

【タイトル】 APSIS

【書名・発行所】「心臓ナビゲーター」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 124-125

【著　　者】 嶋田寿文、岡田 靖
編者 :浅田祐士郎、江頭健輔、甲斐久史、古森公浩、佐田政隆、室原豊明

【タイトル】 診断法各論 (頸動脈エコー )

【書名・発行所】「心臓ナビゲーター」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 196-197

【著　　者】 山岸昌一、今泉 勉
編者 :共和企画

【タイトル】 食後高血糖による血管障害の分子機構ー軽症糖尿病におけるスターシスの位置付
けー

【書名・発行所】「2型糖尿病治療におけるナテグリニドの役割」 共和企画

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 128

26.内科学（三）
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yamagishi S, Inagaki Y, Nakamura K, Abe R, Shimizu T, Yoshimura A, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor inhibits TNF-α -induced interleukin-6 expression
in endothelial cells by suppressing NADPH oxidase-mediated reactive oxygen species
generation.

【雑 誌 名】 J Mol Cell Cardiol

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 37 , 497-506

【著　　者】 Murohara T, Ikeda H, Otsuka Y, Aoki M, Haramaki N, Katoh A, Takajo Y, Imaizumi
T

【論　　題】 Inhibition of platelet adherence to mononuclear cells by α -tocopherol. Role of
P-selectin.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 110 , 141-148

【著　　者】 Tokuda K, Kai H, Kuwahara F, Yasukawa H, Tahara N, Kudo H, Takemiya K, Koga
M, Yamamoto T, Imaizumi T

【論　　題】 Pressure-independent effects of angiotensin㈼ on hypertensive myocardial fibrosis.

【雑 誌 名】 Hypertension

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 43 , 499-503

【著　　者】 金原正昭、平木達朗、高木基成、稲毛智仁、大江征嗣、濱田敬史、吉田輝久、佐
川公矯、今泉 勉

【論　　題】 Brugada症候群における心室微小電位の分布ー 16点単極誘導加算平均心電図の臨
床的有用性

【雑 誌 名】 心電図

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 112-119

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、本間友基、森田博彦、佐々木健一郎、横山晋二、高城喜典、
江口裕之、服巻信也、池田久雄、今泉勉

【論　　題】 経皮的冠動脈形成術に伴う右室枝単独閉塞症例における急性期心電図変化および
臨床経過に関する検討

【雑 誌 名】 Jap. J. of Cardiovasc. Cath. Therap.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 23-29
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【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、本間友基、森田博彦、佐々木健一郎、横山晋二、高城喜典、
江口裕之、服巻信也、池田久雄、今泉 勉

【論　　題】 経皮的冠動脈形成術に伴う右室枝単独閉塞症例における急性期心電図変化及び臨
床経過に関する検討

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapeutics

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 23-29

【著　　者】 金原正昭、平木達朗、高木基成、稲毛智仁、大江征嗣、濱田敬史、吉田輝久、佐
川公矯、今泉 勉、豊増功次

【論　　題】 87点体表面電位図と加算平均心電図を用いて微小△波を検出しえたWPW症候群
の 1例

【雑 誌 名】 心臓

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 23-27

【著　　者】 森田博彦、勝田洋輔、江口裕之、竹下吉明、横山晋二、高城喜典、永田 剛、服巻
信也、甲斐久史、本間友基、今泉 勉

【論　　題】 虚血を伴わない陳旧性心筋梗塞の責任冠動脈に対する経皮的冠動脈形成術ー慢性
期血行再建による左室機能、運動耐容能改善効果

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Interventional Cardiology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 213-219

【著　　者】 金原正昭、平木達朗、高木基成、稲毛智仁、大江征嗣、濱田敬史、吉田輝久、佐
川公矯、今泉 勉、豊増功次

【論　　題】 Brugada症候群における心室微小電位の分布 -16点単極誘導加算平均心電図の臨
床的有用性 -

【雑 誌 名】 心電図

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 112-119

【著　　者】 Yamagishi S, Inagaki Y, Nakamura K, Imaizumi T

【論　　題】 Azelnidipine, a newly developed long-acting calcium antagonist, inhibits tumor
necrosis factor-α -induced interleukin-8 expression in endothelial cells through its
anti-oxidative properties.

【雑 誌 名】 J Cardiovasc Pharmacol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 43 , 724-730
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【著　　者】 Tahara N, Kai H, Niiyama H, Mori T, Sugi Y, Takayama N, Yasukawa H, Numaguchi
Y, Matsui H, Okamura K, Imaizumi T.

【論　　題】 Repeated gene transfer of naked prostacyclin synthase plasmid into skeletal muscles
attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension and prolongs survival in
rats.

【雑 誌 名】 Human Gene Ther

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 15 , 1270-1278

【著　　者】 Yamagishi S, Abe R, Inagaki Y, Nakamura K, Sugawara H, Inokuma D, Nakamura H,
Shimizu T, Takeuchi M, Yoshimura A, Bucala R, Shimizu H, Imaizumi T

【論　　題】 Minodronate, a newly developed nitrogen-containing bisphosphonate, suppresses
melanoma growth and improves survival in nude mice by blocking Vascular
Endothelial Growth Factor signaling.

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 165 , 1865-1874

【著　　者】 Fukami K, Ueda S, Yamagishi S, Kato S, Inagaki Y, Takeuchi M, Motoyama Y,
Bucala R, Iida S, Tamaki K, Imaizumi T, Cooper EM, Okuda S

【論　　題】 Advanced glycation end products activate mesangial TGF-b-Smad signaling via
angiotensin II-type I receptor interaction.

【雑 誌 名】 Kidny Int

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 66 , 2137-2147

【著　　者】 Tahara N, Kai H, Nakayoshi T, Ikeda S, Miyazaki H, Sugano R, Nagata T, Yamamoto
K, Imaizumi T

【論　　題】 Disappearance of cardiac gallium uptake after corticosteroid therapy for sarcoidosis.

【雑 誌 名】 Clin Cardiol

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 27 , 552

【著　　者】 Hino A, Adachi H, Toyomasu K, Yoshida N, Enomoto M, Hiratsuka A, Hirai Y, Satoh
A, Imaizumi T

【論　　題】 Very long chain N-3 fatty acids intake and carotid atherosclerosis-An epidemiological
study evaluated by ultrasonography-

【雑 誌 名】 Atherosclerosis

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 176 , 145-149
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【著　　者】 Shimada T, Takeshita Y, Murohara T, Sasaki K, Egami K, Shintani S, Katsuda Y,
Ikeda H, Nabeshima Y, Imaizumi T

【論　　題】 Angiogenesis and vasculogenesis are impaired in the precocious-aging klotho mouse.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 110 , 1148-1155

【著　　者】 Niiyama H, Kai H, Yamamoto T, Shimada T, Sasaki K, Murohara T, Egashira K,
Imaizumi T.

【論　　題】 Roles of endogenous monocyte chemoattractant protein-1 in the ischemia-induced
neovascularization.

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 44 , 661-666

【著　　者】 Kai M, Yamauchi A, Tominaga K, Koga A, Kai H, Kataoka Y.

【論　　題】 Soybean isoflavones eliminate nifedipine-induced flushing of tail skin in
ovaniectomized mice.

【雑 誌 名】 J Pharmacol Sci

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 95 , 476-478

【著　　者】 Kuwahara F, Kai H, Tokuda K, Takeya M, Takeshita A, Egashira K, Imaizumi T

【論　　題】 Hypertensive myocardial fibrosis and diastolic dysfunction-Another model of
inflammation-

【雑 誌 名】 Hypertension

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 43 , 739-745

【著　　者】 Abe R, Shimizu T, Yamagishi S, Shibaki A, Amano S, Inagaki Y, Watanabe H,
Sugawara H, Nakamura H, Takeuchi M, Imaizumi T, Shimizu H

【論　　題】 Overexpression of pigment epithelium-derived factor decreases angiogenesis and
inhibits the growth of human malignant melanoma cells in vivo.

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 164 , 1225-1232

【著　　者】 Hayashi T, Arimura T, Ueda K, Shibata H, Hohda S, Takahashi M, Hori H, Koga Y,
Oka N, Imaizumi T, Yasunami M, Kimura A

【論　　題】 Identification and functional analysis of a caveolin-3 mutation associated with familial
hypertrophic cardiomyopathy.

【雑 誌 名】 Biochem.Biophys.Res.Commun.

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 313 , 178-184
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【著　　者】 Okamoto K, Kato S, Arima N, Fujii T, Morimatsu M, Imaizumi T

【論　　題】 Cyclin-dependent kinase inhibitor, p21Waf1, regulates vascular smooth muscle cell
hypertrophy.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 283-291

【著　　者】 Takeuchi T, Adachi H, Ohuchida M, Nakamura T, Satoh A, Jacobs D R Jr, Imaizumi
T

【論　　題】 A case-control study found that low albumin and smoking were associated with aortic
dissection.

【雑 誌 名】 J Clin Epidemiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 57 , 386-391

【著　　者】 Toyoda K, Uwatoko T, Shimada T, Ibayashi S, Okada Y

【論　　題】 Recurrent small-artery disease in hyperhomocysteinemia: Windows stroke syndrome?

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 43 , 869-872

【著　　者】 Miura J, Uchigata Y, Yamamoto Y, Takeuchi M, Sakurai S, Watanabe T, Yonekura H,
Yamagishi S, Makita Z, Sato A, Omori Y, Yamamoto H, Iwamoto Y

【論　　題】 AGE down-regulation of monocyte RAGE expression and its association with diabetic
complications in type 1 diabetes.

【雑 誌 名】 J Diabetes Complications

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 18 , 53-59

【著　　者】 Takeuchi M, Yamagishi S

【論　　題】 TAGE (toxic AGEs) hypothesis in various chronic diseases.

【雑 誌 名】 Medical Hypotheses

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 63 , 449-452

【著　　者】 Takeuchi M, Yamagishi S

【論　　題】 Alternative routes for the formation of glyceraldehyde-derived AGEs (TAGE) in vivo.

【雑 誌 名】 Medical Hypotheses

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 63 , 453-455
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【著　　者】 Choei H, Sasaki N, Takeuchi M, Yoshida T, Ukai W, Yamagishi S, Kikuchi S, Saito T

【論　　題】 Glyceraldehyde-derived advanced glycation end producs in Alzheimer's disease.

【雑 誌 名】 Acta Neuropathologica

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 108 , 189-193

【著　　者】 Kaji T, Sakurai S, Yamamoto C, Fujiwara Y, Yamagishi S, Yamamoto H, Kinsella G
M, Wight N T

【論　　題】 Characterization of chondoritin/dermatan sulfate proteoglycans synthesized by bovine
retinal pericytes in culture.

【雑 誌 名】 Biol Pharm Bull

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 1763-1768

【著　　者】 Abe, R Shimizu T, Sugawara H, Watanabe H, Choei H, Sasaki N, Yamagishi S,
Takeuchi M, Shimizu H

【論　　題】 Regulation of human malignant melanoma growth and metastasis by AGE-AGE
receptor interactions.

【雑 誌 名】 J Invest Dermatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 122 , 461-467

【著　　者】 Hirai Y, Adachi H, Fujiura Y, Hiratsuka A, Enomoto M, Imaizumi T

【論　　題】 Plasma endothelin-1 level is related to renal function and smoking status but not to
blood pressure : an epidemiological study -.

【雑 誌 名】 J Hypertens

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 22 , 713-718

「その他」

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 CHARM-Added study

【雑 誌 名】 臨床高血圧

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 10 , 462-463

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 CHARM-Preserved study-

【雑 誌 名】 臨床高血圧

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 10 , 464-465

26.内科学（三）
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【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 CHARM-Altemative study-

【雑 誌 名】 臨床高血圧

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 10 , 460-461

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、有馬 健、齋藤 裕、香月与志夫、今泉 勉

【論　　題】 骨髄細胞移植による末梢動脈閉塞性疾患の治療

【雑 誌 名】 血管医学

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 5 , 547-552

【著　　者】 田原宣広、甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 肺高血圧に対する遺伝子治療

【雑 誌 名】 Cardiac Practice

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 15 , 401-406

【著　　者】 今泉 勉、京谷晋吾、白土邦男、甲斐久史

【論　　題】 座談会「原発性肺高血圧症治療の問題点と今後の展開」

【雑 誌 名】 Cardiac Practice

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 15 , 407-416

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、今泉 勉

【論　　題】 骨髄細胞移植による閉塞性動脈硬化症の治療

【雑 誌 名】 治療学

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 38 , 936-938

【著　　者】 宮本浩光、今泉 勉

【論　　題】 大規模臨床試験からみた心不全の薬物療法

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 21 , 943-948

【著　　者】 甲斐久史

【論　　題】 高血圧性心血管リモデリングと炎症ー反応性心筋線維化と拡張能障害ー

【雑 誌 名】 実験医学

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 22 , 1137-1142

26.内科学（三）
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【著　　者】 岡　直樹

【論　　題】 心筋細胞におけるカベオリン -3の役割と心筋症発症への関与

【雑 誌 名】 第 8回 日本心臓財団・ファイザー心血管病研究助成発表会 (東京 )で発表

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 αβブロッカー . 高血圧と高血圧性臓器障害

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 62 , 587-590

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 炎症性変化としての反応性心筋線維化ー高血圧性肥大心における拡張能障害のメ
カニズムー

【雑 誌 名】 循環器専門医

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 12 , 15-20

【著　　者】 勝田洋輔、竹下吉明、佐々木健一郎、新谷 理、岡崎梯之、明石英俊、吉本幸治、
室原豊明、今泉 勉

【論　　題】 末梢動脈閉塞性疾患に対する自己骨髄細胞移植による血管再生療法

【雑 誌 名】 THE CIRCULATION FRONTIR

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 8 , 36-43

【著　　者】 江口裕之、今泉 勉

【論　　題】 心筋梗塞の診断

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 81 , 6-11

【著　　者】 日野明日香、豊増功次、吉田典子、足達 寿、今泉 勉

【論　　題】 ストレス状況と栄養摂取状況の関連について

【雑 誌 名】 久留米大学健康・スポーツ科学センター研究紀要

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 45-51

【著　　者】 江口裕之、今泉 勉

【論　　題】 狭心症の薬物療法

【雑 誌 名】 CLINIC magazine

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 45-50

26.内科学（三）
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【著　　者】 岡 直樹、大村治也、今泉 勉

【論　　題】 【内科外来診療実践ガイド 個別診療を重視したこれからの診療のすべて】疾患別
診療ガイド 心筋症

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 21 , 115-119

【著　　者】 今泉 勉、岡 直樹

【論　　題】 【心臓病の外来診療】心臓病の診断と治療 心筋症 肥大型心筋症

【雑 誌 名】 日本医師会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 132 , s175-s178

【著　　者】 平井祐治、池田久雄

【論　　題】 産褥性心筋症

【雑 誌 名】 Heart View

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 6 , 88-90

【著　　者】 長田克則、今泉 勉

【論　　題】 心臓移植の適応基準

【雑 誌 名】 心臓病の外来診療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 144

【著　　者】 長田克則、今泉 勉

【論　　題】 慢性疾患の予後決定因子ー慢性心不全

【雑 誌 名】 成人病と生活習慣病

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 794-797

【著　　者】 山岸昌一、今泉 勉

【論　　題】 糖尿病による大血管障害発症、進展の分子機構

【雑 誌 名】 CIRC Review

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , 6-9

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 白衣高血圧

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62 , 423-430

26.内科学（三）
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【著　　者】 山岸昌一、今泉 勉

【論　　題】 糖尿病血管合併症の分子機構

【雑 誌 名】 血管医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 5 , 595-602

【著　　者】 Takeuchi M, Kikuchi S, Sasaki N, Suzuki T, Watai T, Iwaki M, Bucala R, Yamagishi
S

【論　　題】 Involvement of Advanced Glycation End-products (AGEs) in Alzheimerユ s Disease.

【雑 誌 名】 Curr Alzheimer Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , 39-46

26.内科学（三）
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27.内分泌代謝内科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 森昌朋 (編集 )  廣松雄治

【タイトル】 バセドウ病眼症の治療と選択基準

【書名・発行所】甲状腺疾患、最新医学社

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 P230-239

【著　　者】 阿部好文・西川哲男 (編 )  廣松雄治

【タイトル】 バセドウ病眼症 ソマトスタリン・アナログ薬

【書名・発行所】臨床に直結する内分泌・代謝疾患治療のエビデンス

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 P63～ 65

【著　　者】 河盛隆造 ,春日雅人 ,田嶼尚子編   山田研太郎 他

【タイトル】 AGE阻害薬

【書名・発行所】先端医学社 , KEY WORD糖尿病 第 2版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p118-119

【著　　者】 河盛隆造 ,春日雅人 ,田嶼尚子編   山田研太郎 他

【タイトル】 暁現象とソモジー効果

【書名・発行所】先端医学社 , KEY WORD糖尿病 第 2版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p96-97

【著　　者】 河盛隆造編
山田研太郎 他

【タイトル】 火と油

【書名・発行所】永井書店 , シミュレイション内科 糖尿病を探る

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p149-152

【著　　者】 門脇孝 ,小川佳宏 ,下村伊一郎編 ,  山田研太郎 ,相澤徹 他 315名

【タイトル】 清涼飲料水ケトーシス

【書名・発行所】医歯薬出版 , 糖尿病・代謝症候群―state of arts 2004-2006

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p274-276

27.内分泌代謝内科学
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 中村 弥生、今村洋一、村石和久、中山ひとみ、高田和奈、香野修介、高根直子、
小路眞護、広松雄治、山田研太郎

【論　　題】 胃切除後 2型糖尿病患者の血糖変動の持続血糖測定器による評価

【雑 誌 名】 糖尿病

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 47 , 283

【著　　者】 広松雄治、福谷知香、一村美智子、迎 徳範、高田和奈、賀来寛雄、今村洋一、三
宅育代、 香野修介、高根直子、小路眞護、山田研太郎

【論　　題】 GAD抗体陽性バセドウ病患者における遺伝的素因に関する研究

【雑 誌 名】 糖尿病

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 47 , 125

【著　　者】 Fukutani T,Hiromatsu Y,Kaku H, Miyake I,Mukai T,Imamura Y,Kohno S,
Takane N,Shoji S,Otabe S,Yamada K

【論　　題】 A polymorphism of interferon-γ gene associated with changes of anti-thyrotropin
receptor antibodies induced by antithyroid drug treatment for Graves' disease in
Japanese patients

【雑 誌 名】 Thyroid

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , p91-95

【著　　者】 広松雄治 ,迎 徳範 ,高田和奈 ,賀来寛雄 ,中山ひとみ ,今村洋一 ,三宅育代 ,香野修
介 ,高根直子 ,小路眞護 ,山田研太郎

【論　　題】 バセドウ病の経過中に抗 GAD抗体価が上昇し 1型糖尿病を発症した 1例

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , p107-110

【著　　者】 Kurata S, Ishibashi M, Nishida H, Hiromatsu Y, Hayabuchi N.

【論　　題】 A clinical assessment of the relationship between bone scintigraphy and serum
biochemical markers in hemodialysis patients.

【雑 誌 名】 Ann Nucl Med

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 18 , p513-518

【著　　者】 Hiromatsu Y, Kaku H, Mukai T, Miyake I, Fukutani T, Koga M, Shoji S, Toda S,
Koike N.

【論　　題】 Immunohistochemical analysis of bcl-2, Bax and Bak expression in thyroid glands
from patients with Graves' disease.

【雑 誌 名】 Endocr J

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 51 , p399-405

27.内分泌代謝内科学
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【著　　者】 Bednarczuk T, Hiromatsu Y, Seki N, Ploski R, Fukutani T, Kurylowicz A, Jazdzewski
K, Chojnowski K, Itoh K, Nauman J.

【論　　題】 Association of tumor necrosis factor and human leukocyte antigen DRB1 alleles with
Graves' ophthalmopathy.

【雑 誌 名】 Hum Immunol

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 65 , p632-639

【著　　者】 Ploski R, Bednarczuk T, Hiromatsu Y.

【論　　題】 Distribution of TNFA haplotypes in healthy Caucasians: comment on the articles by
Newton et al and Zeggini et al.

【雑 誌 名】 Arthritis Rheum

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 50 , p2034-2035

【著　　者】 Bednarczuk T, Kurylowicz A, Hiromatsu Y, Kiljanskic J, Telichowska A, Nauman J

【論　　題】 Association of G-174C polymorphism of the interleukin-6 gene promoter with Graves'
ophthalmopathy.

【雑 誌 名】 Autoimmunity

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 37 , p223-226

「その他」

【著　　者】 三宅育代、広松雄治

【論　　題】 【日常の見逃されやすい内分泌疾患 新しい診断法とその治療の update】
Graves'ophthalmopathy

【雑 誌 名】 成人病と生活習慣病

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 34 , p1227-1230

【著　　者】 小路眞護、迎 徳範、内村直尚

【論　　題】 生活習慣病と睡眠障害 2)糖尿病における睡眠障害

【雑 誌 名】 ライフ・サイエンス社 PROGRESS IN MEDICINE

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 24 , p57～ 62

【著　　者】 廣松 雄治

【論　　題】 【病気と薬の説明ガイド 2004】内分泌・代謝疾患 甲状腺機能亢進症・甲状腺機能
低下症

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , P1205-1212

27.内分泌代謝内科学
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【著　　者】 今村洋一 ,山田研太郎

【論　　題】 Preprogrammable insulin infusion device system

【雑 誌 名】 Diabetes Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 32 , 11-4

【著　　者】 山田　研太郎

【論　　題】 膵島の再生力を用いた 1型糖尿病の治療 -NODマウスモデルでの研究

【雑 誌 名】 内分泌・糖尿病科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 18 , 573-577

【著　　者】 山田　研太郎

【論　　題】 肥満症と 2型糖尿病の遺伝因子

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 67 , 147-149

【著　　者】 Peter Cantillon, Linda Hutchinson, Diana Wood 編 , 吉田一郎 監訳   山田研太郎他

【論　　題】 臨床現場における学習と教育

【雑 誌 名】 医学教育 ABC学び方 ,教え方
篠原出版新社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 p94-109

【著　　者】 廣松 雄治

【論　　題】 Interleukin-18 gene polymorphism and Graves' disease

【雑 誌 名】 11st International symposium on Molecular Thyroidology, Okinawa

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

27.内分泌代謝内科学
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28.腎臓内科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 梅田文夫編 玉置清志

【タイトル】 ネフローゼの治療

【書名・発行所】糖尿病性腎症と新しい治療戦略

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 130-141

【著　　者】 浦信行他監修 玉置清志

【タイトル】 TGF-b

【書名・発行所】腎臓ナビゲーター

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 80-81

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kei Fukami,Seiji Ueda,Sho-ichi Yamagishi,Seiya Kato,Yosuke Inagaki,Masayoshi
Takeuchi,Yoshihiro Motomiya,Richard Bucala,Shuji Iida,Kiyoshi Tamaki,Tsutomu
Imaizumi,Mark E.Cooper,and Seiya OKuda

【論　　題】 AGEs activate mesangial TGF-β -Smad signaling via an angiotensin Ⅱ type I
receptor interaction

【雑 誌 名】 Kidney International

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 66 , p2137~2147

28.腎臓内科学
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29.小児科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 津村直幹 (編者 )市川光太郎

【タイトル】 小児救急医療治療ガイドライン -抗菌薬 ,抗ウイルス薬 -

【書名・発行所】小児救急医療治療ガイドライン ,診断と治療社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 37-48

【著　　者】 水島 祐、黒川 清編 芳野 信

【タイトル】 今日の治療と看護 改訂第 2版 「Reye症候群」

【書名・発行所】南江堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1406-1409

【著　　者】 市川光太郎編 芳野 信

【タイトル】 小児科外来診療のコツと落とし穴 5 小児救急 「救急医療における先天代謝異常症
-ありふれた徴候の背後に潜むもの」

【書名・発行所】中山書店

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 94

【著　　者】 市川光太郎 (編者 )、松石豊次郎、吉田一郎、山下裕史朗

【タイトル】 意識障害

【書名・発行所】内科・小児科研修医のための小児救急医療治療ガイドライン 診断と治療社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 79-84

【著　　者】 多田裕 (編者 )、松石豊次郎、久佐賀晃

【タイトル】 てんかんに対する薬物治療の基本的考え方

【書名・発行所】周産期の治療薬マニュアル 東京医学社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 519-537

【著　　者】 石井正浩、姫野和家子、松石豊次郎

【タイトル】 循環器疾患・川崎病

【書名・発行所】内科医・小児科研修医のための小児救急医療治療ガイドライン .

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 227-236
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【著　　者】 山下裕史朗

【タイトル】 教育の環境・動機づけ、関連性、ロールモデルとしての教員、教育環境を最大限
に整える

【書名・発行所】医学教育 ABC学び方 ,教え方

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 154-162

【著　　者】 山下裕史朗、大矢崇志

【タイトル】 無熱性けいれん

【書名・発行所】内科医・小児科研修医のための小児救急医療治療ガイドライン

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 167-171

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 織田慶子 ,池永昌昭 ,大津寧 ,津村直幹

【論　　題】 最近 3年間に大学病院小児科で分離した緑膿菌の基礎的・臨床的検討

【雑 誌 名】 日本化学療法学会雑誌

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 52 , 82-85

【著　　者】 古賀敦子、古賀靖敏

【論　　題】 神経症状を有するミトコンドリア遺伝子異常

【雑 誌 名】 小児科

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 45 , 51～ 61

【著　　者】 Suzuki T, Ito S, Inagaki K, Suzuki N, Tomita Y, Yoshino M, Hashimoto T

【論　　題】 Investigation on the IVS5 +5G → A splice site mutation of HPS1 gene found in
Japanese patients with Hermansky-Pudlak syndrome.

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 106-108

【著　　者】 Wada N, Matsuishi T, Nonaka M, Naito E, Yoshino M

【論　　題】 Pyruvate dehydrogenase E1α subunit deficiency in a female patient: evidence of
antenatal origin of brain damage and possible etiology of infantile spasms

【雑 誌 名】 Brain & Development

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , 57-60
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【著　　者】 山下裕史朗、松石豊次郎

【論　　題】 研究会ネットワークで学校へ介入し不登校が解決したアスペルガー症候群児 .

【雑 誌 名】 Neonatal Care.別冊

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 96

【著　　者】 松石 豊次郎

【論　　題】 教授の旬・日記 .

【雑 誌 名】 小児科臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 57 , 2-4

【著　　者】 松石 豊次郎

【論　　題】 特別講演 /ライフサイクルからみた低極出生体重児の支援 .

【雑 誌 名】 Neonatal Cae別冊

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 96

【著　　者】 阪上尊彦、牟田広実、石井正浩、江上公康、古井潤、菅原洋子、赤木禎治、中村
好一、柳川洋、松石豊次郎

【論　　題】 川崎病年長例の検討 -第 16回全国調査より -.

【雑 誌 名】 日本小児科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 108 , 1043-1046

【著　　者】 松石豊次郎、小西行郎

【論　　題】 小児神経学会の新たな活動の展開ー社会活動・広報委員会の発足

【雑 誌 名】 脳と発達

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 187-188

【著　　者】 石井正浩、姫野和家子、松石豊次郎

【論　　題】 小児での超音波の役割

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 979-987

【著　　者】 山下裕史朗、松石豊次郎

【論　　題】 注意欠陥多動性 (ADHD)に対する薬物療法 .

【雑 誌 名】 小児科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 45 , 1235-1239
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【著　　者】 谷秀和、木村光一、籠手田雄介、坂口由一、岡松由記、熊谷優美、大和靖彦、松
田健太郎、松石豊次郎、坂本菊男、中島格、橋野かの子、豊田温

【論　　題】 マグネットシート誤飲後、食道潰瘍を来した 10か月の男児例 .

【雑 誌 名】 筑後小児科医会会報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15 , 28-31

【著　　者】 松石 豊次郎

【論　　題】 自閉症における水銀 .メチロサールの関与に関する声明 .

【雑 誌 名】 脳と発達

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 79-80

【著　　者】 大和靖彦、中嶋英輔、木村昭彦、熊谷優美、前田公史、牛島高介、藤沢卓爾、松
石豊次郎

【論　　題】 B型肝炎母子感染防止事業改定後の HBV母子感染例の検討 .

【雑 誌 名】 日本小児科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 108 , 761-764

【著　　者】 三浦寿男、飯沼一宇、佐々木聖、大澤真木子、岩本弘子、平田善章、山野恒一、
川脇寿、岡次、満留昭久、松石豊次郎、泉達郎、松倉誠、福山幸夫

【論　　題】 てんかん患者を対象とした新規バルプロ酸ナトリウム徐放剤の多施設共同臨床試
験成績 .

【雑 誌 名】 小児科臨床別冊

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 57 , 1729-1738

【著　　者】 松石豊次郎、植田浩司

【論　　題】 福岡県支部 (福岡県小児保健研究会 )の歴史 .

【雑 誌 名】 小児保健研究増刊号

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 63 , 277-278

【著　　者】 松石 豊次郎

【論　　題】 発達遅滞児 /精神遅滞児の評価における臨床の意義 .

【雑 誌 名】 脳と発達

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 230-231

【著　　者】 山下裕史朗、松石豊次郎

【論　　題】 研究会ネットワークで学校介入し不登校が解決したアスペルガー症候群児

【雑 誌 名】 Neonatal Care

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 96
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【著　　者】 山下 裕史朗

【論　　題】 注意欠陥多動性障害の包括的治療 :ニューヨーク州立バッファロー校と久留米市
での実践

【雑 誌 名】 筑後小児科医会会報 第 15報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 7-14

【著　　者】 山下 裕史朗

【論　　題】 久留米保健福祉環境事務所の「就学前の気になるお子様の相談」の現状

【雑 誌 名】 チャイルドヘルス

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 67-70

【著　　者】 山下裕史朗、水間宗幸

【論　　題】 久留米市とその周辺地域における軽度発達障害児の支援システム

【雑 誌 名】 LD研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 13 , 53-58

【著　　者】 Suda K, Matsumura M, Miyanishi S, Uehara K, Sugita T, Matsumoto M.

【論　　題】 Increased vascular endothelial growth factor in patients with cyanotic congenital heart
diseases may not be normalized after a Fontan type operation.

【雑 誌 名】 Ann Thorac Surg

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 78 , 942-946

【著　　者】 Suda K, Matsumura M, Matsumoto M.

【論　　題】 Recanalization of occluded modified Blalock-Taussig shunt using topical recombinant
tissue plasminogen activator with balloon angioplasty.

【雑 誌 名】 Cardiol Young

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 14 , 322-323

【著　　者】 Suda K Raboisson MJ, Piette E, Dahdah N, Miro J.

【論　　題】 Reversible Atrioventricular conduction disturbances associated with closure of atrial
septal defects using the Amplatzer device.

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 43 , 1677-1682
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【著　　者】 Suda K, Matsumura M, Matsumoto M.

【論　　題】 Balloon dilation of the stenotic fifth aortic arch in a newborn with double-lumen aortic
arch.

【雑 誌 名】 Heart

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 90 , 245

【著　　者】 Suda K, Matsumura M, Hayashi Y.

【論　　題】 Myotonic dystrophy presented by atrial flutter in a school child.

【雑 誌 名】 Cardiol Young

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 14 , 89-92

【著　　者】 Shintaku H, Okano Y, Aoki K, Ohura K, Matsubara Y, Kure S, Ohwada M, Suzuki K,
Kitagawa T, Sugiyama N, Sakura N,Yoshino M, Yoshida I

【論　　題】 Long-term treatment and diagnosis of tetrahydrobiopterin-responsive
hyperphenylalaninemia with a mutant phenylalanine hydroxylase gene

【雑 誌 名】 Pediatr. Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 425-430

【著　　者】 Toyoda T, Tsumura N, Matsuishi T, Matsuo M, Miyazaki S, Saikusa H

【論　　題】 DNA microarray analysis of encephalitis/encephathy by influenza virus.

【雑 誌 名】 Ind Congr Ser.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1263 , 468-471

【著　　者】 Himeno W, Akagi T, Maeno Y, Iemura M, Ishii M, Matsuishi T

【論　　題】 Transthracic echocardiography-assisted valve perforation in pulmonary atresia.

【雑 誌 名】 Pediatric International

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 46 , 748-750

【著　　者】 Muta H, Ishii M, Egami K, Hayasaka S, Nakamurra Y, Yanagawa H, Matsuishi T

【論　　題】 Serum sodium levels in patients with Kawasaki disease.

【雑 誌 名】 Pediatr Cardiol (in press)

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Muta H,Ishii M, Rgami K, Furui J, Sugahara Y, Akagi T,Matsuishi T et al.

【論　　題】 Ealry Intravenous Gamma-Globlin Treatment for Kawasaki Disease: The Nationwide
surveys in Japan.

【雑 誌 名】 J Pediatr

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 144 , 496-499
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【著　　者】 Nagamitsu S, Kuriaki M, Yamashita Y, Takashima S, Matsuishi T

【論　　題】 Are video game harmful to a child's brain? Differing prefrontal cerebral blood flow
pattaerns between children and adults during video game.

【雑 誌 名】 Pediatric Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 592

【著　　者】 Muta H, Ishii M, Sakaue T, Egami K, Furui J, Sugahara Y, Akagi T, Nakamura Y,
Yanagawa H, Matsuishi T

【論　　題】 Older age is a risk factor for the development of cardiovascular sequelae in Kawaseki
disease.

【雑 誌 名】 Pediatrics

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 114 , 751-754

【著　　者】 古賀　靖敏

【論　　題】 MELAS and L-arginine therapy.

【雑 誌 名】 Brain & Development

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】  in press

【著　　者】 Yamashita Y, Isagai T, Seki Y, Ohya T, Ngamitsu S,Matsuishi T

【論　　題】 West syndrome associated with administration of a histamine H1 antagonist.

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 273-275

【著　　者】 Yamashita Y, Kusaga A, Koga Y, Nagamitsu S, Matsuishi T

【論　　題】 Noonan syndrome, Moyamoya-like vascular changes,and antiphospholipid syndrome.

【雑 誌 名】 Pediatr Neurol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 364-366

「その他」

【著　　者】 須田 憲治

【論　　題】 胎児心エコーの心血行動態を知る。

【雑 誌 名】 心エコー

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 15 , 114-123
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【著　　者】 津村　直幹

【論　　題】 インフルエンザの予防と治療 -抗インフルエンザ薬 -

【雑 誌 名】 筑後小児科医だより

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 52 ,  24
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30.放射線医学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 放射線治療事故と精度管理 (QA):事故調査を踏まえて

【雑 誌 名】 INNERVISION

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 19 , 46-48

【著　　者】 早渕尚文、遠藤真広、廣川 裕、保科正夫、渡辺良晴、福村明史、佐方周防

【論　　題】 放射線治療におけるリスクマネジメント -国立弘前病院の過剰照射調査団報告か
ら -

【雑 誌 名】 Radiology Frontier

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 7 , 103-106

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 Radiocurable tumors and non-radiocurable tumors

【雑 誌 名】 JMAJ

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 47 , 79-83

【著　　者】 Kaida H, Ishibashi M, Baba K, Nishida H, Maysuoka K, Hayabuchi N.

【論　　題】 Extraosseous uptake of metastatic lymph nodes of ureteral cancer on Tc-99m
hydroxymethylene disphosphonate bone scintigraphy.

【雑 誌 名】 Br J Radiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 77 , 869-870

【著　　者】 Kurata S, Ishibashi M, Nishida H, Hiromatsu Y, Hayabuchi N.

【論　　題】 A clinical assessment of the relationship between bone scintigraphy
and serum biochemical markers in hemodialysis patients.

【雑 誌 名】 Ann Nucl Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 18 , 513-518

【著　　者】 Fukuda T, Ishibashi M, Shinohara T, Miyake T, Kudoh T, Saga T

【論　　題】 Follow-up assessment of collateral circulation in patients with Kawasaki disease who
underwent dipyridamole stress technetium-99m tetrofosmin scintigraphy

【雑 誌 名】 Pediatric Cardiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 in press
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【著　　者】 Tanaka N, Martin J-B, Tokunaga K, Abe T, Uchitama U, Hayabuchi N, Berkefeld J,
Ruefenacht DA

【論　　題】 Conformity of carotid stents with vascular anatomy: Evaluation in carotid models

【雑 誌 名】 Am J Neuroradiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 604-607

「その他」

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 久留米大学放射線医学教室の歴史、現状と将来

【雑 誌 名】 九州大学医学研究院臨床放射線科学創立 75回記念講演会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 教育講演 放射線治療のリスクマネージメント

【雑 誌 名】 第 12回技師長研修会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 放射線治療品質管理士制度について 放射線治療における臨床試験の体系化に関す
る研究 -安全管理と質の管理を含む -

【雑 誌 名】 国立がんセンター中央病院

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 放射線治療における過剰・過小照射事故の経緯は今後のリスクマネジメントにど
う生かせるか

【雑 誌 名】 日本アイソトープ協会 第 12回九州支部放射線取扱主任者部会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 リフレッシャーコース 悪性リンパ腫 :治療の基本とその応用

【雑 誌 名】 第 40回日本医学放射線学会秋季臨床大会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 質の高いがん診療を目指した専門医制度のあり方

【雑 誌 名】 第 10回日本癌治療学会教育セミナー

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 シンポジウム :放射線治療に期待されるもの 超高齢化社会におけるがん治療への
提言 :放射線腫瘍医の立場から

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 超高齢化社会におけるがん治療への提言 :放射線腫瘍医の立場から

【雑 誌 名】 日本癌学会学術総会記事

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 59-61

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 基調講演 放射線治療事故事例と今後の対策

【雑 誌 名】 第 8回放射線事故医療研究会

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 特別講演 悪性リンパ腫の治療 -放射線腫瘍医の立場から -

【雑 誌 名】 第 81回近畿血液学地方会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕尚文、鈴木 弦、鹿間直人、小口正彦、中村和正、宮田佐門、柏戸宏造、磯部
公一、芝本雄太、武本充広

【論　　題】 胃悪性リンパ腫に対する非切除放射線治療

【雑 誌 名】 第 63回日本医学放射線学会総会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 教育講演 放射線治療 :悪性リンパ腫

【雑 誌 名】 第 63回日本医学放射線学会総会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】
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【著　　者】 早渕 尚文

【論　　題】 特別報告 国立弘前病院過剰照射事故の調査中間報告

【雑 誌 名】 第 158回日本医学放射線学会九州地方会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】
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31.神経精神医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 土生川 光成 , 内村 直尚 , 野瀬 巌 , 江崎 和久 , 菊池 淳 , 末安 禎子

【タイトル】 睡眠時無呼吸症侯群に対するチーム医療の取り組み

【書名・発行所】臨床精神医学

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 33 , 1373-1382

【著　　者】 武田雅俊、鹿島春雄「編」前田久雄

【タイトル】 向精神薬療法 : 抗不安薬、睡眠薬、抗痴呆薬

【書名・発行所】コア・ローテイション 精神科  金芳堂

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 110～ 115

【著　　者】 飛鳥井望、前田正治、元村直靖 (監訳 )

【タイトル】 衝撃的な体験がもたらす心理的影響

【書名・発行所】サイコロジカル・トラウマ 金剛出版

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 17-46

【著　　者】 O・スプリーン , E・ストラウス 著   秋元波留夫 監修 ,滝川守国 , 前田久雄 ,三山
吉夫 ,藤元登四郎 監訳
恵紙 英昭 (翻訳 )

【タイトル】 遂行機能

【書名・発行所】神経心理学検査法 第 2版 創造出版 東京

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 183-217

【著　　者】 金吉晴、飛鳥井望、加藤 寛、前田正治ほか

【タイトル】 職場事故と PTSD

【書名・発行所】 PTSD(外傷後ストレス障害 )星和書店

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 181-195

【著　　者】 村崎光邦編者 ;内村直尚

【タイトル】 睡眠障害

【書名・発行所】エルゼビア・ジャパン、中枢神経

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 75-104
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 丸岡隆之、山内今日子、前田正治、大江美佐里、恵紙英昭、田中みとみ、後藤直
樹、小鳥居 望、前田久雄

【論　　題】 治療導入期における入院集団精神療法ー急性期治療病棟での試みー

【雑 誌 名】 精神科治療学

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 19 , 1453-1460

【著　　者】 大江 美佐里 ,植田 健嗣 ,後藤 直樹 ,小鳥居 望 ,丸岡 隆之 ,恵紙 英昭 ,前田 久雄

【論　　題】 久留米大学病院における抗精神病薬治療の実際―退院患者を対象とした処方調査
より―

【雑 誌 名】 九神精医

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 50 , 179-184

【著　　者】 小山明日香 , 石田重信 , 丸岡隆之 , 伊藤弘人 , 前田久雄

【論　　題】 精神科急性期治療病棟退棟患者の再入院を予測する特徴

【雑 誌 名】 臨床精神医学

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 33 , 1501～ 1507

【著　　者】 小鳥居 望、柴田亜矢子、上野雄文、恵紙英昭、前田久雄

【論　　題】 悪性症候群の回復過程で m-ECTを施行した遅発性緊張病の 1例

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 50 , 93-102

【著　　者】 田中みとみ、丸岡隆之、恵紙英昭

【論　　題】 コミュニティーミーティングで病棟規則を変えたー集団療法を核とした病棟改
革ー

【雑 誌 名】 精神科看護

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 31 , 17-25

【著　　者】 内村直尚、恵紙英昭

【論　　題】 不眠症の薬物療法と離脱法

【雑 誌 名】 カレントテラピー

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 22 , 52-56
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【著　　者】 浅海安雄、富田 克、本岡大道、石田重信

【論　　題】 Charles Bonnet syndromeの 1例

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 46 , 535～ 541

【著　　者】 浅海安雄、富田 克、本岡大道、石田重信、前田久雄

【論　　題】 Charles Bonnet syndromeの 1例 病態仮説における 1試論

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 46 , 535-541

【著　　者】 内野俊郎、牧田 潔、内村直尚

【論　　題】 心理教育のアウトカム -その効果とセルフ・スティグマに対しての課題および展
望

【雑 誌 名】 Schizophrenia Frontier

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 5 , 4346

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、丸岡隆之、後藤直樹、小鳥居 望、大江美佐里、永松青
久、廣橋伸之、前田久雄

【論　　題】 大学病院精神科急性期治療病棟における合併症治療の現状と課題

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 50 , 24～ 40

【著　　者】 前田正治、丸岡隆之

【論　　題】 治療同盟の結び方

【雑 誌 名】 精神科臨床サービス

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 372-376

【著　　者】 座親芙美江、前田正治、丸岡隆之

【論　　題】 妊娠と睡眠障害

【雑 誌 名】 臨床精神薬理

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 1905-1913

【著　　者】 石田　重信

【論　　題】 高次脳機能障害患者のリハビリテーション

【雑 誌 名】 福岡県高次脳機能障害支援モデル事業 平成 15年度報告書

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38～ 41
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【著　　者】 土生川光成、内村直尚、野瀬 巌、江崎和久、菊池 淳、末安禎子、小路眞護、上野
友愛、橋本鶴美

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群に対するチーム医療の取り組み

【雑 誌 名】 臨床精神医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 33 , 1373-1382

【著　　者】 安達康子、野瀬 巌、西田秀美、内村直尚、立石裕宣、漁原洋子、武田奈緒美、吉
田清美、山本高士、大和由紀夫、田尻哲也、飯田修司、吉武信行、和田芳文、前
田久雄、奥田誠也

【論　　題】 慢性維持透析患者の A行動パターンスクリーニングテスト

【雑 誌 名】 日本透析医学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 37 , 1633-1638

【著　　者】 竹内 暢、内村直尚、小鳥居 湛、小峰史香、前田久雄

【論　　題】 46歳時に情動脱力発作が出現したナルコレプシ -の 1例

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 46 , 709-714

【著　　者】 山本克康、内村直尚、土生川光成、竹内 暢、大島博治、大島正親、前田久雄

【論　　題】 レム睡眠行動障害に対する SSRIの有効性の検討

【雑 誌 名】 九州精神神経医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 135-135

【著　　者】 橋爪　祐二

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群と鑑別を要する疾患

【雑 誌 名】 Mebio

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 21 , 81-85

【著　　者】 Ito H, Kohno T, Ishida S, Maeda H

【論　　題】 Gender difference in QTc prolongation of people with mental disorders.

【雑 誌 名】 Ann Gen Hosp Psychiat

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 3-8
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【著　　者】 Ueno T, Morita K, Shoji Y, Yamamoto M, Yamamoto H, Maeda H.

【論　　題】 Recognition of facial expression and visual P300 in schizophrenic patients:
Differences between paranoid type patients and non-paranoid patients.

【雑 誌 名】 Psychiat Clin Neurosci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 585-592

「その他」

【著　　者】 内村直尚、中島 亨、橋爪祐二、大山 哲、土生川光成、小鳥居望、桑原啓郎、前田
久雄

【論　　題】 ゾルピデムの不眠症患者の睡眠構築に及ぼす影響ーブロチゾラムを対照とした無
作為化クロスオーバー比較試験での検討―

【雑 誌 名】 第 34回日本臨床神経生理学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 植田健嗣、大江美佐里、後藤直樹、小鳥居 望、丸岡隆之、恵紙英昭、前田久雄

【論　　題】 大学病院急性期治療病棟における抗精神病薬・処方調査の結果から

【雑 誌 名】 第 57回九州精神神経学会 佐賀

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 53

【著　　者】 金原伸一、恵紙英昭、田中みとみ、小鳥居 望、後藤直樹、大江美佐里、丸岡隆
之、本岡大道、橋爪祐二、前田久雄

【論　　題】 大学病院の急性期治療病棟における時間外電話対応及び受診状況

【雑 誌 名】 第 17回日本総合病院精神医学会総会 東京

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 S-126

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、坂本明子

【論　　題】 大学病院精神科における急性期治療病棟の運営と地域精神医療

【雑 誌 名】 第 17回日本総合病院精神医学会総会 (東京 )シンポジウム 総合病院精神科と地域
精神医療

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 S-50

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 薬物に関する高校生の実態と今後の課題

【雑 誌 名】 福岡県立明善高等学校 平成 16年度薬物乱用防止懇話会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 金原伸一、恵紙英昭、田中みとみ、小鳥居 望、後藤直樹、本岡大道、橋爪祐二、
前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院精神科病棟における時間外電話対応及び受診状況

【雑 誌 名】 第 57回九州精神神経学会 佐賀

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 48

【著　　者】 垣内理恵、大江美佐里、後藤直樹、小鳥居 望、丸岡隆之、恵紙英昭、前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院におけるうつ病を対象としたクリニカルパス :現状と課題

【雑 誌 名】 第 57回九州精神神経学会 佐賀

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 54

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠障害の診断と治療―睡眠薬の使い方―

【雑 誌 名】 第 14回日本医療薬学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 痴呆・せん妄患者への対処法

【雑 誌 名】 ナースのためのリハビリテーションセミナー

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 いびき、居眠りは要注意―睡眠時無呼吸症侯群―

【雑 誌 名】 久留米大学公開講座 2004ライフステージから見た健康診断

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群の鑑別診断と治療

【雑 誌 名】 第 6回福岡睡眠研究会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、後藤直樹、小鳥居 望、大江美佐里、丸岡隆之、前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院に精神科救急医療システムを通して入院した 7症例

【雑 誌 名】 第 12回日本精神科救急学会総会 岡山

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 80
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【著　　者】 金原伸一、恵紙英昭、田中みとみ、小鳥居 望、後藤直樹、本岡大道、橋爪祐二、
前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院の急性期治療病棟における時間外の電話相談および受診状況

【雑 誌 名】 第 12回日本精神科救急学会総会 岡山

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 72

【著　　者】 大江美佐里、前田正治

【論　　題】 PTSDに対する認知行動療法の効果 ―最近の知見の吟味―

【雑 誌 名】 臨床精神医学

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 33 , 1383-1389

【著　　者】 内村直尚、山本克康、橋爪祐二、土生川光成、小鳥居望、桑原啓郎、前田久雄

【論　　題】 「日中の過眠の実態とその対策に関する研究」―企業労働者の日中過眠と心の健康
調査―

【雑 誌 名】 平成 15年厚生科学研究費補助金 (心の健康科学研究事業 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 術前・術後の睡眠管理―睡眠薬の使い方―

【雑 誌 名】 第 10回大腸肛門機能障害研究会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 山田泰士、上野友愛、喜多華絵、田中粹子、土生川光成、菊池 淳、末安禎子、小
路眞護、今西喜成、江崎和久、内村直尚

【論　　題】 当院における睡眠時無呼吸症侯群に対する栄養指導の取り組み

【雑 誌 名】 第 7回九州睡眠呼吸障害研究会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、後藤直樹、近間浩史、内村直尚、前田久雄

【論　　題】 フルボキサミン、トリアゾラムおよびメコバラミンの併用が有効であった PTSD、
うつ状態に伴う不規則型睡眠覚醒障害の 1例

【雑 誌 名】 第 14回日本臨床精神神経薬理学会 神戸

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 95
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【著　　者】 恵紙英昭、後藤直樹、近間浩史、福山裕夫、辻丸秀策、前田久雄

【論　　題】 境界性パーソナリティー障害の感情不安定性および衝動性にオランザピンが有効
であった 1例

【雑 誌 名】 第 14回日本臨床精神神経薬理学会 神戸

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 98

【著　　者】 恵紙英昭、前田久雄

【論　　題】 心も相談と診察室から見えてくるもの～高校のカウンセリングを通して～

【雑 誌 名】 第 17回九州・沖縄精神医学セミナー シンポジウム

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田 久雄

【論　　題】 DPCを導入してー課題と展望ー

【雑 誌 名】 福岡県医報

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 1339 , 6-7

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠・覚醒障害の診断ガイドライン (症状、検出法、評価スケールなど )

【雑 誌 名】 第 4回パーキンソン病フォーラム

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 人との関わり方

【雑 誌 名】 久留米大学病院 平成 16年度プリセプター研修会

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 土生川光成、内村直尚、野瀬 巌、山本克康、松山誠一朗、橋本鶴美、前田久雄

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群における気分状態と QOLに関する効果

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊池 淳、坂本菊男、江崎和久、中島 格、楠川仁悟、末安禎子、小路眞護、中浦宏
幸、内村直尚、土生川光成、野瀬 巌、松山誠一朗、山本克康、橋本鶴美、上野友
愛

【論　　題】 重症の睡眠時無呼吸症侯群に対するチーム医療

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

31.神経精神医学

- 137 -



【著　　者】 内村直尚、野瀬 巌、橋爪祐二、大山 哲、土生川光成、小鳥居望、山本克康、桑原
啓郎、前田久雄

【論　　題】 不眠症に対する一般内科医の睡眠薬の投与法の現状と問題点

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 小鳥居望、内村直尚、土生川光成、橋爪祐二、山本克康、前田久雄

【論　　題】 睡眠覚醒リズム障害患者の気分状態についての検討

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 松山誠一朗、土生川光成、野瀬 巌、末安禎子、山本克康、楠川仁悟、江崎和久、
古賀千尋、菊池 淳、坂本菊男、小路眞護、中浦宏幸、上野友愛、橋本鶴美、出水
佐知、原野ゆう子、内村直尚

【論　　題】 久留米大学病院睡眠外来の現況

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、内村直尚、前田久雄

【論　　題】 フルボキサミン、トリアゾラムおよびメコバラミンの併用が有効であった PTSD、
うつ状態に伴う不規則型睡眠覚醒障害の 1例

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 原野睦生、中川康司、柳本一行、西浦佐知子、森圭一郎、安富朋哲、牧 聡、内村
直尚、門司 晃

【論　　題】 アルツハイマー病とホモシステインを含めた危険因子についての関連研究

【雑 誌 名】 第 34回日本神経精神薬理学会・第 26回日本生物学的精神医学会合同年会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 千代島徳子、後藤静美、牟田綾子、鈴木由希子、荻野英夫、宮川洋介、内村直尚

【論　　題】 飲酒により AHIの著名な増加を認めた OSAHSの 2症例

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山本克康、内村直尚、土生川光成、竹内 暢、大島博治、大島正親、前田久雄

【論　　題】 レム睡眠行動障害に対するパロキセチンの有効性の検討

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Wing-Sze Lo,Mutsuo Harano,Naohisa Uchimura,Yoshinori Etoh,～ Ching-Fun
LAU,Hannah Hong XUE

【論　　題】 Association of haplotypes in GABRB2 gene with schizophrenia in Japanese

【雑 誌 名】 第 34回日本神経精神薬理学会・第 26回日本生物学的精神医学会合同年会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 橋爪祐二、内村直尚、三輪恵美子、中村 勤、前田久雄

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群者に対する寝具による体位変換の効果

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 土屋 智、土屋 香、土屋公徳、加来洋一、内村直尚

【論　　題】 若年発症のレム睡眠行動障害に関する検討

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 うつ状態の不眠に対する薬物治療法をどう考えるか

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 働く世代の睡眠実態と快眠 10ヶ条の提言

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 上野友愛、喜多華絵、山田泰士、田中粹子、内村直尚、土生川光成、江崎和久、
菊池 淳、末安禎子、小路眞護、中浦宏幸、今西喜成

【論　　題】 当院における睡眠時無呼吸症候群に対する栄養指導の取り組み

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 野瀬 巌、立石裕宣、大和由紀夫、安達康子、平田恭子、内村直尚、山本高士、西
田秀美、吉武信行、和田芳文、奥田誠也

【論　　題】 血液透析患者と睡眠障害

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 有吉 祐、斉藤雅美、浜田紋子、江崎和久、菊池 淳、小路眞護、内村直尚

【論　　題】 高度肥満に甲状腺機能低下症が加わり著しい睡眠時無呼吸症侯群をきたした 1例

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 末安禎子、北島孝男、島田亜希子、原野ゆう子、相澤久道、土生川光成、野瀬
巌、山本克康、松山誠一朗、出水佐知、橋本鶴美、内村直尚、江崎和久、楠川仁
悟、菊池 淳、小路眞護、中浦宏幸、上野友愛

【論　　題】 閉塞型睡眠時無呼吸症侯群における炎症性メディエーターの意義

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 土屋 香、土屋 智、土屋公徳、内村直尚

【論　　題】 企業内 SAHS対策に関する問題点―ある企業において施行された ESS得点内容に
ついての検討―

【雑 誌 名】 第 29回日本睡眠学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 思春期の成都の理解と支援

【雑 誌 名】 福岡県立大牟田商業高等学校 「教育相談」職員研修会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 退院支援、社会復帰を目指して～患者さんひとりひとりの治療ゴール～

【雑 誌 名】 筑後ジプレキサ学術講演会 久留米

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群

【雑 誌 名】 第 28回日本頭頸部腫瘍学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠障害の診断と治療～睡眠薬の使い方～

【雑 誌 名】 第 45回日本心身医学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 学校に行けない子ども達ーどのように触れ合えばよいかー

【雑 誌 名】 福岡県立明善高等学校 平成 16年度 校内職員研修会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 生徒指導に対する心理面接と対応について

【雑 誌 名】 久留米市立南筑高等学校 第 3回高等学校心の推進事業

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田久雄、森田喜一郎

【論　　題】 統合失調症の情動認知障害の認知神経科学ー久留米大学における取り組みを中心
にー

【雑 誌 名】 脳と精神の医学

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 15 , 223-230

【著　　者】 西浦佐知子、山本寛子、森田喜一郎、土生川光成、上野雄文、小路純央、内村直
尚、前田久雄

【論　　題】 探索眼球運動を用いた認知機能の比較検討 <健常者・睡眠障害者 (SAS)・統合失
調者において >

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 山本寛子、森田喜一郎、土生川光成、西浦佐知子、上野雄文、早稲田芳史、小路
純央、内村直尚、前田久雄

【論　　題】 事象関連電位を用いた認知機能の比較検討 <健常者・睡眠障害者 (SAS)・統合失
調者において >

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山本克康、内村直尚、土生川光成、竹内 暢、大島正親、大島博治、前田久雄

【論　　題】 レム睡眠行動障害に対する SSRIの有効性の検討

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 学校におけるメンタルヘルス～薬物療法を含めて～

【雑 誌 名】 福耳會ニュース 福耳会 50周年記念号

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 118 , 26-31

【著　　者】 恵紙英昭、丸岡隆之、後藤直樹、小鳥居 望、大江美佐里、前田久雄、植田清一
郎、冨松 愈

【論　　題】 福岡県精神科救急医療システムの 6年間の統計と今後の課題

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会 札幌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、丸岡隆之、後藤直樹、小鳥居 望、大江美佐里、田中みとみ

【論　　題】 大学病院の急性期治療病棟における合併症の現状と問題点

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会総会 札幌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 大きないびきにご用心～危険な睡眠時無呼吸症侯群～

【雑 誌 名】 NHK健康フェア健康福祉まつり

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 現代社会の睡眠障害の実態と対応

【雑 誌 名】 第 77回日本産業衛生学会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠時無呼吸症侯群の鑑別と不眠の治療

【雑 誌 名】 第 44回日本呼吸器学会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】
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【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 自殺防止について～自殺防止マニュアルの紹介も含めて～

【雑 誌 名】 第 4回筑後不安障害研究会 久留米

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 リスパダール内用液の有用性の検討

【雑 誌 名】 長崎地区リスパダール学術講演会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙　英昭

【論　　題】 リスパダール内用液の有用性の検討

【雑 誌 名】 久留米リスパダール内用液懇話会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 見逃したくない睡眠障害の診断と治療―睡眠薬の使い方―

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 土生川光成、内村直尚、丸岡隆之、前田正治、前田久雄

【論　　題】 PTSD患者における睡眠特性と薬剤が睡眠に与える影響

【雑 誌 名】 第 3回日本トラウマティック・ストレス学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 働く世代とその家族の睡眠を考える

【雑 誌 名】 第 4回よりよい睡眠を考える会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 リスパダール内用液の有用性の検討

【雑 誌 名】 第 2回県北地区モノセラピー懇話会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 青年期の心性と家族の想いとくに高校生の不登校やひきこもり

【雑 誌 名】 平成 15年度「学校医研修会」大牟田医師会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 フルボキサミンが有効であった高校生の不登校の症例

【雑 誌 名】 福岡県精神科病院協会 筑後ブロック講演会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田 久雄

【論　　題】 統合失調症を考える

【雑 誌 名】 こころの科学

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 120 , 135-136

【著　　者】 内村直尚、土生川光成

【論　　題】 「24時間社会における睡眠不足・睡眠障害による事故および健康被害の実態と根
拠に基づく予防法開発に関する研究」睡眠時無呼吸症侯群患者における気分状態
と QOLに関する検討

【雑 誌 名】 平成 15年度厚生労働科学研究費補助金 (がん予防等健康科学総合研究事業 )

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 眠れないあなたへ～不眠症とよりよい睡眠のとり方

【雑 誌 名】 睡眠と健康について考える市民公開講座

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊池 淳、坂本菊男、江崎和久、楠川仁悟、末安禎子、小路眞護、中浦宏幸、内村
直尚、土生川光成、野瀬 巌、橋本鶴美、上野友愛

【論　　題】 重症の睡眠時無呼吸症侯群に対するチーム医療

【雑 誌 名】 第 32回睡眠呼吸障害研究会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 不眠症の鑑別診断と治療

【雑 誌 名】 第 1回沖縄クリニカル・リサーチ・ネットワーク懇話会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】
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【著　　者】 末安禎子、北島孝男、嶋田亜希子、原野ゆう子、相沢久道、土生川光成、野瀬
巌、橋本鶴美、内村直尚、江崎和久、楠川仁悟、菊池 淳、小路眞護、中浦宏幸

【論　　題】 閉塞型睡眠時無呼吸症侯群における炎症性メディエーターの意義

【雑 誌 名】 第 6回九州睡眠呼吸障害研究会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 高校生の睡眠障害について

【雑 誌 名】 平成 15年度福岡県高等学校保健会筑後支部久留米地区保健主事・養護教諭合同会
議

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田 久雄

【論　　題】 第 15回アルコール精神医学会印象記

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 46 , 208-209

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 働く世代の睡眠をめぐる問題点を探る―睡眠学の立場から―

【雑 誌 名】 働く世代の快眠指数作成ワークショップ

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 内村直尚、原野睦生、上野雄文、安陪等思、石橋正彦、飯田信夫、田中得雄、前
田久雄、曽良一郎、伊豫雅臣、橋本謙二、小宮山徳太郎、山田光彦、関根吉統、
稲田俊也、尾崎紀夫、岩田仲生、氏家 寛

【論　　題】 「規制薬物の依存及び神経毒性の発現にかかわる仕組みの分子生物学的解明に関す
る研究」覚醒剤精神病のドパミンレセプター D2遺伝子 TaqIA多型と脳MRIに関
する相関研究

【雑 誌 名】 平成 15年度厚生科学研究費補助金 (医薬安全総合研究事業 )報告会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 青年期の悩み、そして家族の想いとくに高校生の不登校やひきこもり

【雑 誌 名】 「時事講座」一般市民対象 久留米市生涯学習センター えーるピア久留米

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 内村直尚、恵紙英昭

【論　　題】 不眠症の薬物療法と離脱法

【雑 誌 名】 CURRENT THERAPY

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 22 , 52～ 6

【著　　者】 内村直尚、小路純央

【論　　題】 精神生理性不眠の治療では抗不安薬を第一選択薬として用いるべきか

【雑 誌 名】 EBMジャーナル

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 5 , 586-93

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 快眠してる ?-心地よい眠りで心も健康 -

【雑 誌 名】 へるすあっぷ 21

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 236 , 59-61

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 入眠障害と主とする不眠症

【雑 誌 名】 Suzuken Nedical

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 1-3

【著　　者】 内村直尚、塩見俊明、筒井未春

【論　　題】 低すぎる循環器領域における不眠の認識

【雑 誌 名】 CLINICAL magazine

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 50-4

【著　　者】 内村直尚、野瀬 巌

【論　　題】 離脱症候群 :ベンゾジアゼピン系薬物

【雑 誌 名】 臨床精神薬理

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 801-8

【著　　者】 内村直尚、竹内暢、山本克康

【論　　題】 レム睡眠行動障害とその治療における薬物療法の意義

【雑 誌 名】 臨床精神薬理

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 217～ 24
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【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 危険な睡眠時無呼吸症侯群

【雑 誌 名】 生活ほっとモーニング

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 97-104

【著　　者】 内村直尚、土生川光成

【論　　題】 統合型睡眠センターにおける睡眠医療システム

【雑 誌 名】 北海道医学雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 79 , 223-4

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠教育の重要性

【雑 誌 名】 すいみん ing

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 1

【著　　者】 小路眞護、迎 徳範、内村直尚

【論　　題】 糖尿病における睡眠障害

【雑 誌 名】 Progress in Medicine

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 987-92

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 症例検討と治療の実際

【雑 誌 名】 Be

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 7-8

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 幼児の健康と睡眠

【雑 誌 名】 ANGEL

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 2-4

【著　　者】 前田 久雄

【論　　題】 プライマリケア再考

【雑 誌 名】 ほすぴたる

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 563 , 6-7
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【著　　者】 大江美佐里

【論　　題】 PTSDへの認知行動療法 :治療効果と予測因子に関する文献学的考察

【雑 誌 名】 財団法人メンタルヘルス岡本記念財団研究助成報告集

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 43-46

【著　　者】 Mutsuo Harano,Naohisa
Uchimura,M.Ueno,H.Abe,M.Ishibashi,N.Iida,T.Tanaka,H.Maeda,I.Sora,M.IYO,T.Kotorii,M.Yamada,Y.Sekine,T.Inada,N.Ozaki,N.Iwata,H.Ujiki

【論　　題】 Association between Taql a polymorphism of DRD2 gene and cerebral from in
methamphetamine psychosis

【雑 誌 名】 XIIth World Congress on Psychiatric Genetics

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Mutsuo Harano,Yasushi Nakagawa,Kazuyuki Yanagimoto,Sachiko Nishiura,Tomoaki
Yasutomi,Satoshi Maki,Naohisa Uchimura,Akira Monji

【論　　題】 Homocysteine, 8-isoprostane and hsCRP as risk factor for Alzheimer's disease in the
Japanese population

【雑 誌 名】 14th Alzheimer Europe Conference

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Harano M,Uchimura N,Ueno M,Abe H,Ishibashi M,Iida N,Tanaka T,Maeda H,Sora
I,Iyo M,Komiyama T,Yamada M,Sekine Y,Inada T,Ozaki N,Iwata N,Ujike H.

【論　　題】 Association Between TaqI A Polymorphism of DRD2 Gene and Cerebral From in
Methamphetamine Psychosis

【雑 誌 名】 Am J Med Genet

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 130b , 109
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32.皮膚科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 名嘉眞武国

【タイトル】 水疱症と好酸球 . Monthly Book Derma.

【書名・発行所】全日本病院出版

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 34～ 42

【著　　者】 楠原正洋 編者 西山茂夫

【タイトル】 6.ときに紅斑 結節性紅斑

【書名・発行所】紅斑のみられる皮膚疾患 カラーアトラス 皮膚病診療 2004年増刊号 協和企画

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 26 , 123

【著　　者】 楠原正洋 編集 :古江増隆、師井洋一

【タイトル】 Ⅳ -免疫学から疾患を理解しよう 5.水疱症

【書名・発行所】「やさしくわかる皮膚免疫学」 医薬ジャーナル社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 97-103

【著　　者】 名嘉眞武国

【タイトル】 凍瘡 . 紅斑のみられる皮膚疾患カラーアトラス .

【書名・発行所】皮膚病診療

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 26増刊号 , 25

【著　　者】 名嘉眞武国

【タイトル】 アナフィラクトイド紫斑 . 紅斑のみられる皮膚疾患カラーアトラス .

【書名・発行所】皮膚病診療

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 26増刊号 , 14

【著　　者】 安元慎一郎「編者」瀧川雅浩、渡辺伸一

【タイトル】 水痘

【書名・発行所】皮膚疾患最新の治療 2005ー 2006、南江堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 156
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【著　　者】 安元慎一郎、編者 :岩月啓氏、宮地良樹

【タイトル】 第 II章発疹を伴う全身疾患、C感染症、8ヘルペス、O耳鼻咽喉科疾患、2Hunt
症候群

【書名・発行所】カラーアトラス 皮膚診断の技法ー皮膚をみると全身が見える、診断と治療社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 146-147、334-335、

【著　　者】 小野文武、安元慎一郎 「編者」宮地良樹

【タイトル】 62、口唇再発性ヘルペス :人にうつりますか ?
63、再発性性器ヘルペス :性生活はどうすればいいですか ?

【書名・発行所】患者さんから浴びせられる皮膚疾患 100の質問、メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 148～ 151

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 石井文人、島田浩光、西岡昭二、名嘉眞武国、橋本 隆

【論　　題】 皮膚円柱腫の 1例 .

【雑 誌 名】 皮膚科の臨床

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 46 , 379～ 382

【著　　者】 名嘉眞武国、御厨 賢、根井まり子、橋本 隆、嶋田伸宏

【論　　題】 脈絡膜悪性黒色腫を合併した水疱性類天疱瘡の 1例 .

【雑 誌 名】 臨床皮膚科

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 58 , 451～ 454

【著　　者】 島田浩光、名嘉眞武國、井上光世、安元慎一郎、森 理、橋本 隆、江川清文

【論　　題】 巨大尖圭コンジローマの 2例

【雑 誌 名】 皮膚臨床

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 46 , 477～ 479

【著　　者】 桃崎直也、橋川恵子、黒瀬浩一郎、名嘉眞武国、橋本隆

【論　　題】 電子線が著効した有棘細胞癌の 1例

【雑 誌 名】 日本皮膚外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 8 , 40-41
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【著　　者】 照屋健一、長崎比呂志、廣瀬晶一、山川良治、安元慎一郎

【論　　題】 裂孔原性網膜剥離と白内障をきたしアトピー性皮膚炎の合併と診断された尋常性
乾癬の 1例

【雑 誌 名】 眼科臨床医報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 98 , 23～ 26

【著　　者】 三原 典、石井文人、安元慎一郎、橋本 隆、籏持 淳、宇谷厚志、新海 浤

【論　　題】 軽症型エーラスダンロス症候群

【雑 誌 名】 皮膚病診療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , 1419～ 1422

【著　　者】 徳田祥子、井上光世、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 トレビスによる接触蕁麻疹

【雑 誌 名】 皮膚病診療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , 841~844

【著　　者】 濱田尚宏、河野優子、Kowalewski, C、辛島美保子、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 久留米大学皮膚科における単純型先天性表皮水疱症の遺伝子診断

【雑 誌 名】 日皮会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 114 , 1415～ 1422

【著　　者】 Hamada, T., Ishii, N., Kwano, Y., Takahashi, Y., Inoue, M., Yasumoto, S., Hashimoto,
T

【論　　題】 KRT5 gene in a Japanese family with epidermolysis bullosa simplex with mottlrd
pigmentation.

【雑 誌 名】 Br. J. Dermatol.

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 150 , 609~611

【著　　者】 Lanschuetzer CM, Pohla-Gubo G, Schafleitner B, Hametner R, Hashimoto T,
Salmhofer W, Bauer JW, Hintner H

【論　　題】 Telepathology using immunofluorescence/immunoperoxidase microscopy.

【雑 誌 名】 J Telemed Telecare

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 365-366
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【著　　者】 Preisz K, Horvath A, Sardy M, Somlai B, Harsing J, Amagai M, Hashimoto T, Nagata
Y, Fekete S,Karpati S

【論　　題】 Exacerbation of paraneoplastic pemphigus by cyclophosphamide treatment: detection
of novel autoantigens and bronchial autoantibodies

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 150 , 1018-1024

【著　　者】 Kishida Y, Kameyama J, Nei M, Hashimoto T., Baba K

【論　　題】 Linear IgA bullous dermatosis of the neonatal Onset: case report and review of the
literature

【雑 誌 名】 Acta Paediatrica

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 93 , 850-852

【著　　者】 Yasuda H, Tomita Y, Shibaki A, Hashimoto T

【論　　題】 Two cases of subepidermal blistering disease with anti-p200 or 180-kD bullous
pemphigoid antigen associated with psoriasis

【雑 誌 名】 Dermatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 209 , 149-155

【著　　者】 Mine T, Sato Y, Noguchi M, Sasatomi T, Gouhara R, Tsuda N, Tanaka S, Shomura H,
Katagiri K, Rikimaru T, Shichijo S, Kamura T, Hashimoto T, Shirouzu K, Yamada A,
Todo S, Itoh K, Yamana H

【論　　題】 Humoral Responses to Peptides Correlate with Overall Survival in Advanced Cancer
Patients Vaccinated with Peptides Based on Pre-existing, Peptide-Specific Cellular
Responses.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 929-937

【著　　者】 Nagano T, Tani M, Hiramatsu Y, Kohriyama K, Ishihara K, Nei M, Hashimoto T

【論　　題】 A case of epidermolysis bullosa acquisita with bleeding tendency due to factor VIII
inhibitor (acquired haemophilia)

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 151 , 716-717

【著　　者】 Mori O, Hashimoto T

【論　　題】 Plexiform fibrohistiocytic tumor.

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 118-120
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【著　　者】 Kouno M, Kondoh G, Horie K, Komazawa N, Ishii N, Takahashi Y, Takeda J,
Hashimoto T

【論　　題】 Ahnak/desmoyokin Is dispensable for proliferation, differentiation, and maintenance of
integrity in mouse epidermis

【雑 誌 名】 J Invest Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 123 , 700-707

【著　　者】 Furukawa H, Miura T, Takahashi M, Nakamura K, Kaneko F, Ishii F, Komai R,
Hashimoto T

【論　　題】 A case of anti-p200 pemphigoid with autoantibodies against both a movel 200-kD
dermal antigen and the 290-kD epidermolysis bullosa acquisita antigen

【雑 誌 名】 Dermatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 209 , 145-148

【著　　者】 Ogawa Y, Adachi A, Okamoto M, Hashimoto T, Tomita Y:

【論　　題】 A case of refractory bullous pemphigoid with plasmapheresis-associated
thrombopenia: Efficacy of pulsed intravenous cyclophosphamide therapy

【雑 誌 名】 J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 651-654

【著　　者】 Uchino Y, Kanekura T, Takeda K, Shimada H, Inoue M, Hashimoto T, Kanzaki T

【論　　題】 A case of antiepiligrin cicatricial pemphigoid with nephrotic syndrome.

【雑 誌 名】 J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 228-231

【著　　者】 Hisamatsu Y, Abreu Velez AM, Amagai M, Ogawa MM, Kanzaki T, Hashimoto T

【論　　題】 Comparative study of autoantigen profile between Colombian and Brazilian endemic
pemphigus foliaceus by various biochemical and molecular biological techniques.

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 32 , 33-41

【著　　者】 Matsushima S, Horiguchi Y, Honda T, Fujii S, Okano T, Tanabe M, Wakayama T,
Hashimoto T, Yancey KB

【論　　題】 A case of anti-epiligrin cicatricial pemphigoid associated with lung carcinoma and
severe laryngeal stenosis: review of Japanese cases and evaluation of risk for internal
malignancy.

【雑 誌 名】 J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 10-15
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【著　　者】 Ishii N, Ishida-Yamamoto A, Hashimoto T

【論　　題】 Immunolocalization of target autoantigens in IgA pemphigus.

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 29 , 62-66

【著　　者】 Ishii N, Yoshida M, Hisamatsu Y, Ishida-Yamamoto A, Nakane H, Iizuka H, Tanaka
T, Hashimoto T

【論　　題】 Epidermolysis bullosa acquisita sera react with distinct epitopes on the NC1 and NC2
domains of type VII collagen: study using immunoblotting of domain-specific
recombinant proteins and postembedding immunoelectron microscopy

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 150 , 843-851

【著　　者】 Izu K, Yamamoto O, Yasumoto S, Hashimoto T, Sata T, Tokura Y

【論　　題】 Herpes zoster occurring as a solitary nodule on the index finger.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 150 , 365

【著　　者】 Suzuki T, Ito S, Inagaki K, Suzuki N, Tomita Y, Yoshino M, Hashimoto T

【論　　題】 Investigation on the IVS5 +5G --> A splice site mutation of HPS1 gene found in
Japanese patients with Hermansky-Pudlak syndrome

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 106-108

【著　　者】 Ono F, Kumano K, Terahara K, Yasumoto S, Hashimoto T, Shoji S

【論　　題】 A case of pustular psoriasis associated with drug-induced adrenal cortical
hypofunction

【雑 誌 名】 Proceedings for the 19th Annual Meeting for the Japanese Society for Psoriasis
Research, Yamagata, Japan

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 Sep , 62-63

【著　　者】 Fukumoto T, Umekawa T, Higuchi M, Hashimoto T, Shumann H, Bruckner-Tuderman
L, Asada H, Miyagawa S

【論　　題】 Childhood epidermolysis bullosa acquisita with autoantibodies against all 3 structural
domains of type VII collagen.

【雑 誌 名】 J Am Acad Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 480- 482
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【著　　者】 Hisamatsu Y, Amagai M, Garrod DR, Kanzaki T, Hashimoto T

【論　　題】 The detection of IgG and IgA autoantibodies to desmocollins 1-3 by enzyme-linked
immunosorbent assays using baculovirus-expressed proteins, in atypical pemphigus
but not in typical pemphigus

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 151 , 73-83

【著　　者】 Seishima M, Oda M, Oyama Z, Yoshimura T, Yamazaki F, Aoki T, Nei M, Hashimoto
T

【論　　題】 Antibody titers to desmogleins 1 and 3 in a patient with paraneoplastic pemphigus
associated with follicular dendritic cell sarcoma

【雑 誌 名】 Arch Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 140 , 1500-1503

【著　　者】 Hamada T, Ishii N, Kawano Y, Takahashi Y, Inoue M, Yasumoto S, Hashimoto T

【論　　題】 The P25L mutation in the KRT5 gene in a Japanese family with epidermolysis bullosa
simplex with mottled pigmentation.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 150 , 609-611

「その他」

【著　　者】 小野文武、濱田尚宏、黒瀬浩一郎、安元慎一郎、橋本隆

【論　　題】 福岡県筑後地方における砒素汚染井戸水摂取とボーエン病の因果関係について

【雑 誌 名】 第 56回日本皮膚科学会西部支部学術大会 2004 11/6-7

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 桃崎直也、黒瀬浩一郎、名嘉眞武国 (久留米大 )安田浩 (産業医大 )

【論　　題】 西部地区における皮膚外科の現状に関するアンケート調査

【雑 誌 名】 第 56回日本皮膚科学会西部支部学術大会 2004 11/6-7

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 黒瀬 浩一郎

【論　　題】 皮膚科医のための部位別皮膚外科レクチャー 顔面 2:鼻部と口唇の皮膚外科手術

【雑 誌 名】 第 56回日本皮膚科学会西部支部学術大会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 桃崎直也、三原典、濱田尚宏、黒瀬浩一郎、名嘉眞武国、橋本隆

【論　　題】 鼻翼部基底細胞癌に対する flap in flap の使用経験

【雑 誌 名】 第 330回福岡地方会 2004 9/26

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上義彦、石井文人、黒瀬浩一郎、安元慎一郎、橋本隆

【論　　題】 ワセリンの自己注入後に発症した陰茎皮膚潰瘍の 1例

【雑 誌 名】 第 330回福岡地方会 2004 9/26

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 黒瀬浩一郎、桃崎直也、井上義彦、濱田尚宏、名嘉眞武国、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 上口唇、鼻部の腫瘍切除後欠損に対する Para-alar flapの使用経験

【雑 誌 名】 第 17回日本皮膚外科学会 2004 8/28-29

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上義彦、石井文人、濱田尚宏、黒瀬浩一郎、前山泰彦、安元慎一郎、橋本隆

【論　　題】 Malignant Melanomaと鑑別を要した小児の cellular blue nevusの 1例

【雑 誌 名】 第 103回日本皮膚科学会総会 2004 4/16-18

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 寺原慶子、樋口雅子、石井文人、濱田尚宏、黒瀬浩一郎、前山泰彦、安元慎一郎、
橋本隆

【論　　題】 組織学的に自然消退像を示した悪性黒色腫の 1例

【雑 誌 名】 第 328回福岡地方会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 木村容子、井上義彦、寺原慶子、黒瀬浩一郎、安元慎一郎、橋本隆

【論　　題】 Tufted angioma の 1例

【雑 誌 名】 第 328回福岡地方会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 大山文吾、濱田尚宏、黒瀬浩一郎、名嘉眞武国、橋本隆

【論　　題】 LDLアフェレーシスが有効であったコレステロール結晶塞栓症の 1例

【雑 誌 名】 第 39回日本皮膚科学会沖縄地方会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 黒瀬 浩一郎

【論　　題】 ときに紅斑 扁平苔癬

【雑 誌 名】 カラーアトラス 紅斑の見られる皮膚疾患 皮膚病診療 2004増刊号

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

【著　　者】 辛島正志、黒瀬浩一郎、橋本隆

【論　　題】 皮膚上皮系腫瘍におけるトランスグルタミナーゼ活性の検討

【雑 誌 名】 第 18回角化症研究会記録集 pp12-4、2004

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 pp12-4

【著　　者】 安元慎一郎

【論　　題】 Gianotti病・Gianotti症候群

【雑 誌 名】 デルマ

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 93 , 123～ 126

【著　　者】 安元慎一郎

【論　　題】 カポジ水痘様発疹症の現在

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 198～ 201

【著　　者】 安元慎一郎

【論　　題】 褥瘡の予防と治療～感染対策を含めて～

【雑 誌 名】 感染防止

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 12～ 16

【著　　者】 安元慎一郎

【論　　題】 帯状疱疹

【雑 誌 名】 治療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 86 , 3118～ 3120
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33.外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 荒木靖三 白水和雄
監修 :幕内雅敏

【タイトル】 経肛門的内視鏡下手術

【書名・発行所】大腸・肛門外科の要点と盲点 文光堂

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 2 , 206～ 208

【著　　者】 藤田博正
編者 :北島政樹

【タイトル】 食道癌手術で愛用している器械・器具

【書名・発行所】消化器外科診療二頁の秘訣
金原出版

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 104-105

【著　　者】 藤田博正
編者 :北島政樹、桜井健司

【タイトル】 右開胸開腹胸部食道全摘結腸再建術

【書名・発行所】外科手術と術前・術後の看護ケア -手術室から病棟まで /ナース・研修医の最新ガ
イド
南江堂

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 120-127

【著　　者】 緒方 裕
杉原健一編集

【タイトル】 大腸癌肝転移に対する熱凝固治療

【書名・発行所】大腸・肛門外科の要点と盲点 (第 2版 ) 文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 152

【著　　者】 緒方 裕 ,白水和雄
「消化器病診療」編集委員会

【タイトル】 虫垂炎

【書名・発行所】消化器病診療―良きインフォームド・コンセントに向けてー 医学書院

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 111-112
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 白水和雄 緒方裕 荒木靖三 小河秀二郎

【論　　題】 下部直腸・肛門管癌に対する深・浅外肛門括約筋合併切除を伴う究極の肛門温存
術

【雑 誌 名】 臨床外科

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 59 , 1565～ 1570

【著　　者】 緒方裕 白水和雄

【論　　題】 進行直腸癌

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 27 , 1695～ 1701

【著　　者】 緒方裕 的野敬子 笹富輝男 大北亮 石橋生哉 志田誠一郎 福光賞真 小篠洋之 溝部智
亮 池田悟 小河秀二郎 白水和雄

【論　　題】 下部消化管疾患における直腸・肛門吻合法

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 81 , 121(1513)～ 124(1516)

【著　　者】 白水和雄 緒方裕 荒木靖三

【論　　題】 肛門括約筋合併切除を伴う経腹・経肛門的直腸切除術 ;内肛門括約筋切除を中心
に

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 27 , 1297～ 1304

【著　　者】 末吉 晋 ,藤田博正 ,田中寿明 ,井上要次郎 ,白水和雄

【論　　題】 頸部食道胃管吻合部縫合不全 .

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 27 , 1107-1115

【著　　者】 白水和雄 緒方裕 荒木靖三

【論　　題】 初心者のための標準的な超低位前方切除術

【雑 誌 名】 手術 別冊

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 58 , 919～ 925

33.外科学

- 159 -



【著　　者】 末吉 晋 ,藤田博正 ,田中寿明 ,笹原弘子 ,的野 吾 ,森 直樹 ,李 美慧 ,田中優一 ,山
名秀明 ,白水和雄

【論　　題】 頸胸境界部食道癌に対する胸骨部分縦切開喉頭温存頸部食道切除術 .

【雑 誌 名】 日本気管食道科学会会報

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 55 , 134-135

【著　　者】 末吉 晋 ,藤田博正 ,田中寿明 ,笹原弘子 ,山名秀明 ,白水和雄

【論　　題】 食道癌の標準手術 食道癌に対する非開胸食道抜去術 .

【雑 誌 名】 外科治療

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 90 , 395-400

【著　　者】 緒方裕 荒木靖三 白水和雄

【論　　題】 Ⅲ .消化管の阻血・虚血 3.絞扼性イレウス

【雑 誌 名】 外科

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 66 , 172～ 175

【著　　者】 田中寿明、末吉晋、的野吾、白水和雄、藤田博正

【論　　題】 遊離空腸再建術後の機能的通過障害に対する自動縫合器を用いた経口的通過障害
解除術

【雑 誌 名】 日本気管食道科学会会報

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 55 , 36-42

【著　　者】 藤田博正、末吉晋、田中寿明、笹原弘子、的野吾、白水和雄

【論　　題】 食道癌手術における胸部大動脈周囲のリンパ節郭清術

【雑 誌 名】 手術

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 58 , 7-11

【著　　者】 緒方 裕 ,白水和雄

【論　　題】 ストーマリハビリテーション .

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , 1488-1491

【著　　者】 緒方 裕 ,荒木靖三 ,白水和雄

【論　　題】 消化管の阻血・虚血―絞扼性イレウス .

【雑 誌 名】 外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 66 , 172-175
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【著　　者】 白水和雄 ,緒方 裕 ,荒木靖三 ,小河秀二郎

【論　　題】 下部直腸・肛門管癌に対する深・浅外肛門括約筋合併切除を伴う究極の肛門温存
術 .

【雑 誌 名】 臨外

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 59 , 1565-1570

【著　　者】 緒方 裕 ,白水和雄

【論　　題】 消化器癌治療のコンセンサス (1);消化管 進行直腸癌 .

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 1695-1701

【著　　者】 緒方 裕 ,白水和雄

【論　　題】 大腸癌肝切除の適応と治療戦略 .

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 32-38

【著　　者】 白水和雄 ,緒方 裕 ,荒木靖三

【論　　題】 下部直腸癌 ,肛門管癌に対する括約筋切除をともなう新しい肛門温存術の可能性 -
病理組織学的研究ー .

【雑 誌 名】 日本大腸肛門病会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 57 , 315-323

【著　　者】 Hiromasa Fujita, Kazuma Fujimoto

【論　　題】 Summaries from the 58th Annual Meeting of the Japan Esopjaheal Society, 2004
Esophageal Achalasia; What is the best treatment?

【雑 誌 名】 Esophagus

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 1 , 183-184

【著　　者】 藤田　博正

【論　　題】 Present status of esophageal cancer and its treatment in Japan

【雑 誌 名】 Ann Thorac Cardiovasc Surg

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 10 , 135-139
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【著　　者】 Kazuo Shirouzu, Yutaka Ogata, Yasumi Araki

【論　　題】 Oncologic and Functional Results of Total Mesorectal Excision snd Autonomic
Nerve-Preserving Operation for Advanced Lower Rectal Cancer

【雑 誌 名】 Diseases of the Colon & Rectum

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47  , 1442～ 1447

【著　　者】 Shinjiri Mori. Yutaka Ogata. Kazuo Shirouzu

【論　　題】 Biological features of sporadic colorectal carcinoma with high-frequency
microsatellite instability: special reference to tumor proliferation and apoptosis

【雑 誌 名】 The Japan Society of Cliinical Oncology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 322～ 329

【著　　者】 Shirouzu K, Ogata Y, Araki Y

【論　　題】 Oncologic and functional results of total mesorectal excision and autonomic
nerve-preserving operation for advanced lower rectal cancer.

【雑 誌 名】 Dis Colon Rectum

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47 , 1442-1447

【著　　者】 Araki Y, Ishibashi N, Sasatomi T, Kanazawa M, Ogata Y, Shirouzu K

【論　　題】 Effectiveness of the portable ultrasound bladder scanner in the measurement of
residual urine volume after total mesorectal extirpation

【雑 誌 名】 Min Invas Ther & Allied Technol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 12 , 245～ 248

【著　　者】 Mori S, Ogata Y, Shirouzu K

【論　　題】 Mori S, Ogata Y, Shirouzu K: Biological features of sporadic colorectal carcinoma
with high-frequency microsatellite instability: special reference to tumor proliferation
and apoptosis.

【雑 誌 名】 Int J Clin Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 322-329

【著　　者】 Araki Y, Noake T, Kanazawa M, Yamada K, Momosaki K, Nozoe Y, Inoue A,
Ishibashi N, Ogata Y, Shirouzu K

【論　　題】 Clipless hand-assisted laparoscopic total colectomy using Ligasure Atlas.

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 105-108
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【著　　者】 Ono M, Hirata A, Kometani T, Miyagawa M, Ueda S, Kinoshita H, Fujii T, Kuwano
M.

【論　　題】 Sensitivity to Gefitinib (Iressa, ZD1839) in non-small cell lung cancer cell lines
correlates with dependence on the EGF receptor/ERK1/2 and EGF receptor/Akt
pathway for proliferation.

【雑 誌 名】 Mol Cancer Ther

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 465-472

【著　　者】 Tanaka Y, Fujii T, Kato S, Morimatsu M, Yamana H, Shirouzu K.

【論　　題】 Experimental Gene Therapy using p21WAF1/CIP1 Gene in Esophageal Squamous
Cell Carcinoma Cell Lines by Gene Gun Technology.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 545-551

【著　　者】 Kuwano M, Oda Y, Izumi H, Yang SJ, Uchiumi T, Iwamoto Y, Toi M, Fujii T,
Yamana H, Kinoshita H, Kamura T, Tsuneyoshi M, Yasumoto K, Kohno K.

【論　　題】 The role of nuclear Y-box binding protein 1 as a global marker in drug resistance.

【雑 誌 名】 Mol Cancer Ther

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 1485-1492

【著　　者】 Ishihara Y, Harada M, Azuma K, Tamura M, Shomura H, Fujii T, Itoh K, Shichijo S.

【論　　題】 HER2/neu-derived peptides recognized by both cellular and humoral immune systems
in HLA-A2+ cancer patients.

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 967-975

【著　　者】 Okamoto K, Kato S, Arima N, Fujii T, Morimatsu M, Imaizumi T.

【論　　題】 Cyclin-dependent kinase inhibitor, p21Waf1, regulates vascular smooth muscle cell
hypertrophy.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 283-291

【著　　者】 Azuma K, Shichijo S, Shomura H, Matsueda S, Fujii T, Itoh K.

【論　　題】 Identification of HER2/neu-Derived Peptides Capable of Inducing Both Cellular and
Humoral Immune Responses in HLA-A24 Positive Breast Cancer Patients.

【雑 誌 名】 Breast Cancer Res Tr

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 86 , 19-29
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【著　　者】 Hori H, Yano S, Koufuji K, Takeda J, Shirouzu K

【論　　題】 CD9 expression in gastric cancer and its significance

【雑 誌 名】 J Surg Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 117 , P208－ P215

「その他」

【著　　者】 Fujita H, Sueyoshi S, Tanaka T, Tanaka Y, Mori N, Lee M, Nagano T, Shirouzu K

【論　　題】 Treatment for advanced cancer in the thoracic esophagus
特別シンポジウム「日本とアジアの Best treatment(食道癌 )」

【雑 誌 名】 第 59回日本消化器外科学会定期学術総会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 堀内彦之，内田信治，林克実 , 藤木啓，児玉孝仁 , 西村一宣 , 緒方俊郎 , 安永昌史 ,
大堂雅晴 ,原雅雄 , 奥田康司 , 木下寿文 , 青柳成明 ,白水和雄

【論　　題】 肝転移を伴う進行膵癌に対する Gemcitabine(GEM)動注投与例の検討

【雑 誌 名】 第 16回日本肝胆膵外科学会 大阪

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Hiromasa Fujita

【論　　題】 Therapy of esophageal cancer

【雑 誌 名】 the 50th Annual Congress of the Japan Section, the International College of Surgeons

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 Horiuchi H, Uchida S, Hayashi K, Kinoshita H, Aoyagi S, Shirouzu K

【論　　題】 A study of therapy for unresectable stave IV pancreatic cancer

【雑 誌 名】 6th World Congress of the international Hepato-Pancreato- Biliary
Association.Washington DC.USA

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fujita H, Sueyoshi S, Tanaka T, Tanaka Y, Matono S, Mori N, Lee M, Shirouzu K

【論　　題】 Current role of "en-bloc" resection of esophageal carcinoma: twofield vs three field
lymph node dissection

【雑 誌 名】 9th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE)

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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34.外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 木下壽文 (編者 :小川道雄他 )

【タイトル】 3.進展様式からみた胆嚢癌の治療方針

【書名・発行所】コンセンサス癌治療 (へるす出版 )

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 3 , 76-79

【著　　者】 福永周司、青柳成明 編者 :浅田祐士郎、江頭健輔、甲斐久史、古森公浩、佐田政
隆、室原豊明

【タイトル】 低侵襲心臓血管外科治療

【書名・発行所】心臓ナビゲーター、メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 350-351

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 木下壽文

【論　　題】 特集 :高齢者の癌 -治療 - 高齢者の手術 4)肝・胆・膵

【雑 誌 名】 Geriatric Medicine (老年医学 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 42 , 1591-1595

【著　　者】 廣松伸一、横倉寛子、石原健次、岡崎悌之、鬼塚誠二、田山慶一郎、明石英俊、
青柳成明

【論　　題】 孤立性腸骨動脈瘤治療のストラテジー

【雑 誌 名】 日本血管外科学会雑誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 13 , 673～ 678

【著　　者】 明石英俊、尼子真生、青柳成明

【論　　題】 血管造影

【雑 誌 名】 Angiology Frontier

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 3 , 35～ 41

【著　　者】 明石英俊、青柳成明

【論　　題】 大動脈・末梢動脈疾患の現状と新しい展開 大動脈解離治療の現況

【雑 誌 名】 循環器専門医

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 11 , 103～ 113
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【著　　者】 廣松伸一、赤岩圭一、大塚裕之、山本真理子、明石英俊、青柳成明

【論　　題】 下大静脈フィルターの使用経験 -temporaryと permanentの使い分けについて -

【雑 誌 名】 静脈学

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 15 , 11～ 17

【著　　者】 S. Aoyagi, K. Tayama, S. Fukunaga, K. Takagi, T. Shojima, K. Arinaga

【論　　題】 Anomalous Origin of the Right Coronary Artery

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 51 , 283～ 286

【著　　者】 S. Aoyagi, S. Fukunaga, H. Otsuka, K. Arinaga, Y. Yokokura, H. Yokokura

【論　　題】 Left ventricular outflow tract pseudoaneurysm after aortic valve replacement

【雑 誌 名】 J. Heart Valve Dis

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 13 , 145～ 148

【著　　者】 Kuromatsu R, Tanaka M, Shimauchi Y, Harada R, Ando E, Itano S, Kumashiro R,
Fukuda S, Okuda K, Sata M.

【論　　題】 Light and electron microscopic analyses of immediate and late tissue damage caused
by radiofrequency ablation in porcine liver.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 11 , 199～ 204

【著　　者】 Ando E, Tanaka M, Yamashita F, Kuromatsu R, Takada A, Fukumori K, Yano Y,
Sumie S, Okuda K, Kumashiro R, Sata M

【論　　題】 Diagnositic clues for recurrent hepatolocellular carcinoma: comparicon of tumor
markers and imaging studies.

【雑 誌 名】 Eur J Gastroenterol Hepatl

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 15 , 641～ 648

【著　　者】 S. Aoyagi, E. Tayama, Y. Yokokura, H. Yokokura

【論　　題】 Right Atrial Myxoma in a Patient Presenting with Syncope

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 51 , 91～ 93
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【著　　者】 HISAFUMI KINOSHITA, MASAO HARA, YUICHIRO MARUYAMA, HIDEKI
MATSUO, RYUICHI KAWAHARA, KAZUNORI NISHIMURA, TAKAHITO
KODAMA, MASAHARU ODO, KAZUO SHIROUZU AND SHIGEAKI AOYAGI

【論　　題】 A Case of Pulmonary Embolism after Abdominal Angiography

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 95-98

【著　　者】 Hisafumi Kinoshita, Jun Nagashima, Nitsuo Hashimoto, Kazunori Nishimura,
Takahito Kodama, Hideki Matsuo, Shigeru Hamada, Masafumi Yasunaga, Masaru
Odo, Shuichi  Fukuda, Masao Hara, Koji Okuda, Mamoru Hiraki, Kazuo Shirouzu and
Shigeaki Aoyagi

【論　　題】 A case of benign bile duct stricutre causing difficulty in defferential deagnosis from
bile duct carccinoma

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 64-68

【著　　者】 Nobuhiko Hayashida,Takahiro Shojima,Hideki Teshima,Yoshinori
Yoskokura,Kazuyoshi Takagi,Hiroshi Tomoeda,Shigeaki Aouyagi

【論　　題】 Clinical Outcome After Cardiac Operations in Patients With Cirrhosis

【雑 誌 名】 Ann Thorac Surg

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 77 , 500~505

【著　　者】 Nobuhiko Hayashida, Shigeaki Aoyagi

【論　　題】 Csrdiac Operations in Cirrhotic Patients

【雑 誌 名】 Ann Thorac Cardiovasc Surg

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 140~147

【著　　者】 Eiki Tayama,Hideki Teshima,Tohru Takaseya,Shuji Fukunaga, Kei-ichiro
Tayama,Nobuhiko Hayashida,Hidetoshi Akashi,Takemi Kawara,Shigeaki Aoyagi

【論　　題】 Non-occlusive Condition with the Better-Header Rollar Pump: Impacts of Flow
Dynamics and Hemolysis

【雑 誌 名】 Annals of Thoracic and Cardiovasucular Surgery

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 357～ 361

「その他」

【著　　者】 青柳成明

【論　　題】 まい・てくにっく 腋窩動脈カニュレ -ション

【雑 誌 名】 胸部外科

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 57 , 1196
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【著　　者】 廣松伸一、明石英俊、田山慶一郎、岡崎悌之、石原健次、大塚裕之、尼子真生、
赤岩圭一、永川紀子、細川幸夫、横倉寛子、飛永 覚、中村英司、青柳成明

【論　　題】 Aorto iliac occlusive disease(AIOD)に対する minimal invasive vascular
surgery(MIVS)の検討

【雑 誌 名】 第 45回日本脈管学会総会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 第 57回日本胸部外科学会総会

【論　　題】 弁膜症に合併した慢性心房細動に対する外科治療 -慢性心房細動に対する外科治
療の新たなる治療戦略に向けて -

【雑 誌 名】 福永周司、高木数実、平塚了一、高瀬谷徹、田山栄基、田山慶一郎、林田信彦、
明石英俊、青柳成明

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣松伸一、赤岩圭一、大塚裕之、岡崎悌之、明石英俊、青柳成明

【論　　題】 静脈リンパ管疾患以外の片側下肢腫脹を主訴とした 3症例の検討

【雑 誌 名】 第 24回日本静脈学会総会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣松伸一、明石英俊、田山慶一郎、岡崎悌之、石原健次、鬼塚誠二、飛永 覚、赤
岩圭一、大塚裕之、尼子真生、横倉寛子、青柳成明

【論　　題】 片側下肢腫脹を主訴で外来受診した患者の診断から治療について～深部静脈血栓
症か否か～

【雑 誌 名】 第 32回日本血管外科学会総会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 明石英俊、青柳成明

【論　　題】 Ⅲ .大動脈・末梢動脈疾患の現状と新しい展開 大動脈解離治療の現況

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器学会総会 第 32回循環器教育セッション (東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 林田　信彦

【論　　題】 Clinical Outcome After Cardiac Operations in Patients with Cirrhosis

【雑 誌 名】 第 26回 International Society for Cardiovascular Surgeryにて発表 (Maui)

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 青柳成明

【論　　題】 まい・てくにっく 三尖弁形成術

【雑 誌 名】 胸部外科

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 57 , 98

34.外科学
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35.小児外科

「単行本 /著書」

【著　　者】 田中芳明
「編者」下田妙子

【タイトル】 7章 食餌療法 ,栄養補給の方法と管理 .7.5 病態別経腸栄養剤の使い分け .
11章 チーム医療と栄養ケア記録 .11.2 NSTの導入 .

【書名・発行所】臨床栄養学 栄養管理とアセスメント編 ,  化学同人 ,京都

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 102-107,146-156

【著　　者】 田中芳明 ,浅桐公男
「編者」東口髙志

【タイトル】 栄養管理のパラメーター 各論 2.『生化学的パラメーター  -ビタミンとミネラル -』

【書名・発行所】臨床検査 医学書院

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 48 , 1009-1015

【著　　者】 田中芳明 ,朝川貴博 「編者」東口髙志

【タイトル】 栄養管理を極める !-症例と Q&Aで学ぶ -. 臓器障害時の栄養管理

【書名・発行所】救急・集中治療 16. 総合医学社 ,東京

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 16 , 1067-1072

【著　　者】 浅桐公男  編者 :市川光太郎

【タイトル】 主な救急疾患・ヘルニア嵌頓

【書名・発行所】内科医・小児科研修医のための小児救急医療治療ガイドライン  診断と治療社

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 429～ 432

【著　　者】 浅桐公男  編者 :市川光太郎

【タイトル】 小児消化管疾患の特徴と診断・治療のコツ

【書名・発行所】小児救急 小児科外来診療のコツと落とし穴

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 175

【著　　者】 田中芳明 ,溝手博義   「監修」渡辺明治

【タイトル】 第 2章 小腸の働き ,消化・吸収のメカニズム

【書名・発行所】小腸機能からみた経腸栄養ハンドブック
メディカルレビュー社 ,大阪

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 31-39

35.小児外科
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 浅桐 公男

【論　　題】 ラット肝臓を用いた未凍結過冷却保存の有用性の検討

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 67 , 34～ 41

【著　　者】 田中芳明 ,深水志生子 ,朝川貴博 ,浅桐公男 ,疋田茂樹 ,溝手博義

【論　　題】 新生児腸重積症消化管穿孔により発症した新生児腸重積症の 1例と本邦報告集計

【雑 誌 名】 日本臨床外科学会雑誌

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 65 , 688ー 694

【著　　者】 田中芳明 ,秋吉建二郎 ,浅桐公男 ,疋田茂樹 ,溝手博義

【論　　題】 小児外傷性十二指腸壁内血腫および外傷性膵炎の自験例の統計的考察

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 67 , 58-65

【著　　者】 田中芳明 ,溝手博義 ,中溝博隆 ,浅桐公男 ,秋吉建二郎 ,靍 知光 ,疋田茂樹

【論　　題】 胆道閉鎖症術後の肝機能障害に対する coenzyme Q10経口投与の効果

【雑 誌 名】 日本臨床外科学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 65 , 19-27

【著　　者】 靏 知光、田中芳明，疋田茂樹、浅桐公男、溝手博義

【論　　題】 MRCPを用いた膵・胆管合流異常の診断

【雑 誌 名】 小児外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 429～ 434

【著　　者】 田中芳明，溝手博義，中溝博隆，浅桐公男，秋吉建二郎， 靏 知光、疋田茂樹

【論　　題】 小児消化器疾患術後における n-3系多価不飽和脂肪酸高含有経腸栄養剤の栄養学
的効果

【雑 誌 名】 日本臨床外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 65 , 295～ 301

【著　　者】 木下義晶、山崎 哲、奥山直樹、金田 聡、八木 実、窪田正幸

【論　　題】 嚢胞形成を伴った肛門重複症の 1例

【雑 誌 名】 日本小児外科学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 198-202
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【著　　者】 木下義晶、窪田正幸、八木 実、奥山直樹、山崎 哲、田中真司

【論　　題】 片側小児鼠径ヘルニアにおける鏡視下対側検索の有用性

【雑 誌 名】 日本小児外科学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 879-883

【著　　者】 木下義晶、田中真司、山崎 哲、奥山直樹、八木 実、窪田正幸、高橋由紀子、山元
英崇、恒吉正澄

【論　　題】 CLTC-ALKキメラ遺伝子を発現した Inflammatory myofibroblastic tumor の 1例

【雑 誌 名】 小児がん

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 844-849

【著　　者】 Kubota M, Yagi M, Kanada S, Okuyama N, Kinoshita Y , Yamazaki S, Asami K,
Ogawa A, Watanabe A:

【論　　題】 Long-term follow-up status of patients with neuroblastoma after undergoing either
aggressive surgery or chemotherapy ̶ a single institutional study̶

【雑 誌 名】 Journal of Pediatric Surgery

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 1328-1332

【著　　者】 八木　実

【論　　題】 非侵襲的小児消化管運動機能評価とその展開
----- 非侵襲的消化管運動研究の歩み -----

【雑 誌 名】 新潟医学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 118 , 445-449

【著　　者】 八木 実、窪田正幸

【論　　題】 特集 :小児の漢方療法 Ⅲ .疾患各論 消化器術後の漢方

【雑 誌 名】 小児科診療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 67 , 1537-1540

【著　　者】 Tanaka Y, Mizote H, Inada H, Motohiro T, Kobayashi H, Fukahori S, So H, Otani M,
Nakamizo H,  Asagiri K, Akiyoshi K, Tsuru T

【論　　題】 Efficacy of n-3 Polyunsaturated Fatty Acis Enriched Enternal Nutrition Solution in
Relieving Oxidative Stress in Patients with Severe Psychophysiologic Disorders

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 51 , 83-90
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【著　　者】 Tanaka Y, Asakawa T, Asagiri K, Akiyoshi K, Hikida S, Mizote H

【論　　題】 Nesidioblastosis Treated Successfully by 85% Pancreatectomy

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 51 , 99-103

【著　　者】 Yagi M, Homma S, Kubota M, Iinuma Y, Kanada S, Kinoshita Y, Ohtaki M,
Yamazaki S, Murata H

【論　　題】 The herbal medicine Rikkunshi-to stimulates and coordinates the gastric
myoelectric activity in postoperative dyspeptic childeren after gastro-intestinal
surgery.

【雑 誌 名】 Pediatric Surgery International

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 19 , 760-765

【著　　者】 Hikida.S, Tanaka Y, Tsuru T, Ohtani M, Kobayashi H, Asagiri K, Akiyoshi K,
Nakamizo H, Fukahori S, Soejima H, Shirouzu Y, Tanigawa H, Shirouzu K, Mizote H

【論　　題】 The Fungal DNA Eamination Is Useful as a Sensitive Parameter for the Initiation and
the Quit of Antifungal Therapy in Immunocompromised Pediatric Patients after
Surgery

【雑 誌 名】 Kurume Med J.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 125～ 131

【著　　者】 Kotake J, Tanaka Y, Umehara N, Miyashita A, Tsuru T, Hikida S

【論　　題】 Effects of a high-monounsaturated fat diet on glucose and lipid metabolismsin normal
and diabetic mice

【雑 誌 名】 J Nutr Sci and Vitaminol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 106～ 113

【著　　者】 Homma S, Satoh K, Matsuo H, Yagi M, Hasegawa J, Maruta T, Watanabe N, Iiai T,
Hatakeyama K

【論　　題】 Electrogastrographic activity in patients who received proximal gastrectomy plus
jejunal interposition.

【雑 誌 名】 J Smooth Muscle Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 271-280

【著　　者】 Ohtaki M, Yagi M, Kubota M, Homma S

【論　　題】 A disturbance of the gastric myoelectric activity in post-operative patients with  biliary
atresia

【雑 誌 名】 Pediatric Surgery International

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 20, , 77-82
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【著　　者】 Kubota M, Yagi M, Kanada S, Okuyama N, Kinoshita Y , Yamazaki S, Asami K,
Ogawa A, Watanabe A:

【論　　題】 Effect of post-operative chemotherapy on the serum alpha-fetoprotein level in
Hepatoblastoma

【雑 誌 名】 Journal of Pediatric Surgery

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 1775-1778

「その他」

【著　　者】 田中芳明 ,田中粹子 ,井上光鋭 ,森田桂子 ,梶村克成 ,古庄孝典 ,早渕尚文 ,溝手博
義

【論　　題】 -特集 :NSTの理想と現実 久留米大学 NST運営委員会の活動と医療・経済的効果、
ならびに稼動後の問題点について

【雑 誌 名】 静脈経腸栄養

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 19 , 11-16

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 ランチョンセミナー 『微量栄養素と栄養療法 - 殊に抗酸化療法における微量栄養
素の役割 -』

【雑 誌 名】 日本健康・栄養システム学会第 3回九州地方会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 教育講演 8 「消化管機能と経腸栄養管理」

【雑 誌 名】 第 46回日本消化器病学会大会 第 12回 DDW-Japan

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 101 , A390

【著　　者】 早川麻理子 ,田中芳明

【論　　題】 栄養教室 vol.7 その経腸栄養剤 ,どうして選んだの ?

【雑 誌 名】 PDN通信

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】  9 : ,  8-11

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 ランチョンセミナー 『褥瘡の栄養管理』

【雑 誌 名】 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 第 10回 全国の集い in千葉
2004 地域で育てよう ,われらの在宅ケア

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 196
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【著　　者】 田中芳明 ,緒方宏美 ,朝川貴博 ,甲斐田章子 ,秋吉建二郎 ,浅桐公男 ,靍 知光

【論　　題】 シンポジウム 1「おっと危ないここが落とし穴 :経腸栄養・特殊ミルク」

【雑 誌 名】 第 31回日本小児栄養消化器肝臓学会   日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 18 , 33

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 ランチョンセミナー「微量元素補給飲料 ,CoQ10補給による慢性肝障害に対する
抗酸化療法」

【雑 誌 名】 第 31回日本小児栄養消化器肝臓学会 ,日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 18 , 10

【著　　者】 田中芳明 ,浅桐公男 ,秋吉建二郎 ,鶴 知光 ,疋田茂樹 ,溝手博義

【論　　題】 ワークショップ 2-5 「血中 diamine oxidase活性の測定意義 .- 栄養療法 ,癌化学療
法 ,小腸切除の影響 -」

【雑 誌 名】 第 29回日本外科系連合学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 29 , 486

【著　　者】 田中芳明 ,中溝博隆 ,秋吉健二郎 ,浅桐公男 ,靍 知光 ,溝手博義 ,早川麻理子

【論　　題】 病態別栄養剤の使い分け (3)

【雑 誌 名】 臨床栄養

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】  105 ,  77-80

【著　　者】 田中芳明 ,中溝博隆 ,秋吉健二郎 ,浅桐公男 ,靍 知光 ,溝手博義 ,早川麻理子

【論　　題】 病態別栄養剤の使い分け (2)

【雑 誌 名】 臨床栄養

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 104 , 879-884

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 ランチョンセミナー「微量栄養素と栄養療法 -殊に抗酸化療法としての微量栄養
素の役割 -」

【雑 誌 名】 第 4回日本健康・栄養システム学会 ,  日本健康・栄養システム学会誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 40 , 49-50

【著　　者】 田中芳明 ,浅桐公男 ,秋吉建二郎 ,靍 知光 ,疋田茂樹 ,溝手博義

【論　　題】 ワークショップⅠ -6「胆道閉鎖症術後の酸化ストレス傷害に対する
Coenzyme(Co)Q10の効果」

【雑 誌 名】 第 41回日本小児外科学会総会 .日本小児外科学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 40 , 353
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【著　　者】 田中芳明 ,中溝博隆 ,秋吉健二郎 ,浅桐公男 ,靍 知光 ,溝手博義 ,早川麻理子

【論　　題】 病態別栄養剤の使い分け (1).

【雑 誌 名】 臨床栄養

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 104 , 593-598

【著　　者】 鶴　知光

【論　　題】 The Diagnosis of Pancreaticobiliary maljunction (PBM) using Magnetic Resonance
Cholangiopancreatography (MRCP)

【雑 誌 名】 the 37 th Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeonsで発表
(Seoul)

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 小林英史、田中芳明、深水志生子、田中宏明、深堀優、浅桐公男、秋吉建二郎、
疋田茂樹、つる知光、溝手博義

【論　　題】 小児に対する immuno-enhancing経腸栄養剤の投与経験

【雑 誌 名】 第 41回日本小児外科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 40 , 438

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 褥瘡の栄養管理 -その新たなる展開 -

【雑 誌 名】 キタ・メディア

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1-18

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 病態別経腸栄養剤の使い分け

【雑 誌 名】 Medical Academy News 薬事日報社

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 893 , 1-4

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 栄養療法について -栄養法の種類と特徴と選択 -

【雑 誌 名】 難病と在宅ケア

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 9 , 63-67

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 教育セミナー「静脈栄養法 -栄養剤の種類と特徴 -」

【雑 誌 名】 第 19回日本静脈経腸栄養学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 19 , 46

35.小児外科

- 176 -



【著　　者】 Y Tanaka, H Mizote, H Nakamizo, K Asagiri, K Akiyoshi, T Tsuru, S Hikida, T
Asakawa

【論　　題】 Effect of oral coenzyme Q10 supplementation on chronic hepatic dysfunction in
children with biliary atresia.

【雑 誌 名】 26th ESPEN Congress in Lisbon.  Portugal Clinical Nutrition

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 23 , 899-900

【著　　者】 Y Tanaka,H Mizote, H Nakamizo, K Asagiri, K Akiyoshi, T Tsuru, S Hikida, T
Asakawa, H Yano

【論　　題】 Effect of Peroral Coenzyme Q10 Supplementation on
Chronic Hepatic Dysfunction in Children with Biliary Atresia.

【雑 誌 名】 37th Panpacific Association of Pediatric Surgery Meeting at Seoul, Korea   Final
Program & Abstracts

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 143
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36.脳神経外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 重森 稔
編者 :佐川公矯 石竹達也

【タイトル】 脳の老化を学び、老化を防ぐ

【書名・発行所】久留米大学公開講座 25 老化を学び、老化を防ぐ 五絃舎

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39-58

【著　　者】 広畑 優、藤村直子、竹内靖治、徳富孝志、重森 稔
(Ed) R.Loch Macdonald

【タイトル】 Symptomatic vasospasm after early surgical and endovascular treatment of ruptured
cerebral aneurysms

【書名・発行所】 Cerebral Vasospasm Advances in Research and treatment, Thieme

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 249-251

【著　　者】 内門久明

【タイトル】 中下位頸椎損傷の治療

【書名・発行所】アメリカ脳神経外科学会・アメリカ脳神経外科コングレス編  頸椎・頚髄損傷に対
する雄性期治療のガイドライン、メジカルビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 200-212

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 森田喜一郎、渡辺レイ子、重森 稔、徳富孝志、小路純央、富田 克、西浦佐和子、
山本寛子、前田久雄

【論　　題】 生物学的評価および生活就労能力評価による脳外傷後高次脳機能障害者の認知機
能の特徴ー健常者との比較検討ー

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 27 , 105-110

【著　　者】 小野純一、小川武希、坂本哲也、川又達朗、徳富孝志、片山容一、重森 稔、山浦
晶、中村紀夫

【論　　題】 頭部外傷データバンクにおける重症頭部外傷の検討ー交通事故の受傷原因と頭
蓋・頭蓋内損傷の関係ー

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 27 , 155-160
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【著　　者】 小川武希、徳富孝志、小野純一、川又達朗、坂本哲也、重森 稔、山浦 晶、中村紀
夫

【論　　題】 頭部外傷データバンク委員会 :1998～ 2001最終報告

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 27 , 149-154

【著　　者】 徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 外傷性クモ膜下出血の臨床的意義ー JNTDBからの報告ー

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 27 , 161-164

【著　　者】 田島 裕

【論　　題】 クモ膜顆粒頂部内皮細胞にみられる giant vacuole成因ー免疫組織化学的検討ー

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 67 , 251-259

【著　　者】 広畑 優、藤村直子、竹内靖治、安陪等思、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 頸部内頸動脈狭窄症による Progressive stroke症例に対する emergency PTA and
Stent留置術の経験 :2症例の報告

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 9 , 65-71

【著　　者】 塩見直人、徳富孝志、宮城知也、古賀さとみ、清川兼輔、重森 稔

【論　　題】 頭蓋、顔面損傷の治療戦略

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 9 , 47-52

【著　　者】 塩見直人、徳富孝志、宮城知也、香月裕志、清川兼輔、重森 稔

【論　　題】 側頭筋骨膜弁を用いた頭蓋、顔面損傷の修復

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 27 , 59-62

【著　　者】 宮城知也、刈茅 崇、内門久明、土井 亮、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 高齢者の高血圧性脳出血手術例の検討

【雑 誌 名】 Geriatric Neurosurgery

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 16 , 43-47
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【著　　者】 小野純一、小川武希、坂本哲也、川又達朗、徳富孝志、片山容一、重森 稔、山浦
晶、中村紀夫

【論　　題】 頭部外傷データバンクに登録された重症頭部外傷の検討ー交通事故例の疫学的・
臨床的特徴ー

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 9 , 103-108

【著　　者】 徳富　孝志

【論　　題】 かならず役立つ看護技術「バイタルサインのみかた」 1.疾患別バイタルサインの
押さえどころ

【雑 誌 名】 ブレインナーシング

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 20 , 18-24

【著　　者】 宮城知也、塩見直人、古賀さとみ、刈茅 崇、徳富孝志、重森 稔、檜垣賢作、坂本
照夫

【論　　題】 食道大動脈瘻による脳空気塞栓症の 1例

【雑 誌 名】 日本神経救急学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 17 , 82-84

【著　　者】 徳富孝志、宮城知也、刈茅 崇、重森 稔

【論　　題】 重症脳損傷急性期における内頚静脈酸素飽和度測定の意義

【雑 誌 名】 脳循環代謝

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 16 , 106-107

【著　　者】 森本一弥、重森 稔

【論　　題】 Goal-directed therapy

【雑 誌 名】 Clinical Neuroscience

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 22 , 598-599

【著　　者】 山口真太朗、坂田清彦、中山顕児、折戸公彦、池田理望、荒川正博、重森 稔

【論　　題】 中大脳動脈分岐部閉塞に続発した破裂細菌性脳動脈瘤の 1手術例

【雑 誌 名】 脳神経外科

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 32 , 493-499

【著　　者】 古賀さとみ、原 真弥、宮城尚久、広畑 優、安陪等思、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 Blister-likeから Saccular typeへと変化した内頸動脈前壁動脈瘤の 1手術例

【雑 誌 名】 脳神経外科

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 32 , 383-387
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【著　　者】 塩見直人、宮城知也、古賀さとみ、刈茅 崇、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 同時多発性高血圧性脳内出血例の検討

【雑 誌 名】 脳神経外科

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 32 , 237-244

【著　　者】 広畑 優、安陪等思、藤村直子、竹内靖治、盛満人之、重森 稔

【論　　題】 Clinical outcomes of coil embolization for acutely ruptured aneurysm Comparison
with results of neck clipping when coil embolization is considered the first option

【雑 誌 名】 Interventional Neuroradiology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 49-53

【著　　者】 徳富孝志、宮城知也、森本一弥、刈茅 崇、重森 稔

【論　　題】 Effect of hypothermia on serum electrolyte, inflammation, coagulation and nurtitional
parameters in patients with severe traumatic brain injury

【雑 誌 名】 Neurocritical Care

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , 171-182

【著　　者】 徳富孝志、宮城知也、竹内靖治、刈茅 崇、重森 稔

【論　　題】 Effect of hypothermia on systemic and intracranial hemodynamics and metabolism

【雑 誌 名】 7th International Neurotrauma Symposium 2004

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 139-143

【著　　者】 安陪等思、広畑 優、田中法端、内山雄介、盛満人之、藤村直子、竹内靖治、小島
和行、早渕尚文

【論　　題】 Stability microcatheter for cerebral aneurysm embolization after steam shaping

【雑 誌 名】 Interventional Neuroradiology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 117-120

【著　　者】 徳富　孝志

【論　　題】 Mitogen-activated protein kinase(MAPK)

【雑 誌 名】 Clinical Neuroscience

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 22 , 542-543

【著　　者】 徳富　孝志

【論　　題】 In Vitro microdialysis

【雑 誌 名】 Clinical Neuroscience

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 22 , 576-577
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【著　　者】 Y, Sugita, O Tokunaga, A Nakashima, M. Shigemori

【論　　題】 SHP-1 expression in primary central nervous system B-cell lymphomas in
immunocompetent patients reflects maturation stage of normal B cell counterparts

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 54 , 659-666

【著　　者】 T. Abe, M. Hirohata, N. Tanaka, Y, Uchiyama, K. Fujimoto, N. Fujimura, Alexander
M. Norbash, N. Hayabuchi

【論　　題】 Distal-tip shape-consistency testing of steam-shaped microcatheters suitable for
cerebral aneurysm coil placement

【雑 誌 名】 AJNR

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1058-1061

「その他」

【著　　者】 森本一弥、宮城知也、重森 稔

【論　　題】 病院紹介 第一線救急施設紹介 :久留米大学病院

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 9 , 188-190

【著　　者】 重森 稔

【論　　題】 編集後記

【雑 誌 名】 脳卒中の外科

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 32 , 470

【著　　者】 宮城知也、塩見直人、重森 稔

【論　　題】 小外科・外来処置マニュアル  Ⅱ .頭部・顔面・口腔・咽頭 7.頭部軟部組織の外傷

【雑 誌 名】 臨床外科

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 59 , 32-34

【著　　者】 徳富　孝志

【論　　題】 神経外傷の最近の話題ー基礎と臨床ー

【雑 誌 名】 ブレインナーシング

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 20 , 41-47
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【著　　者】 安陪等思、広畑 優

【論　　題】 脳・頸部血管造影検査

【雑 誌 名】 Vascular Lab

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , 26-31

【著　　者】 広畑　優

【論　　題】 脳の健康診断ー脳ドックー

【雑 誌 名】 久留米大学公開講座テキスト

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17-18
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37.整形外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 吉田健治

【タイトル】 舟状骨骨折

【書名・発行所】今日の整形外科治療指針、第 5版、医学書院

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 468-469

【著　　者】 吉田健治

【タイトル】 月状骨周囲脱臼

【書名・発行所】今日の整形外科治療指針、第 5版、医学書院

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 467-468

【著　　者】 吉田健治

【タイトル】 大腿骨頚部骨折

【書名・発行所】整形外科 3大疾患の病棟管理、井上明生編、メディカ出版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7-42

【著　　者】 吉田健治

【タイトル】 有頭骨骨折

【書名・発行所】今日の整形外科治療指針、第 5版、医学書院 :、2004

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 470-471

【著　　者】 吉田健治

【タイトル】 有鉤骨鉤骨折

【書名・発行所】今日の整形外科治療指針、第 5版、医学書院

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 469-470

【著　　者】 永田見生
岩本幸英編

【タイトル】 脊椎カリエス、結核性脊椎炎

【書名・発行所】神中整形外科学、改訂 22版、南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 251-256
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【著　　者】 永田見生
岩本幸英編

【タイトル】 化膿性脊椎炎

【書名・発行所】神中整形外科学、改訂 22版、南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 245-250

【著　　者】 永田見生、二ノ宮節夫 [ほか ] 編

【タイトル】 終糸症例群、脊髄係留症候群

【書名・発行所】今日の整形外科治療指針 第 5版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 658-660

【著　　者】 永田見生
岩本幸英編

【タイトル】 強直性脊椎炎

【書名・発行所】神中整形外科学、改訂 22版、南山堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 256-259

【著　　者】 永田見生、二ノ宮節夫 [ほか ] 編

【タイトル】 二分脊椎

【書名・発行所】今日の整形外科治療指針 第 5版

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 656-658

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 玉木隆 (門司労災病院 整形外科 ), 稗田寛 , 金崎克也 , 伊藤伸一 , 平川洋平 , 増田賢
一

【論　　題】 【高齢者大腿骨近位部骨折に対する予防と治療】 大腿骨頸部骨折に対する人工骨
頭 (人工関節 )置換術 (原著論文 /特集 )

【雑 誌 名】 関節外科

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 23 , 1616-1622

【著　　者】 永田見生、佐藤公昭

【論　　題】 疫学・自然経過に関するエビデンス

【雑 誌 名】 脊椎脊髄ジャーナル

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 17 , 951-957
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【著　　者】 吉田健治、山下 寿、星子 久、山田 圭、渡部裕一、中村英智、永田高志、名護 健、
別府俊介、後藤琢也

【論　　題】 大腿骨遠位部関節内骨折の治療―AO分類 typeCについてー

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 26 , 658-662

【著　　者】 永田　見生

【論　　題】 骨粗鬆性脊椎骨折の治療 骨粗鬆症性脊椎骨折による神経障害に対する後方進入脊
椎短縮術

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 78 , 250-255

【著　　者】 南谷和仁、松垣 亨、宮崎剛

【論　　題】 超高齢者 (80歳以上 )大腿骨顆上骨折の観血的治療

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 26 , 639-642

【著　　者】 平川洋平、中川広志、伊東嘉浩、永田見生

【論　　題】 橈骨遠位端骨折の治療経験

【雑 誌 名】 整形・災害外科

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 53 , 203～ 208

【著　　者】 白濱正博、坂井健介、田中邦彦、永田見生 :

【論　　題】 不安定型骨盤輪骨折に対するプレートを用いた観血的治療法

【雑 誌 名】 整形・災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47 , 91-97

【著　　者】 白濱　正博

【論　　題】 骨盤・寛骨臼骨折に対する Surgical approach

【雑 誌 名】 MB Orthop.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 16-26

【著　　者】 白濱正博、坂井健介、八木雅春 永田見生 :

【論　　題】 長管骨骨幹部骨折に対する軸圧負荷機能をもつ髄内釘による治療

【雑 誌 名】 整形外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 1410-1413
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【著　　者】 白濱正博、坂井健介、田中邦彦、永田見生、阿部隆信、遠藤俊也、井上雅文
内川知也

【論　　題】 寛骨臼両柱骨折に対する観血的治療

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 162-167

【著　　者】 白濱正博、坂井健介、田中邦彦、永田見生、星子 久、吉田健治 :

【論　　題】 寛骨臼骨折の術後評価

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , 445-448

【著　　者】 佐藤公昭、安藤則行、朴 珍守、神保幸太郎、永田見生

【論　　題】 脊椎 instrumentation手術後の深部感染症例の検討

【雑 誌 名】 日本骨・関節感染症研究会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 129-132

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、安藤則行

【論　　題】 腰痛疾患に対する選択的 COX-2阻害剤 (メロキシカム )の有用性の検討

【雑 誌 名】 Pharma Medica

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 22 , 177-182

【著　　者】 朴 珍守、佐藤公昭、安藤則行、高宮啓彰、永田見生

【論　　題】 Pedicle screw を用いた PLFの長期遠隔成績

【雑 誌 名】 西日本脊椎研究会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 88-92

【著　　者】 朴 珍守、永田見生

【論　　題】 リマプロスト投与が著効した腰部脊柱管狭窄症の症例

【雑 誌 名】 THE SPINE perspectives :,

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , 8

【著　　者】 朴 珍守、永田見生

【論　　題】 椎間板再生と BMP, LMP-1

【雑 誌 名】 CLINICAL CALCIUM

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 76-78
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【著　　者】 桂木 誠、西原春實、荒木昭輝、竹吉正文、木村浩二、山田 圭

【論　　題】 化膿性仙腸関節炎の画像診断

【雑 誌 名】 画像診断

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 82-88

【著　　者】 山田 圭、吉田健治、山 下寿、星子 久、中村英智、渡部裕一、井上貴司、金澤知
之進、
永田高志、後藤琢也、永田見生

【論　　題】 化膿性脊椎炎の診断および治療方針の検討 	.

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 445-451

【著　　者】 中村英智、吉田健治、山下 寿、星子 久、山田 圭、渡部裕一、永田高志、名護 健、
別府俊介、田中順子、後藤琢也

【論　　題】 大腿骨骨幹部骨折に対する逆行性髄内釘固定と順行性髄内釘と比較

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26 , 612-615

【著　　者】 福嶋信広、平岡弘二、善明美千久、濱田哲矢、庄田孝則、永田見生

【論　　題】 皮下発生悪性軟部腫瘍 16例の治療成績

【雑 誌 名】 整形・災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 430-435

【著　　者】 大野晴子、田中寿人、小峰光徳

【論　　題】 新鮮脊椎圧迫骨折の予後不良因子の検討

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 740-744

【著　　者】 田中寿人、小峰光徳、有永誠

【論　　題】 大腿骨転子間骨折術後に大腿骨頭壊死を来たした 1例

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 121-124

【著　　者】 村上秀孝、副島 崇、高宮啓彰、井上貴司、金澤知之進、永田見生

【論　　題】 トライアスロンにおける骨代謝マーカーの変動

【雑 誌 名】 臨床スポーツ医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 21 , 684-686
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【著　　者】 熊谷 優、大川孝浩、樋口富士男、永田見生

【論　　題】 50歳以下の進行期・末期変形性股関節症に対する Chiari骨盤骨切り術

【雑 誌 名】 骨・関節・靭帯

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 1107-1111

【著　　者】 熊谷 優、久保 学、大川孝浩、金澤武利、福田浩子、永田見生、樋口富士男、井上
明生

【論　　題】 55歳以上における Chiari骨盤骨切り術の治療成績

【雑 誌 名】 Hip Joint

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 370-373

【著　　者】 森 啓介、西辻一成、荒木博之、今井達也、井上 博

【論　　題】 Bosworth骨折の治療経験

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 332-337

【著　　者】 神保幸太郎、永田見生、佐藤公昭、安藤則行、朴 珍守、高宮啓彰

【論　　題】 腰椎椎間板ヘルニアの保存療法の適応と限界

【雑 誌 名】 西日本脊椎研究会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 64-69

【著　　者】 福田浩子、井上明生、荘 念仁、大川孝浩、熊谷 優、久保 学

【論　　題】 RAO後の成績不良例に対するキアリ骨盤骨切り術

【雑 誌 名】 Hip Joint

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 344-348

【著　　者】 Yoon ST, Park JS, Kim KS, Li J, Attallah-Wasif ES, Hutton WC, Boden SD.

【論　　題】 ISSLS prize winner: LMP-1 upregulates intervertebral disc cell production of
proteoglycans and BMPs in vitro and in vivo.

【雑 誌 名】 Spine

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 29 , 2603-11

【著　　者】 Hidetaka Murakami, Takashi Soejima, Takashi Inoue, Tomonoshin Kanazawa,
Michihiro Katouda, and Kensei Nagata

【論　　題】 A long-term follow-up study of four cases who underwent curettage and autogenous
bone grafting for steroid-related osteonecrosis of the femoral condyle

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 277-281
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【著　　者】 Elias JJ, Mattessich SM., Kumagai M., Mizuno Y., Cosgarea AJ, Chao EY.

【論　　題】 "In vitro characterization of the relationship between the Q-angle and the lateral
component of the quadriceps force."

【雑 誌 名】 Proc Inst Mech Eng [H].

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 218 , 63-7

【著　　者】 Hanada R., Teranishi H., Pearson J T., Kurokawa M., Hosoda H.,  Fukushima N.,
Fukue Y., Serino R.,Fujihara H., Ueta Y., Ikawa M., Okabe M., Murakami N., Shirai
M., Yoshimatsu H., Kangawa K., Kojima M.

【論　　題】 Neuromedin U has a novel anorexigenic effect independent of the leptin signaling
pathway.

【雑 誌 名】 Nature Medicine

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 1067-1073

【著　　者】 Nakahara K., Hanada R., Murakami N., Teranishi H., Ohgusu H., Fukushima N.,
Moriyama M., Ida T., Kangawa K., Kojima M.

【論　　題】 The gut-brain peptide neuromedin U is involved in the mammalian circadian oscillator
system.

【雑 誌 名】 Biochemical and Biophysical Research Communications

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 318 , 156-161

【著　　者】 Miyoshi K, Wakioka T, Nishinakamura H, Kamio M, Yang L, Inoue M, Hasegawa M,
Yonemitsu Y, Komiya S, Yoshimura A

【論　　題】 The Sprouty-related protein, Spred, inhibits cell motility, metastasis, and
Rho-mediated actin reorganization.

【雑 誌 名】 Oncogene.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 22 , 5567-76

「その他」

【著　　者】 大川孝浩、熊谷優、久保学、福田浩子、志波直人、樋口富士男、井上明生、永田
見生

【論　　題】 大腿骨外反骨切り術併用 Chiari手術の長期成績 (シンポジウム :変形性関節症に
対する関節温存手術 )

【雑 誌 名】 第 32回日本リウマチ・関節外科学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Okawa T、Noble PC、Ismaily SK、Conditt MA .

【論　　題】 Morphology of the dysplastic hip

【雑 誌 名】 Orthopaedic Research Society 50th Annual meeting

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Okawa T、Johnston JD、Noble PC、Thompson MT、Noble PC、Ismaily SK

【論　　題】 A High Hip Center Limits ROM following THR

【雑 誌 名】 Orthopaedic Research Society 50th Annual meeting

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉田健治

【論　　題】 Antegrade Femoral Nail を用いた大腿骨骨折の治療

【雑 誌 名】 Synthes Nailing Report,SYNTHES

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1-4

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、安藤則行、朴 珍守、高宮啓彰、神保幸太郎

【論　　題】 腰部脊柱管狭窄症の保存療法̶経口プロスタグランジン E1誘導体製剤 (リマプロ
スト )の治療効果̶

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S188

【著　　者】 大川孝浩、Johnston JD、Noble PC、Thompson MT、Noble PC、永田見生

【論　　題】 Stem NeckDesignによる THRの有効可動域の検討

【雑 誌 名】 日本整形外科外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S108

【著　　者】 大川孝浩、Noble C. Philip、Ismaily K Sabir、熊谷優、久保学、永田見生

【論　　題】 前初期股関節症 (臼蓋形成不全股 )に対する 3次元的構築の検討

【雑 誌 名】 日本整形外科外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S1111

【著　　者】 Noble PC., Thompson MT., Mathis KB., Ismaily SK., Heinrich EM., Okawa T.,
Nagata K.

【論　　題】 The Mechanics of Minimally Invasive Hip Replacement Surgery		日

【雑 誌 名】 日本整形外科外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S192

【著　　者】 Thompson MT., Noble PC., Johnston JD., Mathis KB., Okawa T., Nagata K

【論　　題】 Anterior Impingement after THR; The Role of Implant and the Level of the Femotral
Neck Osteotomy.

【雑 誌 名】 日本整形外科外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S193
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【著　　者】 大川孝浩、Johnston JD、Noble PC、Thompson MT、Noble PC、Ismaily SK、永田
見生

【論　　題】 Cup高位設置は THR後の安全可動域を制限する

【雑 誌 名】 日本整形外科外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S112

【著　　者】 大川孝浩、Noble PC、Ismaily SK、Conditt MA、永田見生

【論　　題】 臼蓋形成不全股の 3次元的形態

【雑 誌 名】 日本整形外科外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S18

【著　　者】 濱田哲矢、後藤武史、佐藤公明、八木雅春、田中裕之、永田見生

【論　　題】 新しく開発した下腿免荷キャストの臨床的評価

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S325

【著　　者】 濱田哲矢 平岡弘二 善明美千久 庄田孝則 福島信宏 永田見生

【論　　題】 当院における骨肉腫治療の問題点

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , S632

【著　　者】 Kanazawa T, Soejima T, Inoue T, Katoda M, Nagata K

【論　　題】 The integration process at the bone-tendon interface in anterior cruciate ligament
reconstruction: an immnohistological study in a rabbit model

【雑 誌 名】 5th Combined Meeting of the Orthopaedic Research Societies of Canada, USA, Japan
and Europe

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】
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38.眼科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 河原澄枝

【タイトル】 線虫性眼内炎

【書名・発行所】眼科薬物治療ガイド、文光堂

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 146-147

【著　　者】 河原澄枝

【タイトル】 水晶体起因性ぶどう膜炎

【書名・発行所】眼科薬物治療ガイド、文光堂

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 142

【著　　者】 河原澄枝

【タイトル】 リウマチ性疾患に伴うぶどう膜炎

【書名・発行所】眼科薬物治療ガイド、文光堂

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 143

【著　　者】 水島 裕、黒川 清編集  吉村浩一他

【タイトル】 眼疾患、眼外傷

【書名・発行所】「今日の治療と看護第 2版」 南江堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1498-1499

【著　　者】 (編者 )丸尾敏夫、本田孔士、臼井正彦、田野保雄
山川良治

【タイトル】 びまん性表層角膜炎、点状表層角膜炎

【書名・発行所】眼科薬物治療ガイド  文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 65～ 67

【著　　者】 (編者 )丸尾敏夫、本田孔士、臼井正彦、田野保雄
山川良治

【タイトル】 先天緑内障

【書名・発行所】眼科診療ガイド 文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 505～ 507
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【著　　者】 (編者 )丸尾敏夫、本田孔士、臼井正彦、田野保雄
山川良治

【タイトル】 検査用薬 :表面麻酔薬 (キシロカイン、ベノキシール )

【書名・発行所】眼科薬物治療ガイド  文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 407～ 409

【著　　者】 (編者 )丸尾敏夫、本田孔士、臼井正彦、田野保雄
山川良治

【タイトル】 検査用薬 :染色薬 (フルオレセイン、ローズベンガル )

【書名・発行所】眼科薬物治療ガイド  文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 405～ 407

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 山崎有加里、河原澄枝、木本高志、垰本慎、松岡雅人、松村美代

【論　　題】 副腎皮質ステロイド薬の全身投与を行わずに自然軽快した Vogt-小柳 -原田病

【雑 誌 名】 日本眼科紀要

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 55 , 691-695

【著　　者】 有馬由里子、河原澄枝、松岡雅人、尾辻 剛、高橋寛二、松村美代

【論　　題】 著明な乳頭浮腫を伴った小児の強膜炎

【雑 誌 名】 日本眼科紀要

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 55 , 465-470

【著　　者】 後藤昌久、山田晴彦、河原澄枝、松村美代

【論　　題】 新型光干渉断層計 (OCT3)にて検討した punctate inner choroidopathyの 1例

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 58 , 375-380

【著　　者】 吉田ゆみ子、浦野 哲、田口千香子、棚成都子、吉村浩一

【論　　題】 久留米大学におけるぶどう膜炎の臨床統計

【雑 誌 名】 日本眼科紀要

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 809～ 814

【著　　者】 草場留美子、田口千香子、吉村浩一、疋田直文、中島 収、渡邊志穂

【論　　題】 経過中に特異な眼底所見を呈した眼内悪性リンパ腫の 1例

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 1793～ 1798
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【著　　者】 照屋健一、長崎比呂志、廣瀬晶一、安元慎一郎

【論　　題】 裂孔原性網膜剥離と白内障をきたしたアトピー性皮膚炎の合併と診断された尋常
性乾癬の 1例

【雑 誌 名】 眼科臨床医報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 98 , 775～ 778

【著　　者】 岩田健作、浦野 哲、田口千香子、棚成都子、小川 希、吉村浩一、疋田直文

【論　　題】 急性網膜壊死に対する硝子体手術の検討

【雑 誌 名】 日本眼科紀要

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 540～ 546

【著　　者】 Morimura Y, Okada AA, Hayashi A, Fujioka S, Kawahara S, Hida T

【論　　題】 Histological effect and protein expression in subthreshold transpupillary
thermotherapy in rabbit eyes.

【雑 誌 名】 Arch Ophthalmol.

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 122 , 1510-1515

【著　　者】 Ohashi H, Kasuga Y, Hata N, Manabe S, Takashima Y, Lee S

【論　　題】 Morphological changes in the optic disc after vitrectomy and fluid-air exchange

【雑 誌 名】 Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 242 , 484-8
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39.産婦人科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 有吉 寛 ほか

【タイトル】 卵巣胚細胞腫瘍 BEP療法

【書名・発行所】エビデンスに基づく癌化学療法ハンドブック メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 114-115

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 駒井 幹、嘉村 敏治

【論　　題】 卵巣癌の進行期分類と治療方針

【雑 誌 名】 Nippon Rinsho

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 62 , 484-495

【著　　者】 喜多川 亮、勝俣 範之、山中 康弘

【論　　題】 再発子宮頸がんの化学療法 ー TJ療法の臨床第 II相試験中間成績と今後の展望ー

【雑 誌 名】 日本婦人科腫瘍学会雑誌

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 22 , 376～ 383

【著　　者】 駒井 幹、 嘉村 敏治

【論　　題】 腫瘍マーカー 乳腺、婦人科系 (CA125,CA15-3,SCC)

【雑 誌 名】 Modern Physician

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 24 , 980-985

【著　　者】 牛嶋　公生

【論　　題】 検査値をどう読むか 腫瘍マーカー ＣＡ１９９

【雑 誌 名】 産科と婦人科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 71 , 265ー 267

【著　　者】 牛嶋　公生

【論　　題】 血栓症と肺塞栓 周術期におけるリスク因子

【雑 誌 名】 臨床婦人科産科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 655-659
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【著　　者】 藤吉啓造、綱脇 現、大蔵尚文、葉 清泉、嘉村敏治

【論　　題】 子宮頸癌 III期症例における治療成績と障害

【雑 誌 名】 日本婦人科腫瘍学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 22 , 327-333

【著　　者】 牛嶋公生、嘉村敏治

【論　　題】 産婦人科手術時の合併症軽減のために 進行子宮腫瘍

【雑 誌 名】 産婦人科の実際

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 383-389

【著　　者】 牛嶋　公生

【論　　題】 検査値をどう読むか 腫瘍マーカー ＣＡ 153

【雑 誌 名】 産科と婦人科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 71 , 272ー 273

【著　　者】 堀大蔵、永山祥代、野々下晃子

【論　　題】 産婦人科診療とリスクマネージメント (陣痛誘発・促進 )

【雑 誌 名】 臨床婦人科産科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 188 ～ 191

【著　　者】 Huang X, Ushijima K, Komai K, Takemoto Y, Motoshima S, Kamura T, Kohno K

【論　　題】 Co-expression of Y-box-binding protein-1 and P-glycoprotein as a prognostic marker
for survival in epithelial ovarian cancer.

【雑 誌 名】 Gynecologic Oncology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 93 , 287-291

【著　　者】 Tsuda N, Mochizuki K, Harada M, Sukehiro A, Kawano K, Yamada A, Ushijima K,
Sugiyama T, Nishida T, Yamana H, Ito K, Kamura T

【論　　題】 Vaccination with Predesignated or Evidence-Based Peptides for patients with
Recurrent Gynecologic Cancers.

【雑 誌 名】 J Immunother

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 60-72
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【著　　者】 Mochizuki K, Shimomura H, Sakamoto M, Matsuura K, K, Shimomura H, Sakamoto
M, Matsuura K, Ushijima K, H, Sakamoto M, Matsuura K, Ushijima K, Maeda Y,
Katagiri K, Yamada A, Todo S, Kamura T, Harada M, Ito K

【論　　題】 Immunological evaluation of vaccination with pre-designated peptide frequently
selected as vaccine candidates in individualized peptide vaccination regimen.

【雑 誌 名】 Int. J. Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 121-131

【著　　者】 Mochizuki K,Kamura T

【論　　題】 Immunological evaluation of vaccination with pre-designated peptides frequently
selected as vaccine candidates in an individualized peptide vaccination regimen

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 121~131

【著　　者】 Yamamoto K,Kamura T

【論　　題】 Pulmonary metastasectomy for uterine cervical cancer:a multivariate analysis

【雑 誌 名】 Ann Thorac Surg

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 77 , 1179~1182

【著　　者】 Nishida N,Kamura T

【論　　題】 Vascular endothelial growth factor C and vascular endothelial growth factor receptor 2
are closely related to prognosis of ovarian carcinoma

【雑 誌 名】 Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 1364~1374

【著　　者】 Ushijima K,Kamura T

【論　　題】 Phase II study of docetaxel and carboplatin in patients with recurrent  epithelial
ovarian cancer after first-line treatment with paclitaxel and / or platinum

【雑 誌 名】 Int J Gynecol Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 131~132

【著　　者】 Onda T,Kamura T

【論　　題】 Feasibiity study of neoadjuvant chemotherapy followed by interval cytoreductive
surgery for stage III/IV ovarian , tubal and peritoneal cancers : Japan Oncology Group
Study JCOG 0206

【雑 誌 名】 Jpn J Clin Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 43~45
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【著　　者】 Mine T,Kamura T

【論　　題】 Humoral responses to peptides correlate with overall survival in advanced cancer
patients vaccinated with peptides based on pre-existing,peptide-specific cellular
responses

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 927~937

【著　　者】 Nishio S,Kamura T

【論　　題】 Clinicopathological prognostic factors of FIGO stage IIIC endometrial carcinoma

【雑 誌 名】 Int J Gynecol Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 195

【著　　者】 Tsuda N,Kamura T

【論　　題】 Vaccination with predesignated or evidence-based peptides for patients with recurrent
gynecologic cancers

【雑 誌 名】 J Immunotherapy

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 60~72

【著　　者】 Onda T,Kamura T

【論　　題】 Cisplatin,paclitaxel and escalating doses of doxorubicin (TAP) in advanced ovarian
cancer : a phase I trial

【雑 誌 名】 Jpn J Clin Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 540~546

【著　　者】 Xiao H,Kamura T

【論　　題】 Co-expression of Y Box-binding protein-1 and P-glycoprptein as a prognostic marker
for survival in epithelial ovarian cancer.

【雑 誌 名】 Gynecol Oncol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 93 , 287~291

【著　　者】 Takemoto Y,Kamura T

【論　　題】 Antiproliferative effects of interferon- con1 on ovarian clear cell adenocarcinoma in
vitro and in vivo

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 7418~7426
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【著　　者】 Kuwano M,Kamura T

【論　　題】 The role of nuclear Y-box binding protein 1 as a global marker in drug resistance

【雑 誌 名】 Mol Cancer Ther

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 1485～ 1492

「その他」

【著　　者】 嘉村 敏治

【論　　題】 Cisplatin resistance and transcription factor YB-1 in ovarian cancer

【雑 誌 名】 日独産婦人科シンポジウム

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 喜多川 亮

【論　　題】 進行卵巣がんの術後化学療法として用いるカルボプラチンとパクリタキセルの併
用療法は、シスプラチン併用療法に比べ安全性が高い上に同等の根治性を有する
ことも証明した重要な論文

【雑 誌 名】 Mebio Oncology

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 1 , 96～ 98

【著　　者】 牛嶋公生、嘉村敏治

【論　　題】 ファーストライン化学療法の変遷、現況、将来展望

【雑 誌 名】 臨床婦人科産科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 1244-1249
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40.泌尿器科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 佐川公矯、石竹達也編
野口正典

【タイトル】 男性機能の老化を学び、老化を防ぐ .

【書名・発行所】老化を学び、老化を防ぐ ,五絃社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 61-73

【著　　者】 Chikama S, Iida S, Yoshii S, Kawagoe N, Matsuoka K, Takazono I, Inoue H.(Gohel
MDI, Au DWT Eds.)

【タイトル】 Protective role of heparan sulfate proteoglycan (syndecan-1) on the renal epithelial cell
ine during oxalate monohydrate crystal attachment.

【書名・発行所】 Kidney stones: Inside & out (The Reprographic Unit, The Hong Kong Polytechnic
University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 133-134

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 野田進士、松岡 啓、宮原 茂

【論　　題】 九州地区における腹腔鏡下副腎摘除術の動向に関する臨床的検討

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 66 , 733-745

【著　　者】 守屋普久子、坂下 直、齊藤孝二郎、清水志乃、松岡 啓、植田省吾

【論　　題】 女子傍尿道平滑筋腫の 1例

【雑 誌 名】 泌尿紀要

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 50 , 661-663

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 最近の男性更年期外来

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 81 , 107-109

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 HoLEP(ホルミウムレーザー前立腺核出術 )

【雑 誌 名】 泌尿器外科

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 17 , 1081-1086
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【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 上部尿路結石に対する経尿道的内視鏡下治療

【雑 誌 名】 臨床泌尿器科

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 58 , 561-570

【著　　者】 野口正典、野田進士、松岡 啓

【論　　題】 根治的前立腺全摘術後の QOL：術式による QOLへの影響

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 66 , 226-234

【著　　者】 綾塚仁志、林 健一、山本晃義、中村克己、川越伸俊、斎藤孝二郎、松岡 啓

【論　　題】 MDCTによる三次元画像が有用であった泌尿器疾患

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 66 , 172-176

【著　　者】 飯田 如、冨安克郎、松岡 啓

【論　　題】 結石再発予防のための患者指導のポイント

【雑 誌 名】 Urological Nursinng

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 9 , 18-22

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 内視鏡による尿道狭窄治療

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科学会雑誌

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 66 , 63-69

【著　　者】 飯田 如、冨安克郎、松岡 啓

【論　　題】 結石再発予防のための患者指導のポイント

【雑 誌 名】 Urological Nursing

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 9 , 141-148

【著　　者】 Noguchi, M., Noda, S., Nakashima, O., Matsuoka, K., Kojiro, M.

【論　　題】 Suspention technique improves rapid recovery of urinary continence following radical
retropubic prostatectomy

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 51 , 245-251
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【著　　者】 Yao, A., Harada, M., Matsueda, S., Ishihara, Y., Shomura, H., Noguchi, M., Matsuoka,
K.,Hara, I., Kamidono, S., Itoh, K.

【論　　題】 Idenfication of parathyroid hormone-related protein-derived peptides immunogenic in
human histocompatibility leukocyte antigen-A24+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Br J Cancer

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 91 , 287-296

【著　　者】 Noguchi M, Noda S, Yoshida M, Ueda S, Shiraishi T, Itoh K and the
Kurume-Kumamoto Estracyt Study Group

【論　　題】 Chemohormonal therapy as primary treatment for metastatic prostate cancer: A
randomized study of estramustine phosphate plus LHRH agonist versus flutamide plus
LHRH agonist.

【雑 誌 名】 Int J Urol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 103‒ 109

【著　　者】 Noguchi M, Noda S, Nakashima O, Matsuoka K, Kojiro M

【論　　題】 Suspension technique improves rapid recovery of urinary continence following radical
retropubic prostatectomy.

【雑 誌 名】 Kurume Med. J

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 245-251

【著　　者】 Yao A, Harada M, Matsueda S, Ishihara Y, Shomura H, Noguchi M, Matsuoka K,
Hara I, Kamidono S, and Itoh K

【論　　題】 Identification of parathyroid hormone-related protein-derived peptides immunogenic
in human histocompatibility leukocyte antigen-A24+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Br J Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 91 , 287-296

【著　　者】 Mine T, Sato Y, Noguchi M, Sasatomi T, Gouhara R, Tsuda N, Tanaka S, Shomura H,
Katagiri K, Rikimaru T, Shichizo S, Kamura T, Hashimoto T, Shirouzu K, Yamada A,
Todo S, Itoh K, and Yamana H

【論　　題】 Humoral responses to peptides correlate with overall survival in advanced cancer
patients vaccinated with peptides based on pre-ezisting peptide-specific cellular
responses.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 929-937
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【著　　者】 Noguchi M, Itoh K, Suekane S, Morinaga A, Sukehiro A, Suetsugu N, Katagiri K,
Yamada A, Noda S

【論　　題】 Immunological monitoring during combination of patient-oriented peptide vaccination
and estramustine phosphate in patients with metastatic hormone refractory prostate
cancer.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 32-45

【著　　者】 Matsueda S, Kobayashi K, Nonaka Y, Noguchi M, Itoh K, and Harada M

【論　　題】 Identification of new prostate stem cell antigen-derived peptides immunogenic in
HLA-A2+ patients with hormone-refractory prostate cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Immunol Immun

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 479-489

【著　　者】 Noguchi M, Itoh K, Suekane S, Yao A, Suetsugu N, Kaagiri K, Yamada A, Yamana
H, and Noda S

【論　　題】 Phase I trial of patient-oriented vaccination in HLA-A2 positive patients with
metastatic hormone refractory prostate cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 95 , 77-84

【著　　者】 Ogata R, Matsueda S, Yao A, Noguchi M, and Itoh K

【論　　題】 Identification of polycomb group protein enhancer of zeste homolog 2 (EZH2)-derived
peptide immunogenic in HLA-A24+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 273-281

【著　　者】 Noguchi M, Shimada A, Yahara J, Suekane S, Noda S

【論　　題】 Early catheter removal 3 days after radical retropubic prostatectomy.

【雑 誌 名】 Int J Urol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 983-988

【著　　者】 Matsueda S, Yao A, Ishihara Y, Ogata R, Noguchi M, Itoh K, and Harada M

【論　　題】 A prostate stem cell antigen-derived peptide immunogenic in HLA-A24+ prostate
cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 205-213
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【著　　者】 Harada M, Matsueda S, Yao A, Ogata R, Noguchi M, Itoh K

【論　　題】 Prostate-related antigen-derived new peptides having the capacity of inducing prostate
cancer-reactive CTLs in HLA-A2+ prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Oncology Reports

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 12 , 601-607

「その他」

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 男性更年期障害と専門外来の現況

【雑 誌 名】 八女筑後医報

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 298 , 10-11

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 Ho:YAGレーザーの泌尿器科疾患への応用 -レーザーによる結石破砕術と前立腺
手術 -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 67 , 151-154

【著　　者】 飯田　如

【論　　題】 尿路結石の治療について考えるーデイベートによる診療の是非ー

【雑 誌 名】 第 92回日本泌尿器科学会総会サテライトシンポジウム

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】
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41.耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 山口 徹・北原光夫 編  中島 格

【タイトル】 上咽頭癌

【書名・発行所】 2004 今日の治療指針 医学書院

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1025-1026

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 菊池 淳 ,坂本菊男 ,中島 格 ,江崎和久 ,楠川仁悟

【論　　題】 UPPPの適応決定に有用な外来での簡易検査とその評価

【雑 誌 名】 口腔・咽頭科

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 16 , 317～ 326

【著　　者】 千々和秀記、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 下咽頭・食道同時性重複癌症例に対する喉頭温存治療 .

【雑 誌 名】 耳鼻と臨床

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 51 , 209~213

【著　　者】 千々和秀記、梅野博仁、佐藤公則、中島 格

【論　　題】 声門上癌における遠隔転移症例の検討

【雑 誌 名】 喉頭

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 16 , 131～ 134

【著　　者】 千年俊一、梅野博仁、濱川幸世、中島 格、庄司紘史

【論　　題】 水痘・帯状疱疹ウイルスによる一側性第Ⅸ、Ⅹ脳神経障害

【雑 誌 名】 耳鼻

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , p481-487

【著　　者】 鈴木 弦、早渕尚文、小島和行、淡河恵津世、江藤英博、末藤大明、田中法瑞、安
陪等思、宮島義巳、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 上咽頭癌に対する放射線治療成績ーMRIにおける節外浸潤所見が遠隔転移に及ぼ
す影響ー

【雑 誌 名】 日本放射線腫瘍学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , p95-100
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【著　　者】 坂本菊男、宮島義巳、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 中咽頭後壁扁平上皮癌の臨床的検討

【雑 誌 名】 日耳鼻

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10-7 , p778-784

【著　　者】 森 一功、寺尾恭一、木村忠司、吉川 構、村田清高、白石 浩、西田吉直、徳野 潔、
千々和圭一、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 下咽頭 T2癌に対するレーザー減量後放射線治療

【雑 誌 名】 日気食会報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , p127-132

【著　　者】 千々和秀記、富田和英、千々和圭一、梅野博仁、中島 格、早渕尚文、鈴木 弦、森
一功

【論　　題】 下咽頭癌における外側咽頭後 (ルビエール )リンパ節転移症例の検討

【雑 誌 名】 頭頸部腫瘍

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , p47-52

【著　　者】 梅野博仁、進 武一郎、豊住康夫、小野剛治、千々和秀記、中島 格

【論　　題】 成人の急性喉頭蓋炎

【雑 誌 名】 MB ENT

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , p13-18

【著　　者】 津田祥夫、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 頸部 Kasabach-Merritt症候群例

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 97 , p357-360

【著　　者】 千年俊一、菊池 淳、坂本菊男、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 多系統萎縮症に起因した声帯麻痺による睡眠時呼吸障害

【雑 誌 名】 喉頭

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , p139-144

【著　　者】 梅野　博仁

【論　　題】 咽喉頭異常感症の治療

【雑 誌 名】 JOHNS

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 20 , p1577-1579

41.耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

- 207 -



【著　　者】 梅野博仁、白水英貴、千年俊一、佐藤公則、中島 格

【論　　題】 声帯内脂肪注入術の適応と限界

【雑 誌 名】 頭頸部外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , p53-58

【著　　者】 千々和 秀記

【論　　題】 ルビエールリンパ節転移の治療指針 -下咽頭癌を中心に -ルビエールリンパ節転移
と予後

【雑 誌 名】 耳喉頭頸

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 76 , 451-455

【著　　者】 千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 甲状腺分化癌気管浸潤例の検討

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 97 , 911-915

【著　　者】 宮嶋義巳、福永博之、森 一功、中島 格

【論　　題】 超高齢者に生じた喉頭腺癌の治療経験

【雑 誌 名】 日本気管食道科学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 404-407

【著　　者】 千々和秀記 ,千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 甲状腺分化癌気管浸潤例の検討

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 97 , 911-915

【著　　者】 坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 中咽頭後壁扁平上皮癌の臨床的検討

【雑 誌 名】 日耳鼻

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 107 , 778-784

【著　　者】 菊池  淳 ,坂本 菊男 ,中島  格 ,江崎 和久 ,楠川 仁悟

【論　　題】 UPPPの適応決定に有用な外来での簡易検査とその評価

【雑 誌 名】 口咽科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 317-126
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【著　　者】 梅野 博仁 ,千々和秀記 ,坂本 菊男 ,千年 俊一 ,中島  格 ,鈴木  弦 ,田中 法瑞 ,早渕
尚文

【論　　題】 中咽頭癌の治療戦略

【雑 誌 名】 頭頸部癌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 428-433

【著　　者】 千々和秀記 ,富田 和英 ,千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格 ,早渕 尚文 ,鈴木  弦 ,森
一功

【論　　題】 下咽頭癌における外側咽頭後 (ルビエール )リンパ節転移症例の検討

【雑 誌 名】 頭頸部腫瘍

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 47-52

【著　　者】 坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 ,前田 明輝 ,中島  格

【論　　題】 喉頭声門癌における CD9の発現

【雑 誌 名】 喉頭

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 122-126

【著　　者】 小野 剛治 ,千々和秀記 ,橋本  清 ,中島  格

【論　　題】 深頸部膿瘍の臨床的検討

【雑 誌 名】 耳鼻

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 221-225

【著　　者】 千年 俊一 ,菊池 淳 ,坂本 菊男 ,梅野 博仁 ,中島 格

【論　　題】 多系統萎縮症に起因した声帯麻痺による睡眠時無呼吸障害

【雑 誌 名】 喉頭

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 139-144

【著　　者】 千年 俊一 ,梅野 博仁 ,小林 究 ,中島  格

【論　　題】 術前に声帯嚢胞と診断し声門癌 T1aであった 1例

【雑 誌 名】 耳鼻

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 386-390

【著　　者】 Shinsuke Izumaru, Nobuyuki Arima, Yasuo Toyozumi, Seiya Kato, Minoru
Morimatsu, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Down-regulation of p21 Waf-1 protein facilitates RI- and UV- induced apoptosis in
human squamous carcinoma cells

【雑 誌 名】 International Journal of Oncology

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 24 , 1245－ 1255
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【著　　者】 Kiminori Sato, Minoru Hirano, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Age-related changes Vitamine A-string stellete cells of human vocal folds

【雑 誌 名】 Ann Otol Rhinol Laryngol

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 113 , 108－ 112

【著　　者】 Kikuo Sakamoto, Yoshihiro Nakamura, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Immunohistochemical distribution of CD9 in parotid gland tumors

【雑 誌 名】 Auris Nasus Larynx

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 31 , 49～ 55

【著　　者】 Kiminori Sato, HIrohito Umeno, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Autologous fat injection laryngopharyngoplasty for aspiration after vocal fold
paralysis

【雑 誌 名】 Ann Otol Rhinol Laryngol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 113 , p87-92

【著　　者】 Shinsuke Izumaru, Yoshikazu Yoshida,Tadashi Nakashima

【論　　題】 A solitary fibrous tumor in the exteral auditory meatus

【雑 誌 名】 Auris Nasus Larynx

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 65-67

【著　　者】 Yasuo Toyozumi, Nobuyuki Arima, Shinsuke Izumaru, Seiya Kato, Minoru
Moroimatsu, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Loss of caspase-8 acvivation pathway is a possible mechanism for CDDP resistance in
human laryngeal squamous cell carcinoma, HEp-2 cells

【雑 誌 名】 International Journal of Oncology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 721-728

【著　　者】 Sachiyo Hamakawa, Chieko Koda, Hirohito Umeno, Yoshikazu Yoshida, Tadashi
Nakashima, Kyoko Asaoka, Hiroshi Shoji

【論　　題】 Oropharyngeal dysphagia in a case of Huntington's disease

【雑 誌 名】 Auris Nasus Larynx

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 171-176
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「その他」

【著　　者】 上田 祥久 ,松田 洋一 ,橋本  清 ,黒木 岳人 ,伊藤 信輔 ,中島  格

【論　　題】 小児単純性慢性中耳炎の検討

【雑 誌 名】 第 137回 日耳鼻福岡県地方部会耳鼻咽喉科・頭頸部外科学術講演会 (第 497回九
州地方会 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 小林  究 ,坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 ,中島  格

【論　　題】 異所性上皮小体腺腫により原発性上皮小体機能亢進症を呈した 1例

【雑 誌 名】 第 137回 日耳鼻福岡県地方部会耳鼻咽喉科・頭頸部外科学術講演会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 千々和秀記 ,千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格 ,藤田 博正 ,末吉  晋

【論　　題】 下咽頭・食道同時性重複癌症例に対する臨床的検討 -喉頭、食道温存を目指して -

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 千年 俊一 ,梅野 博仁 ,濱川 幸世 ,中島  格

【論　　題】 梨状陥凹拡大を伴った特発性輪状咽頭嚥下困難症

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 梅野 博仁 ,千年 俊一 ,白水 英貴 ,佐藤 公則 ,中島 格

【論　　題】 声帯内脂肪注入術後の長期経過症例における音声改善度

【雑 誌 名】 第 49回 日本音声言語医学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本 菊男 ,千々和秀記 ,宮嶋 義巳 ,梅野 博仁 ,中島  格 ,早渕 尚文

【論　　題】 下咽頭癌 T1, T2症例の治療成績 -再発症例の検討 -

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 上田 祥久 ,千々和圭一 ,中島  格 ,福永 博之

【論　　題】 喉頭に発生した骨軟骨腫の一症例

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 梅野 博仁 ,權藤久次郎 ,濱川 幸世 ,千年 俊一 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 音声・嚥下障害に対する喉頭・下咽頭内脂肪注入術

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 津田 祥夫 ,梅野 博仁 ,千年 俊一 ,中島  格 ,林  明宏

【論　　題】 気管端々吻合術を必要とした喉頭・気管乳頭腫の一症例

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 上田 祥久 ,松田 洋一 ,橋本  清 ,黒木 岳人 ,伊藤 信輔

【論　　題】 ウサギにおける回転後眼振と温度眼振の相違

【雑 誌 名】 第 63回 日本めまい平衡医学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 上田 祥久 ,千々和圭一 ,中島  格 ,福永 博之

【論　　題】 喉頭に発生した骨軟骨腫の一症例

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 富田英一郎 ,松尾美央子 ,松本  博 ,成山 謙一 ,力丸 文秀 ,藤  賢史 ,檜垣雄一郎 ,
冨田 吉信

【論　　題】 下咽頭癌における化学放射線同時併用療法の検討

【雑 誌 名】 第 56回 日本気管食道科学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 西浦勇一郎 ,坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 ,高根 陽子 ,前田明輝 ,中島 格 ,唐 宇飛 ,山名秀
明

【論　　題】 局所注入による再発鼻腔悪性黒色腫の細胞免疫療法

【雑 誌 名】 第 137回日耳鼻福岡県地方部会耳鼻咽喉科・頭頸部外科学術講演会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 上田 祥久 ,松田 洋一 ,橋本  清 ,黒木 岳人 ,伊藤 信輔

【論　　題】 小児単純性慢性中耳炎の手術成績

【雑 誌 名】 第 14回 日本耳科学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 宮嶋 義巳

【論　　題】 シンポジウム 2「鼻副鼻腔腫瘍診療の最前線」副鼻腔悪性腫瘍に対する選択的動
注化学療法

【雑 誌 名】 第 43回日本鼻科学会学術講演会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 小林 信介 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 脈管内浸潤を認めた舌癌 T1症例

【雑 誌 名】 第 12回 北部九州頭頸部がん懇話会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊池  淳 ,坂本 菊男 ,中島  格

【論　　題】 扁桃肥大と鼻・副鼻腔疾患からみた CPAP使用状況

【雑 誌 名】 第 17回 口腔咽頭科学会総会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉田 申一 ,萩尾 良文 ,宮嶋 義巳 ,中島  格

【論　　題】 鼻副鼻腔に発生した形質細胞腫の 5症例

【雑 誌 名】 第 43回 日本鼻科学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 千年 俊一 ,梅野 博仁 ,濱川 幸世 ,中島  格 ,庄治 紘史

【論　　題】 帯状疱疹ウイルスによる喉頭麻痺の検討

【雑 誌 名】 第 19回 九州連合地方部会学術講演会 (第 136回日耳鼻福岡県地方部会 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Xiao-Yan Li, 伊豆丸慎介 ,坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 ,中島  格

【論　　題】 ポスター演題
喉頭扁平上皮癌における p21wafl/Cip1 および PCNAの発現についての臨床病理学
的検討

【雑 誌 名】 第 19回 九州連合地方部会学術講演会 (第 136回日耳鼻福岡県地方部会 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 津田 祥夫 ,千年 俊一 ,梅野 博仁 ,中島  格 ,林  明宏

【論　　題】 気管端々吻合術を必要とした喉頭・気管乳頭腫の 1症例

【雑 誌 名】 第 19回 九州連合地方部会学術講演会 (第 136回日耳鼻福岡県地方部会 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 富田英一郎 ,井手 康介 ,松尾美央子 ,松本 博 ,力丸 文秀 ,藤 賢史 ,檜垣雄一郎 ,冨
田 吉信

【論　　題】 当科における下咽頭扁平上皮癌の治療成績

【雑 誌 名】 第 28回 日本頭頸部腫瘍学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 千々和秀記 ,梅野 博仁 ,中島 格

【論　　題】 副咽頭間隙腫瘍の臨床的検討

【雑 誌 名】 第 66回耳鼻咽喉科臨床学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 本田 和良 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 舌癌における対側頸部リンパ節転移に関する臨床検討

【雑 誌 名】 第 28回 日本頭頸部腫瘍学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 梅野 博仁 ,千々和秀記 ,坂本 菊男 ,千年 俊一 ,中島 格 ,鈴木 弦 ,田中 法瑞 ,早渕
尚文

【論　　題】 シンポジウム 「中咽頭癌の治療戦略」 中咽頭癌の治療戦略

【雑 誌 名】 第 28回 日本頭頸部腫瘍学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田 明輝 ,白水 英貴 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 頭蓋底手術を行った篩骨洞横紋筋肉腫症例

【雑 誌 名】 第 66回 耳鼻咽喉科臨床学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 本田 和良 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 舌癌における対側頸部リンパ節転移に関する臨床検討

【雑 誌 名】 第 28回 日本頭頸部腫瘍学会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 松本 博 ,井手 康介 ,松尾美央子 ,富田英一郎 ,力丸 文秀 ,藤 賢史 ,檜垣雄一郎 ,冨
田 吉信

【論　　題】 当科における動注化学放射線併用療法の効果と問題点

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 千々和秀記 ,千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 下咽頭・食道同時重複癌症例に対する喉頭温存治療

【雑 誌 名】 第 105回日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 ,中島  格

【論　　題】 当科における粘表皮癌の臨床的検討

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田 明輝 ,宮嶋 義巳 ,千々和秀記 ,中島  格

【論　　題】 声門癌浸潤の病理組織学的および免疫組織学的検討

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊池  淳 ,坂本 菊男 ,中島  格

【論　　題】 重症の睡眠時無呼吸症候群に対するチーム医療

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 宮嶋 義巳 ,坂本 菊男 ,前田 明輝 ,中島  格

【論　　題】 頭頸部悪性黒色腫の臨床病理学的検討

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 中島　格

【論　　題】 パネルディスカッション 「頭頸部癌治療の現状と将来展望」 耳鼻咽喉科の立場か
ら

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 咽喉頭逆流症の診断と治療上の問題点

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 栗田 知幸 ,坂本 菊男 ,松田 洋一 ,粕谷 尚男 ,中島  格

【論　　題】 頭頸部に発症した劇症型 A群溶連菌感染症の一例

【雑 誌 名】 第 105回 日本耳鼻咽喉科学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 千年 俊一 ,梅野 博仁 ,濱川 幸世 ,中島 格 ,庄司紘史

【論　　題】 帯状疱疹ウイルスによる一側性第ⅨⅩ脳神経障害の 2症例

【雑 誌 名】 第 27回日本嚥下研究会

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 千々和秀記 ,梅野 博仁 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 声門上癌における遠隔転移症例の検討 -間隙進展と遠隔転移の関係 -

【雑 誌 名】 第 16回 日本喉頭科学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 千年 俊一 ,坂本 菊男 ,菊池  淳 ,濱川 幸世 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 多系統萎縮症に伴う声帯麻痺による睡眠時無呼吸症候群

【雑 誌 名】 第 16回 日本喉頭科学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 梅野 博仁 ,千年 俊一 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 レーザー披裂軟骨切除術の工夫

【雑 誌 名】 第 16回 日本喉頭科学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤 公則 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 声帯注入物質としての吸引脂肪の組織学的研究

【雑 誌 名】 第 16回 日本喉頭科学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 酸分泌抑制剤抵抗性の咽喉頭逆流症

【雑 誌 名】 第 16回 日本喉頭科学会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 鈴木 弦 ,淡河恵津世 ,江藤 英博 ,早渕 尚文 ,千年 俊一 ,千々和秀記 ,梅野 博仁 ,中
島 格 ,倉田 精二

【論　　題】 HDR192 Ir-RALSが有効であった外耳道癌の一例

【雑 誌 名】 第 4回 久留米・佐賀頭頸部腫瘍フォーラム

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 高木美香子 ,清川 兼輔 ,福島 淳一 ,木塚雄一郎 ,井上要二郎 ,田井 良明 ,富田英一
郎 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 下口唇から頤にかけての巨大動静脈奇形に対する集学的治療法

【雑 誌 名】 第 4回 久留米・佐賀頭頸部腫瘍フォーラム

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 高橋 長弘 ,井上要二郎 ,福島 淳一 ,清川 兼輔 ,田井 良明 ,梅野 博仁 ,千々和秀記 ,
中島  格

【論　　題】 頭頸部郭清術後の鬱血改善を目的とした U字形皮弁への静脈付加について

【雑 誌 名】 第 4回 久留米・佐賀頭頸部腫瘍フォーラム

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田 明輝 ,白水 英貴 ,梅野 博仁 ,中島  格 ,田井 良明 ,清川 兼輔 ,木塚雄一郎 ,重
森  稔 ,徳富 孝志

【論　　題】 頭蓋底手術を行った篩骨洞 Rhabdomyo sarcomaの 1例

【雑 誌 名】 第 4回 久留米・佐賀頭頸部腫瘍フォーラム

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 小林 信介 ,梅野 博仁 ,中島  格 ,田井 良明 ,清川 兼輔 ,力丸 英明 ,早渕 尚文

【論　　題】 原発不明癌で入院した歯肉眼の 1症例

【雑 誌 名】 第 4回 久留米・佐賀頭頸部腫瘍フォーラム

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 井手 康介 ,松本 博 ,松尾美央子 ,富田英一郎 ,力丸 文秀 ,藤 賢史 ,檜垣雄一郎 ,冨
田 吉信

【論　　題】 当科における上顎癌頸部転移例の治療成績

【雑 誌 名】 第 14回 日本頭頸部外科学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 力丸文秀 ,藤 賢史 ,井手康介 ,松本 博 ,松尾美央子 ,富田英一郎 ,檜垣雄一郎 ,冨
田 吉信

【論　　題】 舌癌 N0症例における頸部の治療方針

【雑 誌 名】 第 14回 日本頭頸部外科学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 千々和秀記 ,千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 甲状腺癌気管浸潤例の臨床的検討

【雑 誌 名】 第 14回 日本頭頸部外科学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 栗田 知幸 ,千々和秀記 ,坂本 菊男 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 下咽頭梨状陥凹瘻の 8例

【雑 誌 名】 第 14回 日本頭頸部外科学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 梅野 博仁 ,白水 英貴 ,千年 俊一 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 声帯内脂肪注入術における工夫 -声帯突起間に間隙を有する症例への対応 -

【雑 誌 名】 第 19回 西日本音声外科研究会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本 菊男 ,栗田 知幸 ,宮嶋 義巳 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 中咽頭後壁扁平上皮癌の臨床的検討

【雑 誌 名】 第 14回 日本頭頸部外科学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 咽喉頭逆流症に対する 4チャンネル 24時間 pHモニタリング

【雑 誌 名】 第 19回 西日本音声外科研究会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 千年 俊一 ,小林 究 ,梅野 博仁 ,中島 格

【論　　題】 術前に声帯嚢胞と診断し声門癌 T1aであった一症例

【雑 誌 名】 第 19回西日本音声外科研究会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 千々和秀記 ,坂本 菊男 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 下咽頭梨状陥凹瘻の 8例

【雑 誌 名】 第 14回 日本頭頸部外科学会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 梅野　博仁

【論　　題】 「片側声帯麻痺手術の適応と限界」
声帯内注入術の適応と限界

【雑 誌 名】 第 14回日本頭頸部腫瘍学会シンポジウムで発表 (東京 )

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

【著　　者】 梅野　博仁

【論　　題】 「中咽頭癌の治療戦略」
中咽頭癌の治療戦略

【雑 誌 名】 第 28回日本頭頸部腫瘍学会シンポジウムで発表 (福岡 )

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

【著　　者】 森  一功 ,寺尾 恭一 ,木村 忠司 ,吉川  構 ,村田 清高 ,白石  浩 ,西田 吉直 ,徳野  潔
,千々和圭一 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 下咽頭 T2癌に対するレーザー減量後放射線治療

【雑 誌 名】 日気食会報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 55 , 127-132

【著　　者】 古川  仭 ,西崎 和則 ,森山寛 ,・・・中島  格

【論　　題】 噴射式基準嗅力検査の測定方法に関するガイドライン

【雑 誌 名】 日鼻誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 43 , 372-374

【著　　者】 中島　格

【論　　題】 頭頸部がん治療の現状と将来展望

【雑 誌 名】 日耳鼻

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 107 , 983-989

【著　　者】 梅野 博仁 ,白水 英貴 ,千年 俊一 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 声帯内脂肪注入術の適応と限界

【雑 誌 名】 頭頸部外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 53-58

41.耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

- 219 -



【著　　者】 梅野 博仁 ,進 武一郎 ,豊住 康夫 ,小野 剛治 ,千々和秀記 ,中島  格

【論　　題】 成人の急性喉頭蓋炎

【雑 誌 名】 MB ENT

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 13-18

【著　　者】 Hirohito Umeno, Shun-ichi Chitose, Kiminori Sato, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Usefulness of autologous fat injection laryngoplasty for unilateral vocal fold paralysis

【雑 誌 名】 The 4th East Asia Conference on Phonosurgery

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Shun-ichi Chitose, Atsushi Kikuchi, Hirohito Umeno, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Treatment of respiratory disturbance caused by multiple system atrophy

【雑 誌 名】 The 4th East Asia Conference on Phonosurgery

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kiminori Sato, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Tetra-probe 24-hour pH monitoring for laryngopharyngeal reflux diesease

【雑 誌 名】 The 108th Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and
Neck Surgery

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 中島　格

【論　　題】 Journeys in otolaryngology-weaving caeers in academic medicine and the private
sector

【雑 誌 名】 The 2004 Cartesian Society Meeting

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kiminori Sato, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Endoscopic sinus surgery for chronic sinusitis with antro-choanal polyp

【雑 誌 名】 The 107th Annual Meeting of the Triological Society

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kiminori Sato, Tadashi Nakashima

【論　　題】 The 125th Annual Meeting of the American Laryngological Association

【雑 誌 名】 The 125th Annual Meeting of the American Laryngological Association

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Kiminori Sato, Hirohito Umeno

【論　　題】 Histological investigation of liposuctioned fat for injection laryngoplasty

【雑 誌 名】 The 84th Annual Meeting of the American Broncho-Esophagological Association

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kiminori Sato, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Office-based foreign-body management using videoendoscope

【雑 誌 名】 Am J Otolaryngol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 167-172
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42.麻酔学

「単行本 /著書」

【著　　者】 渡邉　誠之

【タイトル】 教材作成方法

【書名・発行所】医学教育 ABC学び方、教え方

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 182-192

【著　　者】 上田直行 , 山田信一
岩崎 寛編者

【タイトル】 筋弛緩薬効果遷延

【書名・発行所】麻酔科診療プラクティス 14 麻酔偶発症・合併症 , 文光堂

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 114～ 117

【著　　者】 上田直行 , 平木照之
岩崎 寛編者

【タイトル】 長時間手術と横紋筋融解症

【書名・発行所】麻酔科診療プラクティス 14.麻酔偶発症・合併症 , 文光堂

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 199

【著　　者】 原田秀樹 , 加納龍彦
(編者 )稲田英一

【タイトル】 脳血流量・脳血流速度

【書名・発行所】麻酔科診療プラクティス 13 モニタリングのすべて

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 46～ 50

【著　　者】 上田直行 , 平木照之
高崎眞弓編者

【タイトル】 患者監視装置と治療機器の保守管理

【書名・発行所】麻酔科診療プラクティス 15 感染予防と安全対策
文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 134～ 139

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 真茅孝志 ,山下大輔 ,杉原 学 ,戸畑裕志 ,上田直行 ,加納龍彦

【論　　題】 簡易血糖測定器の基礎的検討と評価

【雑 誌 名】 手術医学

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 25 , 166～ 169
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【著　　者】 河野靖生 , 山田信一 , 加納龍彦

【論　　題】 ステント留置 ,ジェット換気による肺再膨張直後の肺水腫 ,多発塞栓症

【雑 誌 名】 日本集中治療医学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 11  ,  27-30

【著　　者】 真茅孝志 ,山下大輔 ,杉原 学 ,戸畑裕志 ,上田直行 ,加納龍彦

【論　　題】 内視鏡洗浄消毒装置の設置箇所におけるグルタールアルデヒドの環境濃度

【雑 誌 名】 手術医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 152～ 154

【著　　者】 渡邉誠之 , 平木照之 , 森山麻衣子 , 加納龍彦

【論　　題】 人工股関節手術における経食道心臓超音波検査所見と術後早期肺塞栓症発生につ
いて

【雑 誌 名】 Therapeutic Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1162～ 1164

【著　　者】 上田沙和子 , 山田信一 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 後向き調査による顔面神経麻痺の治療と成績

【雑 誌 名】 ペインクリニック

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1207～ 1211

【著　　者】 真茅孝志 ,山下大輔 ,佐野 茂 ,杉原 学 ,戸畑裕志 ,加納龍彦

【論　　題】 人工呼吸器呼気側への呼吸システムフィルタ装着による清浄度の向上

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 74 , 731～ 737

【著　　者】 山下大輔 ,佐野 茂 ,杉原 学 ,平田克幸 ,諌本義雄 ,戸畑裕志 ,真茅孝志
青木紀二 ,加納龍彦

【論　　題】 新生児用対極板の装着部位の温度変化に関する検討

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 74  , 511～ 512

【著　　者】 真茅孝志 ,佐野 茂 ,山下大輔 ,杉原 学 ,戸畑裕志 ,加納龍彦

【論　　題】 酵素比色法を用いた簡易血糖測定器に対する診断用色素の影響についての基礎的
検討

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 74 , 596～ 597
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【著　　者】 Harada H, Mishima Y, Wang Y, Matsuda T, Aoyama R, Kano T

【論　　題】 Future clinical central nervous system protection by ischemic tolerance―induction of
neuronal tolerance by electro convulsive shock subjected to forebrain ischemia in rats
―

【雑 誌 名】 日本臨床麻酔学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 707～ 713

【著　　者】 山下大輔 ,佐野 茂 ,杉原 学 ,平田克幸 ,諌本義雄 ,戸畑裕志 ,真茅孝志
加納龍彦

【論　　題】 当院における輸液・シリンジポンプの保守管理の現状

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 74 , 560～ 561

【著　　者】 平木照之 , 澤田麻衣子 , 渡邉誠之 , 加納龍彦

【論　　題】 インフォームド・コンセント取得に十分な時間を要した脳動脈狭窄合併の大動脈
手術患者

【雑 誌 名】 臨床麻酔

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 927～ 929

【著　　者】 山下大輔 ,杉原 学 ,戸畑裕志 ,真茅孝志 ,上田直行 ,加納龍彦

【論　　題】 未熟児・新生児用対極板の安全性に関する基礎的検討

【雑 誌 名】 手術医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 161～ 163

【著　　者】 上田伸英 , 上田沙和子 , 河野靖生 , 加納龍彦

【論　　題】 重症筋萎縮性側索硬化症患者の球麻痺に対し気管開窓術を施した術中管理

【雑 誌 名】 臨床麻酔

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 1103～ 1104

【著　　者】 上田沙和子 , 平木照之 , 宮川貴圭 , 加納龍彦

【論　　題】 腹腔鏡下腎摘後に無気肺を生じた 2症例

【雑 誌 名】 麻酔

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 903～ 905
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【著　　者】 山田信一 , 上田伸英 , 上田沙和子 , 山本洋介 , 宮脇奈央 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納
龍彦

【論　　題】 心因的関与が強いと考えられた難治性下肢痛の 3症例

【雑 誌 名】 日本ペインクリニック学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 424～ 428

【著　　者】 M Kakinohana, H Harada, Y Mishima, T Kano, K Sugawara.

【論　　題】 Neuroprotective Effect of Epidural Electrical-Stimulation Against Ischemic Spinal
Cord Injury in Rats.- Electrical Preconditioning-.

【雑 誌 名】 Anesthesiology

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 102 , in press

【著　　者】 Fukushige T, Sano T, Kano T

【論　　題】 Bacterial contaminatin of needles and catheters

【雑 誌 名】 The Pain Clinic

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 16 , 163～ 166

【著　　者】 Hideki Harada, Yuhong Wang, Yasunori Mishima, Noriko Uehara, Takashi Makaya
and Tatsuhiko Kano

【論　　題】 A novel method of detecting regional cortical blood flow with laser-Doppler
flowmetry without a cranial window for middle cerebral artery occlusion in a rat.

【雑 誌 名】 Brain research protocols

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 14 , 165~170

【著　　者】 Yamada A, Tanaka E, Niiyama S, Yamamoto S, Hamada M, Higashi H

【論　　題】 Protective actions of various local anesthetics against the membrane dysfunction
produced by in vitro ischemia in rat hippocampal CA1 neurons

【雑 誌 名】 Neuroscience Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 291～ 298

【著　　者】 Yamada S

【論　　題】 Impaired endothelial responses in patients with deep hypothermic cardiopulmonary
bypass

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 1～ 7
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【著　　者】 Moriyama M, Furue H, Katafuchi T, Teranishi H, Sato T, Kano T, Kojima M,
Yosimura M

【論　　題】 Presynaptic modulation by neuromedin U of sensory synaptic transmission in rat
spinal dorsal horn neurons

【雑 誌 名】 J Physiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 559 , 707～ 713

「その他」

【著　　者】 佐野智美 , 山田信一 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 群発頭痛発作がもたらした疼痛行動

【雑 誌 名】 第 5回筑後頭痛懇話会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 宮脇奈央 , 山田信一 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 全身性痙攣発作後に癌性疼痛が消失した 1症例

【雑 誌 名】 日本ペインクリニック学会第 38回大会 (2004年 7

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Yamada S, Miyawaki N, Miyazaki K, Sano T, Fukushige T, Kano T

【論　　題】 Three cases of herpes zoster appearing in the region correspondent with a metastatic
malignant tumor

【雑 誌 名】 第 11回国際ペインクリニック学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fukushige T, Yamada S, Sano T, Kano T

【論　　題】 Effects of sensory nerve blocks for chronic pain patients

【雑 誌 名】 第 11回国際ペインクリニック学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fukushige T, Yamada S, Sano T, Kano T

【論　　題】 Five cases of far lateral lumber disc herniations treated conservatively

【雑 誌 名】 第 11回国際ペインクリニック学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Kano T, Sano T, Yamada S, Fukushige T

【論　　題】 What’s CRPS ?  From our clinical experience

【雑 誌 名】 第 11回国際ペインクリニック学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 福重哲志 , 宮脇奈央 , 山田信一 , 佐野智美 , 加納龍彦

【論　　題】 外側腰椎椎間板ヘルニアの治療経験

【雑 誌 名】 日本麻酔科学会第 51回学術集会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Niiyama S, Irie K, Jidarian A, Ishikawa Y, Vatner SF, Yatani A

【論　　題】 Cellular mechanisms of enhanced adenylyl cyclase activity and blunted β -AR
signaling in transgenic mice overexpressing type Ⅴ adenylyl cyclase in the heart

【雑 誌 名】 Experimental Biology 2004

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 山田信一 , 宮脇奈央 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 胸腔鏡下交感神経焼灼術を受けた多汗症患者の指尖皮膚血管運動の回復

【雑 誌 名】 第 5回日本周術期時間医学研究会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 宮脇奈央 , 山田信一 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 全身性痙攣発作後にがん性疼痛が消失した 1症例

【雑 誌 名】 第 22回九州疼痛学会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 上田　直行

【論　　題】 筋弛緩薬の教養と臨床

【雑 誌 名】 LiSA

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 12～ 19

【著　　者】 上田直行 , 三島康典 , 加納龍彦

【論　　題】 日帰り手術は、どんな手術を対象とするのか

【雑 誌 名】 臨牀看護

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 2189～ 2193
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【著　　者】 伊藤貴彦 , 福重哲志 , 佐野智美 , 名護 秀 , 河野靖生 , 加納龍彦

【論　　題】 硬膜外カテーテルの走行 ,先端位置 -140の造影所見から -

【雑 誌 名】 ペインクリニック

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 473～ 478

【著　　者】 上野隆登 , 吉田一郎 , 犬塚裕樹 , 堀田まり子 , 島村拓司 , 安陪等思 , 香野修介 ,林 明
宏 ,
渡邉誠之 , 赤木禎治 , 松尾和彦 , 淡河善雄 , 高城喜典 , 宮崎 洋 , 佐田通夫

【論　　題】 医学部 4年生の臨床実習前 , 5年生臨床実習中 , 6年生卒業試験の成績および医師
国家試験の合否に関する検討

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 35 , 303～ 308

【著　　者】 加納龍彦 , 澤田麻衣子

【論　　題】 体内時計の概念から手術 ,麻酔はいつ開始するのがよいか ?

【雑 誌 名】 臨床麻酔

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 923

【著　　者】 H.Harada, H.Katsuki, N.Uehara,Y.Hosokawa, T.Kano.

【論　　題】 A novel method of detecting CBF with Laser-doppler flowmetry without cranial
window through the skull for a MCAO rat model.

【雑 誌 名】 Society for neuroscience 34th annual meeting

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 H.Harada, T.Sato,K.Sugiyama1, T.Kano.

【論　　題】 Transcranial magnetic stimulation suppresses thermal but not mechanical
hypersensitivity in an inflammatory pain rat model.

【雑 誌 名】 The 26th annual meeting of the Bioelectromagnetics Association

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 H Harada, T Kano

【論　　題】 Brain reperfusion injury and clinical adoptable cross tolerance.

【雑 誌 名】 Educational lecture at The 5th Indonesian Symposium on Neuroanesthesia and
neurocritical care., Bandung, Indonesia

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】
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【著　　者】 H Harada, T Kano

【論　　題】 How to make research in Neuroanesthesia and Neurocritical care.

【雑 誌 名】 Educational lecture at The 5th Indonesian Symposium on Neuroanesthesia and
neurocritical care.

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】
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43.救急医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;岡元和文、相馬一亥

【タイトル】 急性腹症 (穿孔性腹膜炎 )

【書名・発行所】救急・集中治療 第 16巻臨時増刊号 どう活かす !どう使う ! 救急画像診断 Q&A -
研修医からの質問 361-. 総合医学社

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 e74-e79

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;岡元和文、相馬一亥、山科 章、山田至康、行岡哲男

【タイトル】 細菌性食中毒

【書名・発行所】新臨床研修のための救急診療ガイドライン 小児から成人の救急トリアージと処置
. 総合医学社

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 312～ 313

【著　　者】 著者 ;疋田茂樹、坂本照夫、檜垣賢作、山内健嗣、白水和雄
編者 ;岡元和文、相馬一亥、山科 章、山田至康、行岡哲男

【タイトル】 小腸・大腸疾患 ーイレウス、急性虫垂炎ー

【書名・発行所】新臨床研修のための救急診療ガイドライン 小児から成人の救急トリアージと処置
. 総合医学社

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 300～ 302

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;岡元和文、相馬一亥、山科 章、山田至康、行岡哲男

【タイトル】 膵臓疾患 ー急性膵炎ー . 岡元和文、相馬一亥、山科 章、山田至康、行岡哲男 編集
.

【書名・発行所】新臨床研修のための救急診療ガイドライン 小児から成人の救急トリアージと処置
. 総合医学社

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 308～ 309

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;岡元和文、相馬一亥、山科 章、山田至康、行岡哲男 編集 .

【タイトル】 胆嚢・胆管疾患 ー胆石、胆嚢炎、胆管炎ー .

【書名・発行所】新臨床研修のための救急診療ガイドライン 小児から成人の救急トリアージと処置
. 総合医学社

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 304～ 305
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【著　　者】 著者 :廣橋伸之、庄司紘史
編者 :松浦三男

【タイトル】 脳炎、髄膜炎、脳膿瘍

【書名・発行所】「綜合臨牀 救急マニュアル 2004」
永井書店

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 398-402

【著　　者】 著者 :庄司紘史、今泉登史宏、廣橋伸之

【タイトル】 脳炎・髄膜炎

【書名・発行所】成人病と生活習慣病、東京医学社

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 34 , 371～ 374

【著　　者】 著者 ;廣橋伸之、坂本照夫
編集 ;田中孝也

【タイトル】 中心静脈圧

【書名・発行所】救急医学、へるす出版

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 28 , 229-232

【著　　者】 総編集；山口 徹、北原光夫
執筆；坂本照夫

【タイトル】 フグ中毒

【書名・発行所】 [今日の治療指針 2004年版 ]
医学書院

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 125-126

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 森松嘉孝、木下正治、松岡昌信、嶋田亜希子、堀田まり子、坂本照夫、相澤久道

【論　　題】 硫酸ジメチル蒸気吸入のあと、10数年を経て重症呼吸不全に至った 1例

【雑 誌 名】 日本救急医学会雑誌

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 15 , 612～ 617

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、高松学文、赤司初男

【論　　題】 ドクターヘリ基地ヘリポートに隣接したヘリ格納庫の有用性

【雑 誌 名】 日本航空医療学会雑誌

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 5 , 23～ 28
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【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、高松学文、廣橋伸之、最所純平、宇津秀晃、吉無田太郎

【論　　題】 DICを合併し多臓器不全 (MODS)に陥った熱射病の一救命例

【雑 誌 名】 バイオメディカル

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 14 , 33～ 39

【著　　者】 江口 哲、最所純平、坂本照夫

【論　　題】 胸郭外胸部圧迫法により社会復帰し得た喘息発作からの心肺停止の 1症例

【雑 誌 名】 日本臨床救急医学会雑誌

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 7 , 339～ 343

【著　　者】 宮城知也、塩見直人、古賀さとみ、刈茅 崇、徳富孝志、重森 稔、檜垣賢作、坂本
照夫

【論　　題】 食道大動脈瘻による脳空気塞栓症の 1例

【雑 誌 名】 日本神経救急学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 17 , 82～ 84

【著　　者】 高須 修、坂本照夫、福光賞真、黒木美菜、藤本 優、谷川 健、竹本由美、鹿毛政
義、神代正道

【論　　題】 急性喉頭蓋炎により上気道閉塞をきたした成人 2剖検例

【雑 誌 名】 日本臨床救急医学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 7 , 255～ 260

【著　　者】 合原則隆、伊藤久美子、安達康子、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 久留米大学病院フライトナースの教育体制についての現状と課題

【雑 誌 名】 日本航空医療学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 5 , 14～ 20

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、丸岡隆之、後藤直樹、小鳥居 望、大江美佐里、永松青
久、廣橋伸之、前田久雄

【論　　題】 大学病院精神科急性期治療病棟における合併症治療の現状と課題

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 50 , 24～ 40

【著　　者】 坂本　照夫

【論　　題】 critical careの新しい潮流

【雑 誌 名】 救急・集中治療

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 16 , 496-497

43.救急医学
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【著　　者】 坂本　照夫

【論　　題】 急性腹症の超音波診断、救急ナースが知っておくべき初療室の超音波診断

【雑 誌 名】 Emergency Nurcing

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 17 , 35～ 43

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫

【論　　題】 中心静脈圧

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 28 , 229-232

【著　　者】 坂本　照夫

【論　　題】 消化管損傷分類の問題点とその診断と治療法のポイント

【雑 誌 名】 日本外傷学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 18 , 52～ 56

【著　　者】 森松嘉孝、小城公宏、中野優子、古賀さとみ、福光賞真、宮城知也、坂本照夫、
加納龍彦、神代正道、相澤久道

【論　　題】 易感染性宿主に発症した肺内多発感染性空洞穿破による致死的気胸の 2例

【雑 誌 名】 日本救急医学会九州地方会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 3 , 17～ 21

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 外傷に対する院外救急体制と輸液

【雑 誌 名】 栄養 評価と治療

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 21 , 23-26

【著　　者】 坂本　照夫

【論　　題】 救急医療の最後の砦 ー三次救急医療の実際ー

【雑 誌 名】 消化器診療

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 63 , 1-4

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、本田 和

【論　　題】 エコー所見による手術適応とタイミングの判断

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 28 , 19-28
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【著　　者】 吉無田 太郎

【論　　題】 Gene Therapy for Murine Lung Cancer Using an Adenoviral Vecotor Expressing
Interleukin-15

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 51 , 225-233

「その他」

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 胸腔ドレナージ・心嚢穿刺

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 28 , 1451～ 1458

【著　　者】 坂本照夫

【論　　題】 Stress Ulser Prophylaxis

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 28 , 873～ 875

【著　　者】 恒吉俊美、早川航一、松本松圭、松浪勝俊、鳴海篤志、岸川政信、坂本照夫

【論　　題】 Online Medical Controlの円滑化を図るための、指示要請内容検討会の意義

【雑 誌 名】 第 32回日本救急医学会総会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、宇津秀晃、志田憲彦、山下典雄、最所純平、高松学文

【論　　題】 救急疾患における好中球の免疫グロブリン受容体 (Fcγ RIIIb)遺伝子多型性判定
の重要性

【雑 誌 名】 第 32回日本救急医学会総会 (シンポジウム )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 最所純平

【論　　題】 救急医から見た消防組織のあり方と展望

【雑 誌 名】 第 11回・第 12回沖縄救急医療懇話会 (合併号 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 16～ 40
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【著　　者】 高松学文、坂本照夫、宇津秀晃、吉無田太郎、廣橋伸之、志田憲彦、山下典雄、
最所純平、西村宗胤、今井達也、菊間幹太、守崎勝悟

【論　　題】 急性膵炎の IL-6血中濃度からみた急性期治療の検討

【雑 誌 名】 第 15回日本急性血液浄化学会学術集会 (ワークショップ )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本照夫

【論　　題】 腹部外傷 -小腸、結腸、腸間膜損傷、十二指腸損傷、後腹膜血腫 -

【雑 誌 名】 レジデントノート

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 6 , 482～ 486

【著　　者】 坂本照夫

【論　　題】 肝胆膵のクリティカルケア

【雑 誌 名】 救急・集中治療

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 16 , 887～ 894

【著　　者】 坂本照夫

【論　　題】 重症急性膵炎治療の変遷

【雑 誌 名】 第 7回日本臨床救急医学会総会
(ランチョンセミナ )横浜

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、高松学文、山下典雄

【論　　題】 ドクターヘリからみた JATEC教育の必要性

【雑 誌 名】 第 18回日本外傷学会 (パネルディスカッション )

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 高松学文、坂本照夫、山下典雄、廣橋伸之、志田憲彦、石川律子、森松嘉孝、西
村宗胤、牟田文彦

【論　　題】 膵感染症を来した重症急性膵炎の 1例

【雑 誌 名】 第 8回 CCM輸液・栄養研究会記録集

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 15～ 19

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、志田憲彦、高松学文、山下典雄、最所純平、石川律子

【論　　題】 アナフィラキシーショックにおける血中トリプターゼ測定の有用性

【雑 誌 名】 第 7回日本臨床救急医学会総会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 坂本照夫

【論　　題】 日経メディクイズ 4

【雑 誌 名】 日経メディカル

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 57～ 58

【著　　者】 坂本照夫

【論　　題】 ーこの症例をどうするか ?ー 病原性大腸菌 O-157感染症から Hemolytic uremic
Syndrome (HUS)を発症した 1例

【雑 誌 名】 第 40回日本腹部救急医学会総会 (ディスカッサント )東京

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、川崎勝也、志田憲彦、高松学文、山下典雄、石川律子、佐
川公矯

【論　　題】 救命救急センターにおける急性薬物中毒分析の意義 (その現状と問題点について )

【雑 誌 名】 第 31回日本集中治療医学会総会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 高松学文、坂本照夫、山下典雄、廣橋伸之、志田憲彦、石川律子、森松嘉孝、西
村宗胤、牟田文彦

【論　　題】 膵感染症を来した重症急性膵炎の 1例

【雑 誌 名】 第 8回 CCM輸液・栄養研究会記録集

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 15～ 19

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫

【論　　題】 中心静脈圧

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 28 , 229～ 232

【著　　者】 高松学文、坂本照夫、山下典雄、廣橋伸之、志田憲彦、石川律子、森松嘉孝、西
村宗胤、牟田文彦

【論　　題】 膵感染症を来した重症急性膵炎の 1例、

【雑 誌 名】 第 8回 CCM輸液・栄養研究会記録集

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15-19
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【著　　者】 Nobuyuki Hirohashi, Teruo Sakamoto, Hideaki Uzu, Junpei Saisho, Norio Yamashita,
Norihiko Shida, Taro Yoshimuta

【論　　題】 Effect of neutrophil elastase inhibitor (sivelestat sodium hydrate) on ARDS in ICU.

【雑 誌 名】 8th Biennial Conference of the International Endotoxin Society.

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

43.救急医学
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44.形成外科・顎顔面外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 山内俊彦、田井良明 . 鳥居修平、中塚貴志 編

【タイトル】 乳房胸壁の再建 .

【書名・発行所】南山堂、「TEXT 形成外科学 第 2版」

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 221～ 225

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 守永圭吾、清川兼輔、力丸英明、山内俊彦、井上要二郎 .

【論　　題】 Vacuum Assisted Closure (V.A.C.) による重度仙骨部褥瘡 (IV度 )の治療経験 .

【雑 誌 名】 日本形成外科学会学会誌

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 24 , 804～ 808

【著　　者】 木下良正、春日麗、安河内秀興、津留英智 .

【論　　題】 眼窩吹き抜け骨折のMPR画像の有用性 .

【雑 誌 名】 脳と神経

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 56 , 720～ 721

【著　　者】 末吉晋、藤田博正、田中寿明、井上要二郎、白水和雄 .

【論　　題】 頸部食道胃管吻合部縫合不全 .

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 27 , 1107～ 1115

【著　　者】 力丸 英明

【論　　題】 大胸筋皮弁の血行形態に関する解剖学的研究 .

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 67 , 8～ 23

【著　　者】 福島　淳一

【論　　題】 静脈付加、短期静脈付加が皮弁の生着域拡大に及ぼす影響 -ラットにおける実験
的研究 -.

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 67 , 24～ 33
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【著　　者】 Kiyokawa K, Kiyokawa M, Tai Y, Tanaka S.

【論　　題】 New Regenerative Surgical Treatment of Cystic Diseases of the Jaw by Utilizing
Grafting of Cancellous Iliac Bone and Replanting of Patient's Teeth.

【雑 誌 名】 J. Craniofac. Surg.

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 15 , 792～ 796

【著　　者】 Kiyokawa K, Rikimaru H, Inoue Y, Tai Y.

【論　　題】 A New Concept and Technique for Reconstructing Skin Defects in the Cheek Region:
An Unfolded Cube Advancement Flap.

【雑 誌 名】 Plast. Reconstr. Surg.

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 113 , 985～ 991

「その他」

【著　　者】 清川兼輔、西田真 .

【論　　題】 糖尿病性皮膚潰瘍に対する治療 .

【雑 誌 名】 形成外科

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 47 , S145～ S150

【著　　者】 清川兼輔、西由起子 .

【論　　題】 「特集 :下咽頭・頚部食道の再建」下咽頭・頚部食道再建における皮弁の選択 .

【雑 誌 名】 形成外科

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 47 , 1221～ 1226

【著　　者】 井上要二郎 .

【論　　題】 「四肢皮膚・軟部組織欠損治療マニュアル」植皮のコツとポイント .

【雑 誌 名】 Monthly Book Orthopaedics

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 17 , 1～ 17

44.形成外科・顎顔面外科学
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45.歯科口腔医療センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 楠川 仁悟、山口 徹・北原 光夫編

【タイトル】 口腔乾燥症

【書名・発行所】今日の治療指針 2004年版、株式会社 医学書院

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 46 , 1053～ 1054

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 楠川　仁悟

【論　　題】 歯科における睡眠時無呼吸症候群 sleep apnea syndrome

【雑 誌 名】 歯科時報

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 9 , 1～ 9

【著　　者】 楠川　仁悟

【論　　題】 低侵襲治療と包括的口腔機能回復

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 67 , 167～ 173

【著　　者】 楠川　仁悟

【論　　題】 放射線性下顎骨骨壊死の予防と治療

【雑 誌 名】 頭頚部癌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 434～ 438

【著　　者】 菊池 淳、坂本菊男、中島 格、江崎和久、楠川仁悟

【論　　題】 UPPPの適応決定に有用な外来での簡易検査とその評価

【雑 誌 名】 口咽科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 317～ 326

【著　　者】 森永大作、古賀千尋、岩本 修、楠川仁悟

【論　　題】 鼻歯槽嚢胞を疑った血管平滑筋腫の 1例

【雑 誌 名】 日本口腔診断学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 43～ 45
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【著　　者】 森永大作、古賀 真、中村千春、青木将虎、岩本 修、楠川仁悟

【論　　題】 歯性感染症に続発した硬膜下膿瘍の 1例

【雑 誌 名】 日本口腔外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 51 , 31～ 34

【著　　者】 鈴木 弦、早渕尚文、倉田精二、青木将虎、中島 格

【論　　題】 自作アプリケータにて高線量率腔内照射を施行した外耳道癌の 1例

【雑 誌 名】 日本医学放射線学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 64 , 398～ 400

【著　　者】 Tetsuro Sasada, Hiroko Takedatsu, Koichi Azuma, Makoto Koga, Yoshikai Maeda,
Shigeki Shichijo, Hiroki Shoumura, Tatsuya Hirai, Arimichi Takabayashi, Kyogo Itoh

【論　　題】 Immediate Early Response Gene X-1, a Stress-Inducible Antiapoptotic Gene, Encodes
Cytotoxic T-Lymphocyte (CTL) Epitopes Capable of Inducing Human Leukocyte
Antigen-A33-Restricted and Tumor-Reactive CTLs in Gastic Cancer Patients

【雑 誌 名】 CANCER RESEARCH

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 64 , 2882～ 2888

【著　　者】 M Koga, N Komatsu, N Kawamoto, S Shichijo, K Itoh, A Yamada

【論　　題】 Analysis of cellular localization of SART3 tumor antigen by a newly established
monoclonal antibody: Heterotopic expression of SART3 on the surface of B-lineage
leukemic cells

【雑 誌 名】 ONCOLOGY REPORTS

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 785～ 789
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46.消化器疾患情報

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 長尾由実子 ,千葉逸朗 ,佐田通夫

【論　　題】 歯学部並びに歯科衛生士学校の学生を対象に実施した B型及び C型肝炎に対して
の意識調査

【雑 誌 名】 感染症学雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 78 , 554～ 565

【著　　者】 長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 皮膚科医に役立つ C型肝炎の知識

【雑 誌 名】 日本皮膚科学会研修委員会刊

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1～ 10

【著　　者】 長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 難治性口内炎と四肢の丘疹と外陰部違和感を認める C型肝硬変の症例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 793と 797

【著　　者】 Nagao Y. Tanaka K, Kobayashi K, Kumashiro R, Sata M.

【論　　題】 Analysis of approach to therapy for chronic liver disease in an HCV hyperendemic
area of Japan.

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 30～ 35

【著　　者】 Nagao Y, Tanaka K, Kobayashi K, Kumashiro R, Sata M.

【論　　題】 A cohort study of chronic liver disease in an HCV hyperendemic area of Japan: a
prospective analysis for 12 years.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 13 , 257～ 265

【著　　者】 Kawaguchi T, Yoshida T, Harada M, Hisamoto T, Nagao Y, Ide T, Taniguchi E,
Kumemura H, Hanada S, Maeyama M, Baba S, Koga H, Kumashiro R, Ueno T, Ogata
H, Yoshimura A, Sata M.

【論　　題】 Hepatitis C virus down-regulates insulin receptor substrate 1 and 2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3.

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 165 , 1499～ 1508
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「その他」

【著　　者】 Kawaguchi T,Nagao Y, Yoshida T, Tanaka K, Ide T, Harada M, Kumashiro R,Sata M.

【論　　題】 Causal relationship between hepatitis C virus infection and the development of type 2
diabetes mellitus in a hepatitis C virus hyperendemic area. (Boston, USA)

【雑 誌 名】 第 55回 Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kawaguchi T,Yoshida T, Harada M, Hisamoto T, Nagao Y, IdeT, Taniguchi E,
Kumemura H, Hanada S, Maeyama M, Baba S, Koga H, Kumashiro R, Ueno T, Ogata
H, Yoshimura A, Sata M.

【論　　題】 Hepatitis C core down-regulates insulin receptor substrate (IRS)1 and IRS2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3 in HEPG2 cells. (Boston, USA)

【雑 誌 名】 第 55回 Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Hironori Koga, Masaru Harada, Karuppaiyah Selvendiran, Michiko Maeyama,
Chikatoshi Yanagimoto, Hiroto Kumemura, Shinichiro Hanada, Takafumi Yoshida,
Eitaro Taniguchi, Takumi Kawaguchi, Shinji Baba, Takuji Torimura, Ryukichi
Kumashiro, Takato Ueno, Michio Sata

【論　　題】 Overexpression of peroxisome proliferator-activated receptor γ and its
ligand-mediated activation restore mislocalization of p27KIP1 in human hepatoma
cells

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 40 , 370A

【著　　者】 神代龍吉 ,井出達也 ,田中一雄 ,長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 HCV Hyperendemic areaからみた肝癌撲滅戦略

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会 (福岡 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 扁平苔癬とインターフェロン治療─組織学的長期予後とリスク症例─

【雑 誌 名】 第 83回 日本消化器病学会 九州支部例会 (久留米 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 ウイルス性肝炎 (上 )-基礎・臨床研究の進歩 -
I. C型肝炎ウイルス (HCV) HCV感染に起因する肝外病変 肝外病変の主要病態と
その対処法 その他の肝外病変

【雑 誌 名】 日本臨牀

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62 , 561～ 568

【著　　者】 Takumi Kawaguchi, Takafumi Yoshida, Masaru Harada, Takao Hisamoto, Yumiko
Nagao, Tatsusya Ide, Eitaro Taniguchi, Hiroto Kumemura, Shinichiro Hanada,
Michiko Maeyama, Shinji Baba, Hironori Koga, Ryukichi Kumashiro, Takato Ueno,
Hisanobu Ogata, Akihiko Yoshimura, Michio Sata

【論　　題】 Hepatitis C core down-regulates insulin receptor substrate (IRS) 1 and IRS2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3 in HEPG2 cells

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 40 , 440A

【著　　者】 Takumi Kawaguchi, Yumiko Nagao, Takafumi Yoshida, Kazuo Tanaka, Tatsuya Ide,
Masaru Harada, Ryukichi Kumashiro, Michio Sata

【論　　題】 Causal relationship between hepatitis C virus infection and the development of type 2
diabetes mellitus in a hepatitis C virus hyperendemic area

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 40 , 410A

【著　　者】 Takato Ueno, Toru Nakamura, Takumi Kawaguchi, Chikatoshi Yanagimoto, Hironori
Koga, Nozomi Sasaki, Yasuyo Morita, Eisuke Nagata, Michio Sata

【論　　題】 Intrahepatic insulin receptor substrate-1 expression recovers after restricted diet and
exercise therapy in patients with nonalcoholic steatohepatitis

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 40 , 586A

【著　　者】 Nagao Y, Sata M.

【論　　題】 Hepatitis C virus and lichen planus.

【雑 誌 名】 J Gastroenten Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 1101～ 1113
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47.医療センター :リウマチ・膠原病センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 小林寛伊編集 加地正英

【タイトル】 Q12 インフルエンザワクチンは本当に有効 ?

【書名・発行所】最新 病院感染対策 Q&A エビデンスに基づく効果的対策 照林社 東京

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 84-85

【著　　者】 小林寛伊編集 加地正英

【タイトル】 Q11 インフルエンザの流行予想って何 ?

【書名・発行所】最新 病院感染対策 Q&A エビデンスに基づく効果的対策 照林社 東京

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 82-83

【著　　者】 斎藤 厚編集 加地正英

【タイトル】 インフルエンザウイルス迅速診断時の検体採取と判定時の注意点

【書名・発行所】感染症診療のコツと落とし穴 中山書店

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 128-129

【著　　者】 斎藤 厚編集 加地正英

【タイトル】 抗インフルエンザ薬とインフルエンザワクチンによる治療と予防

【書名・発行所】感染症診療のコツと落とし穴  中山書店 東京

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 137-139　

【著　　者】 竹田美文 木村 哲編集 加地正英

【タイトル】 無菌性髄膜炎

【書名・発行所】感染症   朝倉書店 東京

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 342-345　

【著　　者】 黒川 清、寺田民生編集 加地正英

【タイトル】 かぜ症候群

【書名・発行所】 EBM内科処方指針 中外医学社

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 134～ 140
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 海江田信二郎、加地正英、田中勝一郎、鮎川竜祐、福田孝昭

【論　　題】 関節リウマチ患者における Leflunomide投与の有効性と安全性の検討関

【雑 誌 名】 九州リウマチ

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 24 , 33-37

【著　　者】 樋口富士男、鈴木 律、久能義史、山口 登、後藤昌史、福田孝昭、田中勝一郎、海
江田信二郎、◎加地正英、永田見生

【論　　題】 リウマチ性股関節炎に対する小切開人工股関節置換術の術式と工夫

【雑 誌 名】 九州リウマチ

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 23 , 144～ 150

【著　　者】 Yoshihiro Sato, ◎Masahide Kaji, Yoshiaki Honda, Norimasa Hayashida, Jun
Iwamoto Tomohiro Kanoko, Kei Sato

【論　　題】 Abnormal calcium homeostasis in disabled stroke patients with low 25
-hydroxyvitamin D

【雑 誌 名】 Bone

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 34 , 710～ 715

【著　　者】 海江田信二郎、加地正英、田中勝一郎、鮎川竜祐、福田孝昭

【論　　題】 Leflunomide内服中に肺炎を合併した１症例 .

【雑 誌 名】 臨牀と研究

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 8 , 365～ 368

【著　　者】 海江田信二郎、加地正英、田中勝一郎、鮎川竜祐、福田孝昭

【論　　題】 Leflunomide内服中に肺炎を合併した 1症例．

【雑 誌 名】 臨牀と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , 365-368

【著　　者】 Shigeta Shichijo, Naoto Keicho, Hoang Thuy Long, Tran Quy, Nguyen Chi Phi, Le
Dang Ha, Vo Vo Ban, Satoru Itoyama, Chaur-Jong. Hu, Nobukazu Komatsu, Teruo
Kirikae, Fumiko Kirikae, Senji Shirasawa, Masahide Kaji, Takaaki Fukuda, Mmichio
Sata, Tadatoshi Kuratsuji, Kyogo Itoh, Takehiko Sasazuki.

【論　　題】 Assessment of synthetic peptides of severe acute respiratory syndrome coronavirus
recognized by long-lasting immunity

【雑 誌 名】 Tissue Antigens

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 64 , 600-607
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【著　　者】 Akiko Goto, Akio Takada, Satashi Yamamoto, Atsushi Notoya, Masaya Mukai

【論　　題】 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma with renal involvement: a case report of direct
bilateral kidney invasion by lymphoma cells

【雑 誌 名】 Annals of Hematology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 83 , p.731-732

「その他」

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 普通感冒 (ライノウイルス感染症 )

【雑 誌 名】 診断と治療

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 92 , 2186-2189

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 インフルエンザの診断と治療

【雑 誌 名】 The Medical & Test Journal

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 7

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 インフルエンザ迅速診断キットの有用性と問題点

【雑 誌 名】 臨牀と研究

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 81 , 1927-1932

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 Lobby:オセルタミビル (タミフル )

【雑 誌 名】 からだの科学

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 94

【著　　者】 加地正英、相澤久道

【論　　題】 インフルエンザ

【雑 誌 名】 Medical Practice 内科外来診療実践ガイドライン

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 21 , 416-419
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48.医療センター :消化器科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 原田和徳、中野優子、加治亮平、村島史朗、服巻 誠、重松聡江、田中正俊、野口
和典、中島 裕、磯本浩晴、豊永 純、光山慶一、佐田通夫

【論　　題】 肺胞出血による呼吸不全を合併したクローン病の 1 例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 397-402

【著　　者】 富安信夫、光山慶一、高木孝輔、鈴木飛鳥、増田淳也、竹田津英稔、吉森建一、
唐原 健、河野弘志、居石哲治、原田和徳、半田一代、西田秀美、鶴田 修、豊永
純、佐田通夫

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する顆粒球・単球吸着療法の有用性の検討

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 425-430

「その他」

【著　　者】 K Harada, Y Matsui, K Mitsuyama, A Suzuki, N Tomiyasu, K Takaki, Y Satoh,
Brydon L. Bennett, A Toyonaga, M Sata

【論　　題】 Effect of a specific JNK inhibitor in rat experimental gastric injury

【雑 誌 名】 DDW-USA (105th Annual Meeting of the American Gastroenterology Association),
New Orleans, USA

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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49.医療センター :循環器科

「単行本 /著書」

【著　　者】 池田久雄、今泉 勉  (池田康夫、丸山征郎編 )

【タイトル】 喫煙と血小板

【書名・発行所】メディカルレビュー、血小板生物学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 655-664

【著　　者】 加藤宏司、横山晋二、池田久雄  (浅田祐士郎、江頭健輔、甲斐 久史、古森公浩、
佐田政隆、室原豊明編 )

【タイトル】 APSIS

【書名・発行所】メディカルレビュー、心臓ナビゲーター

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 124-125

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yamaga A, Hiyamuta K, Ikeda H, Toshima H, Koga Y

【論　　題】 Mechanisms of abnormal Q-waves in hypertrophic cardiomyopathy assessed by
intracoronary electrocardiography.

【雑 誌 名】 J Cardiovasc Electrophysiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15 , 1402～ 1408

【著　　者】 Hayashi T, Arimura T, Itoh-Satoh M, Ueda K, Hohda S, Inagaki N, Takahashi M, Hori
H, Yasunami M, Nishi H, Koga Y, Nakamura H, Matsuzaki M, Bo Yoon Choi, Sung
Won Bae, Cheol Woon You, Kyung Hoon Han, Jeong Euy Park, Ralph Knoll,
Hoshijima M, Kenneth R, Chien Kimura A

【論　　題】 Tcap gene mutations in Hypertrophic cardiomyopathy and dilated cardiomyopathy.

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 44 , 2192～ 2201

【著　　者】 Koga Y, Yamaga A, Hiyamuta K, Ikeda H, Toshima H

【論　　題】 Mechanisms of abnormal Q-waves in hypertrophic cardiomyopathy assessed by
intracoronary electrocardiography.

【雑 誌 名】 J Cardiovasc Electrophysiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15 , 1402-1408
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【著　　者】 Shimada T, Takeshita Y, Murohara T, Sasaki K, Egami K, Shintani S, Katsuda Y,
Ikeda H, Nabeshima Y, Imaizumi T

【論　　題】 Angiogenesis and vasculogenesis are impaired in precocious-aging klotho mouse.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 110 , 1148-1155

【著　　者】 Murohara T, Ikeda H, Otsuka Y, Aoki M, Haramaki N, Katoh A, Takajo Y, Imaizumi
T

【論　　題】 Inhibition of platelet adherence to mononuclear cells by a-Tocopherol. Role of
P-selectin.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 110 , 141-148
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50.医療センター :小児科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yoko Inoue, Tetsuo Nakayama, Naoko Yoshida, Hajime Uejima, Kenji Yuri, Makoto
Kamada, Takuji Kumagai, Hiroshi Sakiyama, Akiko Miyata, Hitoshi Ochiai, Toshiaki
Thara, Teruo Okajima, Takeo Okafuji, Takao Nagai, Eitaro Suzuki, Kunihisa
Shimomura, Yuhei Ito, Chiaki Miyazaki.

【論　　題】 Molecular epidemiology of mumps virus in Japan and proposal of two new genotypes.

【雑 誌 名】 J Med Viol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 73 , 97-104

「その他」

【著　　者】 編集 :村上睦美

【論　　題】 先天性腎尿路異常診断の手引き  概念、疫学

【雑 誌 名】 厚生労働省研究班「小児腎尿路疾患の早期発見システムの導入に関する研究」

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3-6
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51.医療センター :外  科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良 , 青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、今泉拓也、白水
和雄

【論　　題】 進行胃癌に対する TS-1の効果に関する検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 81 , 1879～ 1882

【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良 , 青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、今泉拓也、白水
和雄

【論　　題】 胃癌症例に対する術前末梢血 Th1/Th2バランス、NK活性、リンパ球数測定の意
義

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 81 , 1829～ 1831

【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良 , 青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、今泉拓也、白水
和雄

【論　　題】 食道浸潤胃癌切除例の臨床病理学的特徴と治療成績に関する検討ー前・後期別比
較検討ー

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 81 , 1665～ 1667

【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良 , 青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、今泉拓也、白水
和雄

【論　　題】 脾門部リンパ節転移陽性胃癌症例の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 81 , 1498～ 1500

【著　　者】 武田仁良 , 青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、今泉拓也、白水和雄

【論　　題】 スキルス胃癌の特性と治療成績の時代的変遷

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 81 , 1323～ 1325

【著　　者】 孝冨士喜久生、白水和雄、峯 孝志、青柳慶史朗、唐 宇飛、山名秀明、矢野正二
郎、武田仁良

【論　　題】 腹膜播種陽性胃癌の治療と予後

【雑 誌 名】 外科

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 66 , 917～ 920
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【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良 , 青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、古閑敦彦、今泉
拓也、白水和雄

【論　　題】 肝十二指腸靱帯内リンパ節転移陽性胃癌症例の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 81 , 676～ 680

【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良、青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、古閑敦彦、今泉
拓也、白水和雄

【論　　題】 下縦隔リンパ節転移を伴った胃癌症例の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 81 , 487-489

【著　　者】 孝冨士喜久生、武田仁良、青柳慶史朗、矢野正二郎、宮城委史、古閑敦彦、今泉
拓也、白水和雄

【論　　題】 非手術胃癌症例の検討

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 81 , 315～ 317
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52.医療センター :整形外科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 樋口富士男、鈴木 律、吉田龍弘、後藤昌史、篠崎俊郎

【論　　題】 小切開前側方進入法による初回人工股関節置換術 .

【雑 誌 名】 整形・災害外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 47 , 1529-1535

【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 Chiari法における早期離床をめざした手術手技

【雑 誌 名】 関節外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 23 , 130-136

【著　　者】 樋口富士男、鈴木 律、久能義史、山口 登、後藤昌史、福田孝昭、田中勝一郎、海
江田信二郎、加治正英、永田見生

【論　　題】 リウマチ性股関節炎に対する小切開人工股関節置換術の術式と工夫 .

【雑 誌 名】 九州リウマチ

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 23 , 144-149

「その他」

【著　　者】 樋口富士男

【論　　題】 関節リウマチに対する低侵襲人工関節置換術

【雑 誌 名】 筑後臨床整形外科医会 (久留米 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口富士男、後藤昌史、山口 登、鈴木 律、久能義史

【論　　題】 (シンポジウム・MISによる THAの臨床成績 )
切開長 12cm以下の小切開人工股関節置換術 281手術の臨床成績

【雑 誌 名】 第 34回日本人工関節学会 (千葉 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 Minimum invasive total hip arthroplasty using the SL-PLUS stem through an
antero-lateral approach for a consecutive series of Japanese patients in the year of 2003
.

【雑 誌 名】 Press Conference in Cafe Griensteidl(Wien)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

52.医療センター :整形外科

- 254 -



【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 Metal-on-Metal Resurfacing Arthroplasty.

【雑 誌 名】 Academic presentation in commemoration of the retirement of Professor Sung Man
Rowe from the Chonnam National University Hospital (Kwanjyu)

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 Minimally invasive uncemented total hip arthroplasty through an anterolateral
approach with a shorter skin incision

【雑 誌 名】 6th Annual Scientific Meeting of the Asia Pacific Arthroplasty Society(Beijin)

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】
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53.医療センター :放射線科

「単行本 /著書」

【著　　者】 小島和行 ,永野喜信 ,早渕尚文
小玉隆男 編

【タイトル】 7.頸部筋膜間隙

【書名・発行所】画像診断リフアレンス 眼窩・耳鼻咽喉・口腔領域のMRI.
株式会社メジカルビュー

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 166-183

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 内山雄介、安陪等思、小島和行、田中法瑞、早渕尚文

【論　　題】 これだけでわかる画像による悪性腫瘍の病期診断「頭頸部」

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 20 , 6-19

【著　　者】 鈴木 弦、早渕尚文、小島和行、淡河恵津世、江藤英博、末藤大明、田中法瑞、 安
陪等思、宮嶋義巳、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 上咽頭癌に対する放射線治療成績 -MRIにおける節外浸潤所見が遠隔転移に及ぼ
す影響

【雑 誌 名】 日本放射線腫瘍学会雑誌

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 16 , 95-100

53.医療センター :放射線科

- 256 -



54.循環器病研究所

「単行本 /著書」

【著　　者】 共著 :1.	Katsuda Y, Takeshita Y, Arima K, Saitoh Y, Sasaki K, Shintani S, Murohara
T, Imaizumi
編者 :Mori H, Matsuda H.

【タイトル】 Effect of bone marrow transplantation in patients with critical limb ischemia.

【書名・発行所】 Cardiovascular regeneration therapies using tissue engineering approaches.
Springer-Verlag Tokyo, Inc.

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 213-220

【著　　者】 共著 :Katsuda Y, Takeshita Y, Arima K, Saitoh Y, Imaizumi T
編者 :Mori H, Matsuda H.

【タイトル】 Clinical survey of cell therapy in Japan.

【書名・発行所】 Cardiovascular regeneration therapies using tissue engineering approaches.
Springer-Verlag Tokyo, Inc

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 183-190

【著　　者】 勝田 洋輔

【タイトル】 抗凝固療法中の管理

【書名・発行所】心臓ナビゲーター メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 348-349

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Tokuda K, Kai H, Kuwahara F, Yasukawa H, Tahara N, Kudo H, Takemiya K, Koga
M, Yamamoto T, Imaizumi T

【論　　題】 Pressure-independent effects of angiotensin ㈼ on hypertensive myocardial fibrosis.

【雑 誌 名】 Hypertension

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 43 , 499-503

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、今泉勉

【論　　題】 骨髄細胞移植による閉塞性動脈硬化症の治療

【雑 誌 名】 治療学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 88-90
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【著　　者】 森田博彦、勝田洋輔、江口裕之、竹下吉明、横山晋二、高城喜典、永田剛、服巻
信也、甲斐久史、本間友基、今泉勉

【論　　題】 虚血を伴わない陳旧性心筋梗塞の責任冠動脈に対する経皮的冠動脈形成術 -慢性
期血行再建による左室機能、運動耐容能改善効果 -

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Interventional Cardiology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 213-219

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、本間友基、森田博彦、佐々木健一郎、横山晋二、高城喜典、
江口裕之、服巻信也、池田久雄、今泉勉

【論　　題】 経皮的冠動脈形成術に伴う右室枝単独閉塞症例における急性期心電図変化及び臨
床経過に関する検討

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapeutics

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 23-29

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、有馬健、斉藤裕、香月与志夫、今泉勉

【論　　題】 骨髄細胞移植による末梢動脈閉塞性疾患の治療

【雑 誌 名】 血管医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 5 , 547-552

【著　　者】 勝田洋輔、竹下吉明、佐々木健一郎、新谷理、岡崎梯之、明石英俊、吉本幸治、
室原豊明、今泉勉

【論　　題】 末梢動脈閉塞性疾患に対する自己骨髄細胞移植による血管再生療法

【雑 誌 名】 The Circulation Frontier

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 8 , 36-43

【著　　者】 勝田 洋輔

【論　　題】 自己骨髄単核球移植による末梢血管疾患に対する血管新生療法

【雑 誌 名】 循環器専門医

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 121-126

【著　　者】 Tahara N, Kai H, Niiyama H, Mori T, Sugi Y, Takayama N, Yasukawa H, Numaguchi
Y, Matsui H, Okumura K, Imaizumi T

【論　　題】 Repeated gene transfer of naked prostacyclin synthase plasmid into skeletal muscle
attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension and prolongs survival in
rats.

【雑 誌 名】 Human Gene Ther

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 15 , 1270-1278
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【著　　者】 Pradervand S, Yasukawa H, Muller OG, Kjekshus H, Nakamura T, St Amand TR,
Yajima T, Matsumura K, Duplain H, Iwatate M, Woodard S, Pedrazzini T, Ross Jr J,
Firsov D, Rossier BC, Hoshijima M, Chien KR

【論　　題】 Small proline-rich protein 1A is a gp130 pathway and stress inducible
cardio-protective protein.

【雑 誌 名】 EMBO J

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 23 , 4517-4525

【著　　者】 Kimura A, Kinjyo I, Matsumura Y, Mori H, Mashima R, Harada M, Chien KR,
Yasukawa H, Yoshimura A

【論　　題】 SOCS3 is a physiological negative regulator for granulopoiesis and granulocyte
colony-stimulating factor receptor signaling.

【雑 誌 名】 J Biol Chem

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 279 , 6905-6910

【著　　者】 Mori H, Hanada R, Hanada T,  Aki D, Mashima R, Nishinakamura H, Torisu T,Chien
KR, Yasukawa H, Yoshimura A

【論　　題】 SOCS3 deficiency in the brain elevates leptin sensitivity and confers resistance to
diet-induced obesity.

【雑 誌 名】 Nature Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 739-743

【著　　者】 Shimada T, Takeshita Y, Murohara T, Sasaki K, Egami K, Shintani S, Katsuda Y,
Ikeda H, Nabeshima Y, Imaizumi T

【論　　題】 Angiogenesis and Vasculogenesis are impaired in the precocious-aging klotho mouse.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 110 , 1148-1155

「その他」

【著　　者】 勝田洋輔

【論　　題】 特別企画 慢性動脈性疾患における standard and new strategy

【雑 誌 名】 Medical Tribune

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 30-31
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55.高次脳疾患研究所

「単行本 /著書」

【著　　者】 永野聡、小宮節郎、小財健一郎 (内田淳正編 )

【タイトル】 骨・関節・靭帯 /特集「骨転移の診断と最新治療」

【書名・発行所】特大号

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , p516-p523

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 山本寛子 ,森田喜一郎 ,座親扶美江 ,西浦佐知子 ,上野雄文 ,早稲田芳史 ,富田 克 ,
前田久雄

【論　　題】 ペロスピロンにて症状の改善した統合失調症の 1例 -中安の初期分裂病の認知障
害に対する効果を中心に

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 50 , 109-117

【著　　者】 森田喜一郎、富田 克、西浦佐知子、山本寛子、井上雅之、小路純央。前田久雄

【論　　題】 表情写真のランダム反復表示における探索眼球運動 :統合失調症と健常者との比
較検討 .

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 46 , 211-217

【著　　者】 森田喜一郎、渡辺レイ子、重森 稔、徳富孝志、小路純央、富田 克、西浦佐知子、
山本寛子、前田久雄

【論　　題】 生物学的評価および生活就労能力評価による脳外傷後高次脳機能障害者の認知機
能の特徴 -健常者との比較検討 -

【雑 誌 名】 Neurotraumatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 105-110

【著　　者】 前田久雄、森田喜一郎

【論　　題】 統合失調症の情動認知障害の認知神経科学 -久留米大学における取り組みを中心
にー

【雑 誌 名】 脳と精神の医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15 , 223-230
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【著　　者】 Minatoguchi S,Takemura G,Chen XH,Wang N,Uno Y,Koda M, Arai M、Misao Y、
Lu C,Suzuki K,Goto K,Komada A,Takahashi T,Kosai K,Fujiwara T,Fujiwara H.

【論　　題】 Acceleration of the Healing Process and Myocardial Regeneration May Be Important
as a Mechanism of Improvement of Cardiac Function and Remodeling by
Postinfarction Granulocyte Colony-Stimulating Factor Treatment.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 109 , p2572-p2580

【著　　者】 Ueno T, Morita K, Shoji Y, Yamamoto M, Maeda H

【論　　題】 Recognition of facial expression and visual P300 in schizophrenic patients :
Differences between paranoid type patients and nonp-paranoid patients.

【雑 誌 名】 Psychiat Clin Neurosci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 585-592

【著　　者】 Kawai T,Takahashi T,Fujiwara H,Esaki K, Ushikoshi H, Nagano S,Kosai K.

【論　　題】 Efficient cardiomyogeneic differentiation of embryonic stem cell by FGF-2 and
BMP-2.

【雑 誌 名】 Circ.J.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 68 , p691-p702

【著　　者】 Nagano S,Yuge K,Fukunaga M,Terazaki Y,Fujiwara H,Komiya S,Kosai K.

【論　　題】 Gene therapy eradicating distant disseminated micro-metastases by optimal cytokine
expression in the primary lesion only -novel concepts for successful cytokine gene
therapy

【雑 誌 名】 Int.J.Onol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , p549-p558

【著　　者】 Li Y, Takemura G, Kosai K, Takahashi T, Okada H, Miyata S, Yuge K, Nagano S,
Esaki M, Khai NC, Goto K, Mikami A, Maruyama R, Minatoguchi S, Fujiwara T
Fujiwara H

【論　　題】 Critical roles for the Fas/Fas ligand system in postinfarction ventricular remodeling
and heart failure

【雑 誌 名】 Circ Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 95 , p27-p36

【著　　者】 Hisaka Y,Ieda M,Nakamura T,Kosai K,Ogawa S,Fukuda K.

【論　　題】 Powerful and controllable angiogenesis by using gene-modified cells expressing
human hepatocyte growth factor and thymidine kinase.

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 43 , p1915-p1922
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【著　　者】 Iida S,Hirota T,Morisaki T,Marumoto T,Hara T,Kuninaka S,Honda S,Kosai
K,Kawasuji M,Pallas DC,Saya H

【論　　題】 Tumor suppressor WARTS ensures genomic integrity by regulating both mitotic
progression and G(1) tetraploidy checkpoint function.

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 23 , p5266-p5274

【著　　者】 Ikoma T,Takahashi T,Nagano S,Li Y-M,Ohno Y,Ando K,Fujiwara T,Fujiwara
H,Kosai K.

【論　　題】 A definitive role of RhoC in metastasis of orthotopic lung cancer in mice.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , p1192-p1200

「その他」

【著　　者】 H. Okada, G. Takemura, K. Kosai, Y. Li, K. Yuge, M. Esaki, T. Takahashi, S. Nagano,
S. Miyata, R. Maruyama, T. Fujiwara, H. Fujiwara

【論　　題】 Postinfarction gene therapy against transforming growth factor-β signal modulates
infarct tissue dynamics and attenuates left ventricular remodeling and heart failure.

【雑 誌 名】 The 77th Scientific Sessions of American Heart Association. 2004 (New Orleans, LA,
USA).

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kosai K, Kamizono J, Nagano S, Murofushi Y.

【論　　題】 A rapid, efficient and feasible method for constructing conditionally-replicating
adenoviral vectors that specifically target cancer cells with multiple factors: Potentials
for new cancer gene therapies.

【雑 誌 名】 9th World Congress on Advances in Oncology and 7th International Symposium on
Molecular medicine.  (Crete, Greece). (国際学会・招請講演 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 原野睦生

【論　　題】 ドパミン遺伝子多型とMRI所見

【雑 誌 名】 第 16回日本アルコール精神医学会  (久留米 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 森田喜一郎

【論　　題】 健康心理学におけるストレスへの多様なアプローチ

【雑 誌 名】 ストレスの整理・病理学的研究 第 14回日本健康心理学会 にてシンポジストとし
て講演 (東京 )

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】
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【著　　者】 K Kosai, T Isagai, A Kusaga, K Hirata, S Nagano, Y Murofushi, T Tatsuishi

【論　　題】 Adenovira MeCP2 gene therapy for Rett syndrome in mice.

【雑 誌 名】 第 10回日本遺伝子治療学会総会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 Y Murofushi, S Nagano, J Kamizono,K Kosai

【論　　題】 Conditionally replicating a regulated with telomerase and E2F in combination with
mutated E1A and E1B increased cancer-specificity.

【雑 誌 名】 第 10回日本遺伝子治療学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 K Kosai, S Nagano, H Oshika, Y Murofushi, J Kamizono, S Komiya, H Fujiwara

【論　　題】 A rapid, efficient and feasible construction of conditionally replicating adenoviral
vectors that target cancer cells with multiple factors.

【雑 誌 名】 第 10回日本遺伝子治療学会総会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 J Kamizono, S Nagano, Y Murofushi, K Kosai

【論　　題】 Survivin-dependent conditionally replicating adenovirus achieves specific and efficient
cancer therapy.

【雑 誌 名】 第 10回日本遺伝子治療学会総会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 Morita K

【論　　題】 Functional brain imaging can reveal the neurobiological basis for CBT-impact of
psychosocial treatment on cognitive function of patients with psychiatric disorders.

【雑 誌 名】 World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies 2004 にてシンポジストとし
て講演   (Kobe, Japan)

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 神囿純一 , 永野 聡 , 小宮節郎、小財健一郎

【論　　題】 癌特異的増殖制御型アデノウイルスベクターを用いた骨軟部腫瘍に対する遺伝子
治療

【雑 誌 名】 第 37回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍 学術集会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 K Kosai, T Isagai, A Kusaga, K Hirata, S Nagano, Y Murofushi , T Matsuishi

【論　　題】 Adenoviral MeCP2 Gene Therapy Partially Improves Neurological Symptoms of Rett
Syndrome in Mice.

【雑 誌 名】 第 5回 Rett症候群国際会議で発表 (Baltimore, USA)

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 原野睦生

【論　　題】 久留米大学病院ものわすれ外来のこの 1年̶臨床と研究̶

【雑 誌 名】 福岡精神科病院協会 (久留米 )

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 森田喜一郎

【論　　題】 動画を用いた不安障害の治療的試み

【雑 誌 名】 福精協筑後ブロック学術講演会にて特別講演 (久留米 )

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 小財健一郎

【論　　題】 遺伝子治療と再生医学

【雑 誌 名】 第 58回久留米医学会総会プログラム (久留米 )

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 小財健一郎

【論　　題】 遺伝子治療と再生医学 ;難病治療の将来とは ?

【雑 誌 名】 第 2回高次脳疾患研究所市民公開講座 (久留米 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 H Okada, G Takamura, K Kosai, Y LI, K Yuge, S Nagano, T Takahashi, M Esaki, S
Miyata, R Maruyama, S Minatoguchi, T Fujiwara, H Fujiwara

【論　　題】 Combination therapy of antiapoptosis and regeneration against postinfarct heart
failure- A novel therapeutic concept-.

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器病学会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 G Takamura, K Kosai, Y Li, K Yuge, S Nagano, T Takahashi, M Esaki, S Miyata, R
Maruyama, S Minatoguchi, T Fujiwara, H Fujiwara

【論　　題】 Postinfarction gene thransfer of soluble TGF-β typeII receptor relieves heart failure
during the chronic stage of myocardial infarction.

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器病学会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 T Kawai, T Takahashi, M Esaki, H Ushikoshi, H Fujiwra, K Kosai

【論　　題】 Efficient cardiomyogeneic differentiation of embryonic stem cell by FGF-2 and
BMP-2.

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器病学会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 S MInatoguchi, G Takemura, X Chen, N Wang, Y Uno, M Kohda, M Arai, Y Misao,
T Takahashi, K Kosai, T Fujiwara, H Fujiwara

【論　　題】 Healing process acceleration may be important as a mechanism of improvement of
cardiac function and remodeling by post-infarct G-CSF treatment.

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器病学会で発表 (東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 小財健一郎

【論　　題】 遺伝子治療と再生医学

【雑 誌 名】 福岡県工業技術センター (招請講演 )(久留米 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 小財健一郎

【論　　題】 先端医療 (遺伝子治療と再生医療 ) 開発の現状と臨床応用の展望 .

【雑 誌 名】 熊本医師会医学講座 (特別講演 )(熊本 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 小財健一郎

【論　　題】 遺伝子治療と再生医療に関する最近の知見

【雑 誌 名】 第 332回福岡地区小児科医会 (丹々会 )(特別講演 )(福岡 )

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 氏家寛、稲田俊也、原野睦生、小宮山徳太郎、山田光彦、関根吉統、曽良一郎、
岩田仲生、伊豫雅臣、尾崎紀夫

【論　　題】 薬物依存と遺伝子関連研究 (総説 )

【雑 誌 名】 精神神経学雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 106 , 1598-1603

【著　　者】 前田久雄、森田喜一郎

【論　　題】 統合失調症の情動認知障害の認知神経科学 -久留米大学における取り組みを中心
にー (総説 )

【雑 誌 名】 脳と精神の医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15 , 223-30

【著　　者】 H. Ushikoshi, T. Takahashi, M. Esaki, N.C.Khai, T. Kawai, S. Minatoguchi, T.
Fujiwara, K. Kosai

【論　　題】 Membrane protein CD9 regulates hypertrophy and heart failure via EGFR signaling in
vitro and in vivo.

【雑 誌 名】 The 77th Scientific Sessions of American Heart Association. 2004, (New Orleans, LA,
USA).

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Yamamoto H , Morita K , Nishiura S,  Shoji  Y, Ueno T, Maeda H

【論　　題】 The effects of atypical  antipsycotics  on event-related potentials (ERPs) in drug-naive
schizophrenia.

【雑 誌 名】 Society for Neurosciences 34th Annual Meeting
2004. 10.23-27. (San Diego,  U.S.A)
Society for Neurosciences 34th Annual Meeting
(San Diego,  U.S.A)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nishiura S, Morita K, Habukawa K, Yamamoto H,  Shoji Y, Uchimura N , Maeda H

【論　　題】 Characteristics of cognitive function in patients with sleep apnea syndrome: An
event-related potential study.

【雑 誌 名】 The 8th  International Evoked Potentials Symposium.  2004.10.5-8.  (Fukuoka,  Japan)
The 8th  International Evoked Potentials Symposium.
(Fukuoka,  Japan)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Yamamoto H , Morita K , Shoji Y , Nishiura S, Maeda H

【論　　題】 The improvement of cognitive function reflected by event-related potentials (ERPs) in
drug-naive schizophrenia with atypical antipsycotics.

【雑 誌 名】 The 8th  International Evoked Potentials Symposium.  (Fukuoka,  Japan)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Shoji Y, Morita K, Shigemoti M, Yamamoto H, Maeda H

【論　　題】 Characteristcs of cognitive function in patients with higer brain dysfunct ion after brain
injury using event-related potentials and exploratory eye movements ; comparison with
healthy subjects.

【雑 誌 名】 The 8th  International Evoked Potentials Symposium.  (Fukuoka,  Japan)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Morita K, Shoji H, Shoji Y, Yamamoto H, Inoue M, Maeda H

【論　　題】 Characteristcs of visual P300 in Parkinson disease:  Effects of facial affect stimuli and
comparison with healthy subjects.

【雑 誌 名】 The 8th  International Evoked Potentials Symposium.  (Fukuoka,  Japan)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kamizono J, Nagano S, Murofushi Y, Kosai K

【論　　題】 Survivin-responsive conditionally replicating adenovirus achieves specific and
efficient cancer therapy.

【雑 誌 名】 9th World Congress on Advances in Oncology and 7th International Symposium on
Molecular medicine (Crete, Greece)

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】
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56.先端癌治療研究センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 上野隆登、他 .(編者 高橋優三、鈴木康之 )

【タイトル】 教育講演 5  スキルラボによる基本的臨床技能の教育

【書名・発行所】新しい医学教育の流れ '03 医学教育セミナーとワークショップの記録、全国共同
利用施設 岐阜大学医学部医学教育開発研究センター

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】  62-66

【著　　者】 犬塚裕樹、上野隆登、他 .(編者 高橋優三、鈴木康之 )

【タイトル】 ワークショップ 2  OSCE 評価の標準化

【書名・発行所】新しい医学教育の流れ '03 医学教育セミナーとワークショップの記録、全国共同
利用施設 岐阜大学医学部医学教育開発研究センター

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】  16-26

【著　　者】 上野隆登
Peter Cantillon,Linda Hutchinson,Diana Wood eds.

【タイトル】 技能に基づくアセスメント (OSCEなど )

【書名・発行所】医学教育 ABC, 篠原出版新社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 123-139

【著　　者】 A. Yamada, H. Yamana, K. Itoh.  (R. M. Mohan, ed.)

【タイトル】 Peptide-based vaccines for cancer immunotherapy. In "Current Topics in Peptide &
Protein Research"

【書名・発行所】 Research Trend, India

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 6 , 71-80

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Ryuichiro Sakata, Takato Ueno, Toru  Nakamura et al.

【論　　題】 Mechanical stretch induces TGF-β synthesis in hepatic stellate cells

【雑 誌 名】 European Journal of Clinical Investigation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 129-136
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【著　　者】 森田恭代、佐々木望、久原孝一郎、立石行生、長田英輔、上野隆登、佐田通夫、
鹿毛政義

【論　　題】 肝細胞の脂肪滴の沈着と実質の壊死を呈する非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)
とアルコール性脂肪性肝炎 (ASH) の肝組織像の比較 -NASH に合併する生活習慣
病での比較を含めて

【雑 誌 名】 アルコールと医学生物学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 70-74

【著　　者】 上野隆登、吉田一郎、犬塚裕樹、堀田まり子、鳥村拓司、安陪等思、香里修介、
林 明宏、渡邊誠之、赤木禎治、松尾和彦、淡河善雄、高城喜典、宮崎 洋、佐田通
夫

【論　　題】 医学部 4 年生の臨床実習前、 5 年生臨床実習中、 6 年生卒業試験の成績および医
師国家試験の合否に関する検討

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 35 , 303-308

【著　　者】 川口 巧、吉田隆文、原田 大、久本隆生、上野隆登、緒方久信、吉村昭彦、佐田通
夫

【論　　題】 C 型肝炎ウイルスコア蛋白のインスリン抵抗性発現における細胞生物学的意義

【雑 誌 名】 細胞療法の基礎と臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 98-100

【著　　者】 Ryuichiro Sakata,Takato Ueno, Toru Nakamura et al.

【論　　題】 Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate inhibits platelet-derived growth
factor-induced proliferation of human hepatic stellate cell line LI90

【雑 誌 名】 Journal of Hepatology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 52-59

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Harada R, Taniguchi E, Nakamura T, Sakata R,
Hashimoto O, Sakamoto M, Kumashiro R, Sata M, Nakashima O, Yano H, Kojiro M.

【論　　題】 Overexpression of angiopoietin-1 and angiopoietin-2 in hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 40 , 799-807

【著　　者】 Kawaguchi T, Yoshida T, Harada M, Hisamoto T, Nagao Y, Ide T, Taniguchi E,
Kumemura H, Harada S, Maeyama M, Baba S, Koga H, Kumashiro R, Ueno T, Ogata
H, Yoshimura A, and Sata M.

【論　　題】 Hepatitis C virus down-regulates insulin receptor substrates 1 and 2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3

【雑 誌 名】 Am J Pathol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 165 , 1499-1508
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【著　　者】 Nakamura T, Ueno T, Sakamoto M, Sakata R, Torimura T, Hashimoto O, Ueno H,
Sata M.

【論　　題】 Suppression of transforming growth factor-beta results in upregulation of transcription
of regeneration factors after chronic liver injury

【雑 誌 名】 J Hepatol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41 , 978-982

【著　　者】 Hui AY, Cheng AS, Chan HL, Go MY, Chan FK, Sakata R, Ueno T, Sata M, Sung JJ.

【論　　題】 Effect of prostaglandin E2 and prostaglandin I2 on PDGF-induced proliferation of
LI90, a human hepatic stellate cell line

【雑 誌 名】 Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 71 , 974-982

【著　　者】 M. Noguchi, K. Itoh, S. Suekane, A. Morinaga, A. Sukehiro, N. Suetsugu, K. Katagiri,
A. Yamada, and S. Noda.

【論　　題】 Immunological monitoring during combination of patient-oriented peptide vaccination
and estramustin phosphate I patients with metastatic hormone refractory prostate
cancer.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 60 , 32-45

【著　　者】 T. Mine, Y. Sato, M. Noguchi, T. Sasatomi, R. Gouhara, N. Tsuda, S. Tanaka, H.
Shomura, K. Katagiri, T. Rikimaru, S. Shichijo, T. Kamura, T. Hashimoto, K.
Shirouze, A. Yamada, S. Todo, K. Itoh, and H. Yamana.

【論　　題】 Humoral responses to peptides correlate with overall survival in advanced cancer
patients vaccinated with peptides besed on pre-existing peptide-specific cellular
responses.

【雑 誌 名】 Clin. Cancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 929-937

【著　　者】 W. Kumamaru, S. Nakamura, T. Kadena, A. Yamada, E. Kawamura, M. Sasaki, Y.
Ohyama, T. Toyoshima, J. Hayashida, K. Itoh, and K. Shirasuna.

【論　　題】 T cell receptor Vb gene usage by T cells reactive with the tumor rejection antigen
SART-1 in oral squamous cell carcinoma.

【雑 誌 名】 Int. J. Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 108 , 686-695
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【著　　者】 Y. Sato, Y. Maeda, T. Sasatomi, M. Takahashi, Y. Une, M. Kondo, T. Shinohara, N.
Hida, K. Katagiri, K. Sato, A. Yamada, H. Yamana, K. Itoh, and S. Todo.

【論　　題】 A phase I trial of CTL-purecursor-oriented peptide vaccine for colorectal carcinoma
patients.

【雑 誌 名】 Br. J. Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 90 , 1334-1342

【著　　者】 Noguchi M, Itoh K, Suekane S, Yao A, Suetsugu N, Katagiri K, Yamada A, Yamana
H, Noda S.

【論　　題】 Phase I trial of patient-oriented vaccination in HLA-A2 positive patients with
metastatic hormone refractory prostate cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Sci.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 95 , 77-84

【著　　者】 Takao Y, Yamada A, Yutani S, Sata M, Itoh K.

【論　　題】 Antibody reactive to a hepatitis C virus (HCV)-derived peptide capable of inducing
HLA-A2 rstricted cytotoxic T lymphocytes is detectable in the majority of
HCV-infected individuals without HLA-A2 restriction.

【雑 誌 名】 Microbiol. Immunol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 , 507-517

【著　　者】 Fukuda K, Takao Y, Miyazaki Y, Itoh K, Yamada A.

【論　　題】 Natural antibodies reactive to self peptides which had been identified as cytotoxic
T-lymphocyte (CTL)-directed tumor antigens.

【雑 誌 名】 Immunobiology.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 209 , 245-253

【著　　者】 M. Koga, N. Komatsu, S. Shichijo, K. Itoh, and A. Yamada.

【論　　題】 Analysis of cellular localization of SART3 tumor antigen by newly established
monoclonal antibody:  Heterotopic expression of SART3 tumor antigen on the surface
of B-lineage leukemic cells.

【雑 誌 名】 Oncol. Reports

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 785-789

【著　　者】 Mochizuki K, Sato Y, Tsuda N, Shomura H, Sakamoto M, Matsuura K, Ushijima K,
Maeda Y, Katagiri K, Yamada A, Todo S, Kamura T, Itoh K.

【論　　題】 Immunological evaluation of pre-designated vaccination of the peptides frequently
vaccinated to cancer patients in an individualized peptide regimen.

【雑 誌 名】 Int. J. Oncol.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 121-131
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【著　　者】 N. Tsuda, K. Mochizuki, M. Harada, A. Sukehiro, K. Kawano, A. Yamada, K.
Ushijima, T. Sugiyama, T. Nishida, H. Yamana, K. Itoh, and T. Kamura.

【論　　題】 Vaccination with pre-designated or evidence-based peptides for patients with recurrent
gynecologic cancers.

【雑 誌 名】 J. Immunother.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 60-67

【著　　者】 Ueda J, Chijiiwa K, Nakano K

【論　　題】 Cyclin expression in the atrophying and proliferating lobes of the liver after portal vein
branch ligation and hepatectomy in rats.

【雑 誌 名】 J Surg Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 120 , 89～ 96

【著　　者】 Kojima M, Morisaki T, Sasaki N, Nakano K, Mibu R, Tanaka M, Katano M.

【論　　題】 Increased nuclear factor-kB activation in human colorectal carcinoma and its
correlation with tumor progression.

【雑 誌 名】 Anticancer Res.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 675～ 81

「その他」

【著　　者】 上野隆登、由谷 茂、高尾由香里、山田 亮、佐田通夫、桑野信彦、伊東恭悟

【論　　題】 肝細胞癌の発症、再発予防に対するペプチドワクチン第 I 相臨床試験速報

【雑 誌 名】 第 63回日本癌学会学術総会 . 福岡

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 上野　隆登

【論　　題】 Relationship between student self-evaluations and evaluations by examiners in OSCE

【雑 誌 名】 11th International Ottawa Conference on Medical Education(Barcelona, Spain)で発表

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 上野隆登、綾部光芳、今村洋一、居石哲治、黒木岳人、高城喜典、藤野 浩、松尾
和彦、渡邉誠之、吉田一郎

【論　　題】 久留米大学医学科 5年生に対する Advanced OSCE 実施後の学生・評価者アン
ケート調査報告

【雑 誌 名】 第 36回日本医学教育学会総会および大会 . 高知

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 上野隆登、谷川久一

【論　　題】 タイプⅢプロコラーゲン -N-ペプチド (P Ⅲ P)

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62(増 ) , 314-316

【著　　者】 上野　隆登

【論　　題】 非アルコール性脂肪性肝炎 : Nonalcoholic steatohepatitis (NASH)

【雑 誌 名】 久留米内科医会会報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 58 , 11-12

【著　　者】 上野隆登、坂本雅晴、佐田通夫

【論　　題】 肝硬変における肝内血管抵抗の成因

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 21-30

【著　　者】 中野賢二、田中雅夫

【論　　題】 [特集●コンセンサス 胆嚢癌の治療 ]腫瘍溶解性ウイルス療法

【雑 誌 名】 コンセンサス癌治療

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 ,

【著　　者】 Takato Ueno, Toru Nakamura, Takumi Kawaguchi, Chikatoshi Yanagimoto, Hironori
Koga, Nozomi Sasaki, Yasuyo Morita, Eisuke Nagata, Michio Sata

【論　　題】 Intrahepatic insulin receptor substrate-1 expression recovers after restricted diet and
exercise therapy in patients with nonalcoholic steatohepatitis

【雑 誌 名】 55th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases.
Boston, USA

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nakano K, Asano R, Tsumoto K, Goins WF, Kumagai I, Cohen JB, Glorioso JC

【論　　題】 Re-directed herpes simplex virus entry by a soluble, bi-specific adapter protein for gD
in combination with nectin-1 blocking agents.

【雑 誌 名】 29th International Herpesvirus Workshop held in Reno, NV, USA

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Takato Ueno, Tetsuharu Oriishi, Takuji Torimura, Ryuichiro Sakata, Michio Sata,
Ichiro Yoshida

【論　　題】 Relationship between student self-evaluations and evaluations by examiners in OSCE

【雑 誌 名】 11th International Ottawa Conference on Medical Education. Barcelona, Spain

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nakano K, Asano R, Tsumoto K, Goins WF, Kumagai I, Cohen JB, Glorioso JC

【論　　題】 Re-directed herpes simplex virus infection by a soluble, bi-specific adapter protein for
gD in combination with nectin-1 blocking agents.

【雑 誌 名】 7th Annual Meeting of the American Society of Gene Therapy held in Minneapolis,
USA

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 Ueno T, Bioulac-Sage P, Balabaud C, Rosenbaum J.

【論　　題】 Innervation of the sinusoidal wall: regulation of the sinusoidal diameter

【雑 誌 名】 The Anatomical Record Part A

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 230A , 868-873
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57.バイオ統計センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 共訳者 (KR研究会 )
監修者 (森川敏彦・熊澤吉起 )
校閲編集 (伊藤秀博、伊藤要ニ )

【タイトル】 監修全般、9.ラテン方格とグレコラテン方格、付録 .サンプルサイズの決定 の翻
訳

【書名・発行所】臨床試験のデザインと解析 (フライス著 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 村田 紀、吉本泰彦、兜眞徳、山口直人、菊池有利子、高橋謙、岸玲子、花岡知
之、秋葉澄伯、柳川堯   監修 岸玲子

【タイトル】 健康と環境 :リスク評価のデータサイエンス

【書名・発行所】職業・環境がんの疫学 篠原出版新社

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 133-145
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58.ＧＣ／ＭＳ施設

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 田代恭子 ,吉田一郎 ,猪口隆洋 ,青木久美子 ,稲場美佐 ,文森明代 ,松本かおり ,田
中正敏 .

【論　　題】 GC/MS新生児スクリーニングにより判明した尿中トリエチレングリコール

【雑 誌 名】 日本マス・スクリーニング学会誌

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 14 , 45～ 48

【著　　者】 青木久美子 ,吉田一郎 ,猪口隆洋 ,田代恭子 ,城後美佐 ,金子明代 ,松本かおり ,原
千尋 ,田中正敏 ,野々下晃子 .

【論　　題】 GC/MSによる新生児尿スクリーニングにおける外因性物質の影響 .

【雑 誌 名】 日本小児臨床薬理学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 98～ 100

「その他」

【著　　者】 M.Inaba, I.Yoshida, T.Inokuchi, K.Aoki, K.Tashiro, A.Fumimori, K.Matsumoto,
C.Hara, M.Tanaka

【論　　題】 Orotic acid and uracil are not good diagnostic markers in neonatal screening for
inherited metabolic disease

【雑 誌 名】 Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism 2004

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 27 , 9

【著　　者】 K.Tashiro, I.Yoshida, T.Inokuchi, K.Aoki, M.Inaba, A.Fumimori, K.Matsumoto,
C.Hara, M.Tanaka

【論　　題】 GC/MS method still has a space for neonatal metabolic screening

【雑 誌 名】 Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism 2004

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 27 , 9
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59.動物実験センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Akira Yabuki, Toshimichi Ojima, Masayasu Kojima, Yoshihiro Nishi, Hiroharu
Mifune, Mitsuharu Matsumoto, Ryozo Kamimura and Syusaku Suzuki

【論　　題】 Characterization and species differences in gastric ghrelin cells from mice, rats and
hamsters

【雑 誌 名】 Journal of Anatomy

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 205 , 239-246

【著　　者】 Hiroharu Mifune, Junichi Honda, Shinzo Takamori, Fumihiro Sugiyama, Ken-ichi,
Syusaku Suzuki

【論　　題】 A-type Natriuretic Peptide Level in Hypertensive Transgenic Mice.

【雑 誌 名】 Experimental Animals

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 53 , 11-19
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60.ＲＩ施設

「単行本 /著書」

【著　　者】 井上浩義 (鈴木正司 , 秋澤忠男編 )

【タイトル】 新しいリン吸着薬の展望

【書名・発行所】「腎不全とリン」日本メディカルセンター刊

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 168～ 172

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 井上浩義，鹿子島眞弓，山崎真理子 :

【論　　題】 強イオン性陰イオン交換濾紙膜を用いた放射性ヨウ素排水処理Ⅱ .

【雑 誌 名】 久留米大学医学部放射性同位元素施設紀要

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 2 , 1～ 9

【著　　者】 Inoue H, Kagoshima M, Yamasaki M, Honda Y

【論　　題】 Radioactive Iodine Waste Treatment using Electrodialysis with an Anion Exchange
Paper Membrane.

【雑 誌 名】 Appl. Radiat. Isotopes

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 Effects of Co-ions on Transport of Iodide Ions through an Anion Exchange Paper
Membrane.

【雑 誌 名】 J. Membrane Sci.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 228 , 209～ 215

【著　　者】 Inoue, H., Sakai, M., Kaida,Y., Kaibara, K.

【論　　題】 Blood Lactoferrin Release Induced by Running Exercise in Normal Volunteers:
Antibacterial Activity.

【雑 誌 名】 Clinica Chimica Acta

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 341 , 165～ 172
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「その他」

【著　　者】 Chikama S, Iida S, Yoshii S, Kawagoe N, Matsuoka K, Takezono I, Inoue H

【論　　題】 [国際学会発表 ] Prospective effects of Heparan Sulfate Proteoglycan (syndecan-1) on
the renal epithelial cell line during calcium oxalate monohydrate crystal attachment.

【雑 誌 名】 Internationak Kidney Conference (Hong Kong)

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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61.情報教育センター旭町分室

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 M.Tsuneoka, H.Fujita, N.Arima, K.Teye, T.Okamura, H.Inutsuka, Y.Koda,
K.Shirouzu, H.Kimura

【論　　題】 Mina53 as a potential prognostic factor for esophageal squamous cell carcinoma

【雑 誌 名】 Clinical Cancer Research

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 10 , 7347~7356
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62.精神神経科診療科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 冨野佳紀、中島純子、境理恵、田中みとみ、丸岡隆之、恵紙英昭

【論　　題】 「投書箱 (希望の声 )」が看護の視点を変える

【雑 誌 名】 日本精神科看護学会誌 (精神科救急・急性期看護 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 47 , 253～ 257

「その他」

【著　　者】 赤司英博

【論　　題】 当科デイケアメンバーにおける性機能障害の現状
援助者として気づかされたことを中心に

【雑 誌 名】 日本デイケア学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】
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63.画像診断センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 藤本公則 ,「編者」黒崎喜久

【タイトル】 胸部 -良性肺腫瘍と腫瘍類似疾患 :各良性疾患の特徴

【書名・発行所】臨床医必携 -単純 X線写真の読み方・使い方

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 41 , 132～ 142

【著　　者】 安陪等思

【タイトル】 筆記試験によるアセスメント (和訳 )

【書名・発行所】医学教育 ABC学び方、教え方
篠原出版株式会社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 110-122

【著　　者】 安陪等思、広畑 優 監修 菊池晴彦

【タイトル】 血管造影装置の進歩と展望

【書名・発行所】安陪等思、広畑 優
血管造影装置の進歩と展望
先端医療シリーズ 29脳神経外科 脳神経外科の最新医療
先端医療技術研究所

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 276-281

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 安陪等思

【論　　題】 経皮的椎体形成術 本特集を企画するにあたって

【雑 誌 名】 日本血管造影・インターベンショナルラジオロジー学会雑誌

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 東南辰幸 ,吾妻佐奈江 ,藤本公則 ,西村 浩 ,早渕尚文 ,小野典之 ,白地美紀 ,秋吉順
史 ,松下 素

【論　　題】 造影剤 (SPIO)の最新動向 :肝臓への応用 :臨床編 :SPIOを用いた肝の機能検査

【雑 誌 名】 INNERVISION

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 19 , 31～ 34

【著　　者】 藤本　公則

【論　　題】 肺癌の転移 ,再発 ,予後の予測 :Dynamic MRI,病理像と血管新生因子の相関

【雑 誌 名】 INNERVISION

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 19 , 62
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【著　　者】 川田秀道 , 西村浩 , 長田周治 , 松田豪 , 高田公義 , 早渕尚文

【論　　題】 Magnetization Transfer Contrast(MTC)効果における基礎的検討 自作ファントムに
よるMTパルスの最適化

【雑 誌 名】 日本放射線技術学会雑誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 60 , 1437-1443

【著　　者】 河村誠治・福島重廣・吉永幸靖・川田秀道・宮川照生・福留良文・梅崎典良・石
橋正敏・
森田誠一郎・早渕尚文

【論　　題】 骨シンチグラフィへの経時的差分画像法適用の試み

【雑 誌 名】 日本放射線技術学会雑誌

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 60 , 299～ 302

【著　　者】 藤本　公則

【論　　題】 胸部単純 X線写真診断をきわめる :肺門の正常解剖と異常像

【雑 誌 名】 画像診断

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 24 , 420-441

【著　　者】 Terasaki H, Fujimoto K, Hayabuchi N, Ogoh Y, Fukuda T, Müller NL

【論　　題】 Respiratory Symptoms in Rheumatoid Arthritis: Relation between High Resolution CT
Findings and Functional Impairment

【雑 誌 名】 Radiation Medicine

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 22 , 179-185

【著　　者】 藤本公則 ,早渕尚文

【論　　題】 膠原病に伴う間質性肺炎

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 20 , 84-97

【著　　者】 安陪等思、広畑 優

【論　　題】 Illness/Diagnosis特集「脳・頸部血管造影検査」

【雑 誌 名】 Vascular Lab

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 1 , 158-163

【著　　者】 谷川 仁、安陪等思、広畑 優、中村 忍、早渕尚文

【論　　題】 3D画像医学の現状と課題「Angiography」

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62 , 652-660
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【著　　者】 安陪等思、内田政史、早渕尚文

【論　　題】 三次元画像による正常脳動脈の理解

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 20 , 274-280

【著　　者】 Oshiro Y, Murayama S, Sunagawa U, Nakamoto A, Owan I, Kuba M, Uehara T,
Miyahira T, Kawabata T, Kuniyoshi M, Ishikawa K, Kinjyo T, Fujimoto K, Yamada K

【論　　題】 Pulmonary Dirofilariasis: Computed Tomographic findings and Correlation with
Pathologic Features

【雑 誌 名】 J Comput Assist Tomogr

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 28 , 796-800

【著　　者】 Abe T, Hirohata M, Tanaka N, Uchiyama Y, Fujimoto K, Fujimura N, Norbash AM,
Hayabuchi N.

【論　　題】 Distal-tip shape-consistency testing of steam-shaped microcatheters suitable for
cerebral aneurysm coil placement.

【雑 誌 名】 AJNR Am J Neuroradiol

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 25 , 1058-1061

【著　　者】 Mitui T, Rikimaru T, Gohhara R, Fujimoto K, Sueyasu Y, Koga T, Aizawa H

【論　　題】 Clinical Significance of Bacterial Isolated from Bronchial Lavage Fluid in Patients
with Lung Cancer

【雑 誌 名】 J Bronchol

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 11 , 105-108

【著　　者】 Fujimoto K, Muller NL, Kato S, Terasaki H, Sadohara J, Rikimaru T, Hayabuchi N.

【論　　題】 Pneumoconiosis in rush mat workers exposed to clay dye "sendo" dust: clinical,
radiologic, and histopathologic features in seven patients.

【雑 誌 名】 Chest

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 125 , 737-743

【著　　者】 Sadohara J, Fujimoto K, Terasaki H, Nonoshita M, Hayabuchi N.

【論　　題】 Bronchioloalveolar carcinoma with fluctuating extent of consolidation on chest
radiography.

【雑 誌 名】 J Thorac Imaging

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 19 , 63-66
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【著　　者】 Toshi Abe, Masaru Hirohata, Norimitsu Tanaka, Yusuke Uchiyama, Kiminori
Fujimoto, Naoko Fujimura, Alexander M.Norbash, Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Distal-tip shape-consistency testing of steam-shaped microcatheters suitable for
cerebral aneurysm coil placement

【雑 誌 名】 Am J Neuroradiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1058-1061

【著　　者】 Yusuke Uchiyama Toshi Abe,Masaru Hirohata,Norimitsu Tanaka, Kazuyuki
Kojima,Hiroshi Nishimura,Alexander M.Norbash,Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Blood brain-barrier disruption of nonionic iodinated contrast medium following coil
embolization of a ruptured intracerebral aneurysm

【雑 誌 名】 Am J Neuroradiol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1783-1786

【著　　者】 Norimitsu Tanaka, Jean-Baptiste Martin, Koji Tokunaga, Toshi Abe, Yusuke
Uchiyama, Naofumi Hayabuchi, Joachim Berkefeld, Daniel A. Rufenacht

【論　　題】 Conformity of carotid stents with vascular anatomy : evaluation in carotid models

【雑 誌 名】 Am J Neuroradiol	25	604-607	2004

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 604-607
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64.臨床検査部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 真茅 孝志 ,山下 大輔 ,佐野 茂 ,杉原 学 ,戸畑 裕志 ,加納 龍彦

【論　　題】 人工呼吸器呼気側への呼吸システムフィルタ装着による清浄度の向上

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 74 , 731～ 737

【著　　者】 戸畑 裕志 ,真茅 孝志

【論　　題】 酵素・麻酔ガスおよび検査に使用される指示ガスの分析装置

【雑 誌 名】 臨床工学ジャーナル クリニカルエンジニアリング

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 15 , 1105～ 1112

【著　　者】 東谷 孝徳 ,川野 洋之 ,江頭 弘一 ,佐川 公矯

【論　　題】 自己血採血患者の血液学的検討

【雑 誌 名】 自己血輸血

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 17 , 89～ 94

【著　　者】 木下 千恵 ,堀田 吏乃 ,橋本 好司 ,近藤 正治 ,松枝 智子 ,佐川 公矯

【論　　題】 有明海干潟汚泥 ,海水 ,魚介類中における Vibrio vulnificusの季節別生息状況

【雑 誌 名】 臨床病理

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 52 , 580～ 586

【著　　者】 佐川 公矯 ,東谷 孝徳

【論　　題】 輸血過誤の現状と対策

【雑 誌 名】 日本内科学会雑誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 93 , 96～ 105

【著　　者】 佐川 公矯 ,東谷 孝徳

【論　　題】 輸血に伴う副作用の対策

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 55 , 63～ 72
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【著　　者】 佐川　公矯

【論　　題】 輸血後感染対策の現状と課題

【雑 誌 名】 臨床病理

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 25～ 30

【著　　者】 真茅 孝志 ,佐野 茂 ,山下 大輔 ,杉原 学 ,戸畑 裕志 ,上田 直行 ,加納 龍彦

【論　　題】 簡易血糖測定システム ACCU-CHEK Compactで使用されるグルコース測定用試験
紙 ACCU-CHEK Compact Drumと DrumⅡの臨床における比較検討

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 51 , 597～ 603

【著　　者】 金原 正昭 ,平木 達郎 ,高木 基成 ,稲毛 智仁 ,大江 征嗣 ,濱田 敬史 ,吉田 輝久 ,佐
川 公矯 ,今泉 勉 ,豊増 功次

【論　　題】 87点体表面電位図と加算平均心電図を用いて微小Δ波を検出しえたWPW症候群
の一例

【雑 誌 名】 心臓

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 36 , 23～ 27

【著　　者】 中島 百合子 ,笠 弘佳 ,吉田 直起 ,有馬 由紀子

【論　　題】 感染性心内膜炎における巨大疣贅により急性下肢動脈塞栓をきたした 1症例

【雑 誌 名】 医学検査

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 41～ 44

【著　　者】 金原 正昭 ,平木 達郎 ,高木 基成 ,稲毛 智仁 ,大江 征嗣 ,濱田 敬史 ,吉田 輝久 ,佐
川 公矯 ,今泉 勉 ,豊増 功次

【論　　題】 Brugada症候群における心室微小電位の分布 -16点単極誘導加算平均心電図の臨
床的有用性 -

【雑 誌 名】 日本心電学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 112～ 119

【著　　者】 金原　正昭

【論　　題】 Brugara症候群の再分極特性に関する QRST等積分図による検討

【雑 誌 名】 日本心電図学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 421～ 427
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「その他」

【著　　者】 真茅 孝志 ,佐野 茂 ,山下 大輔 ,杉原 学 ,戸畑 裕志 ,加納 龍彦

【論　　題】 酵素比色法を用いた簡易血糖測定器に対する診断用色素の影響についての基礎的
検討

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 74 , 596～ 597

【著　　者】 真茅 孝志 ,山下 大輔 ,杉原 学 ,戸畑 裕志 ,上田 直行 ,加納 龍彦

【論　　題】 簡易血糖測定器の基礎的検討と評価

【雑 誌 名】 日本手術医学会誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 25 , 166～ 169

【著　　者】 真茅 孝志 ,山下 大輔 ,杉原 学 ,戸畑 裕志 ,上田 直行 ,加納 龍彦

【論　　題】 内視鏡洗浄消毒装置の設置箇所におけるグルタールアルデヒドの環境濃度

【雑 誌 名】 日本手術医学会誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 25 , 152～ 154
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65.中央手術部

「単行本 /著書」

【著　　者】 上田直行 , 平木照之
高崎眞弓編者

【タイトル】 患者監視装置と治療機器の保守管理

【書名・発行所】麻酔科診療プラクティス 15 感染予防と安全対策
文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 134～ 139

【著　　者】 上田直行 , 平木照之
岩崎 寛編者

【タイトル】 長時間手術と横紋筋融解症

【書名・発行所】麻酔科診療プラクティス 14 麻酔偶発症・合併症
文光堂

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 199

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 渡邉誠之 , 平木照之 , 森山麻衣子 , 加納龍彦

【論　　題】 人工股関節手術における経食道心臓超音波検査所見と術後早期肺塞栓症発生につ
いて

【雑 誌 名】 Therapeutic Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1162～ 1164

【著　　者】 平木照之 , 澤田麻衣子 , 渡邉誠之 , 加納龍彦

【論　　題】 インフォームド・コンセント取得に十分な時間を要した脳動脈狭窄合併の大動脈
手術患者

【雑 誌 名】 臨床麻酔

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 927～ 929

【著　　者】 上田沙和子 , 平木照之 , 宮川貴圭 , 加納龍彦

【論　　題】 腹腔鏡下腎摘後に無気肺を生じた 2症例

【雑 誌 名】 麻酔

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 903～ 905
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66.高度救命救急センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、高松学文、廣橋伸之、最所純平、宇津秀晃、吉無田太郎

【論　　題】 DICを合併し多臓器不全 (MODS)に陥った熱射病の一救命例 .

【雑 誌 名】 バイオメディカル

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 14 , 33-39

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、高松学文、赤司初男

【論　　題】 ドクターヘリ基地ヘリポートに隣接したヘリ格納庫の有用性 .

【雑 誌 名】 日本航空医療学会雑誌

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 5 , 23-28

【著　　者】 合原則隆、伊藤久美子、安達康子、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 久留米大学病院フライトナースの教育体制についての現状と課題 .

【雑 誌 名】 日本航空医療学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 5 , 14-20

【著　　者】 田中芳明 , 溝手博義 , 中溝博隆 , 浅桐公男 , 秋吉建二郎 , 靏知光 , 疋田茂樹

【論　　題】 小児消化器疾患術後におけるｎ－３系多価不飽和脂肪酸高含有経腸栄養剤の栄養
学的効果

【雑 誌 名】 日本臨床外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 65 , ｐ 295～ｐ 301

【著　　者】 田中芳明、秋吉建二郎、浅桐公男、疋田茂樹、溝手博義

【論　　題】 小児十二指腸壁内血腫および外傷性膵炎の自験例の統計的考察

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 67 , ｐ 58～ｐ 65

【著　　者】 田中芳明、溝手博義、中溝博隆、浅桐公男、秋吉建二郎、靏知光、疋田茂樹

【論　　題】 胆道閉鎖症術後の肝機能障害に対する CoenzymeQ10経口投与の効果

【雑 誌 名】 日本臨床外科学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 65 , P17～ P24
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【著　　者】 宮城知也、刈茅 崇、内門久明、土井 亮、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 高齢者の高血圧性脳出血手術例の検討

【雑 誌 名】 Geriatric Neirosurgery

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , ｐ 43-ｐ 47

【著　　者】 宮城知也、塩見直人、古賀さとみ、刈茅 崇、徳富孝志、重森 稔、檜垣賢作、坂本
照夫

【論　　題】 食道大動脈瘻による脳空気塞栓症の 1例

【雑 誌 名】 日本神経救急学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , ｐ 82-ｐ 84

【著　　者】 宮城知也、塩見直人、重森 稔

【論　　題】 頭部軟部組織の外傷

【雑 誌 名】 臨床外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 59 , ｐ 32-ｐ 34

【著　　者】 Shirouzu Y, Hikida S, Tanigawa H, Shirouzu K

【論　　題】 Inhibition of acute rejection after skin or cardiac transplantation by perioperative
intravenous or intraportal administration of donor antigens in the rat

【雑 誌 名】 Surgery Today

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , ｐ 341～ｐ 348

「その他」

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 胸腔ドレナージ・心嚢穿刺 .

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 28 , 1451-1458

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、志田憲彦、吉無田太郎、宇津秀晃、
高松学文 :

【論　　題】 Bacterial translocationによる敗血症を繰り返した重症急性膵炎の 1救命例

【雑 誌 名】 第 17回日本外科感染症学会、(長岡 )(誌上開催 )、2004/11.

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、宇津秀晃、志田憲彦、山下典雄、最所純平、高松学文

【論　　題】 救急疾患における好中球の免疫グロブリン受容体 (Fcγ RIIIb)遺伝子多型性判定
の重要性

【雑 誌 名】 第 32回日本救急医学会総会 (シンポジウム )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 高須 修、高松学文、宇津秀晃、志田憲彦、山下典雄、廣橋伸之、最所純平、坂本
照夫、神代正道

【論　　題】 集中治療後の脾病理形態変化、特に脾柱静脈内皮下細胞浸潤像からみた高度侵襲
下の免疫応答不全

【雑 誌 名】 第 32回日本救急医学会総会 (パネルディスカッション )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 山下典雄、最所純平、志田憲彦、廣橋伸之、高松学文、宇津秀晃、高須 修、坂本
照夫

【論　　題】 新医師臨床研修制度への対応

【雑 誌 名】 第 32回日本救急医学会総会 (ワークショップ )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 高松学文、坂本照夫、宇津秀晃、吉無田太郎、廣橋伸之、志田憲彦、山下典雄、
最所純平、西村宗胤、今井達也、菊間幹太、守崎勝悟

【論　　題】 急性膵炎の IL-6血中濃度からみた急性期治療の検討

【雑 誌 名】 第 15回日本急性血液浄化学会学術集会 (ワークショップ )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 宇津秀晃、山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、高松学文

【論　　題】 ドクターヘリを利用した重症外傷患者の病院間搬送について

【雑 誌 名】 第 23回福岡救急医学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、志田憲彦、廣橋伸之、高松学文、高須 修、石川律子、最所
純平

【論　　題】 地方における JATECの重要性

【雑 誌 名】 第 18回日本外傷学会 (パネルディスカッション )、札幌、2004/05.

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

66.高度救命救急センター

- 292 -



【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、志田憲彦、高松学文、宇津秀晃

【論　　題】 2度の Bacterial translocationによる敗血症を併発した重症急性膵炎の 1救命例

【雑 誌 名】 第 34回九州膵研究会、久留米、2004/06.

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 外傷に対する院外救急体制と輸液 .

【雑 誌 名】 栄養 評価と治療

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 21 , 23-26

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、本田 和

【論　　題】 エコー所見による手術適応とタイミングの判断 .

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 28 , 19-28

【著　　者】 高松学文、坂本照夫、山下典雄、廣橋伸之、志田憲彦、石川律子、森松嘉孝、西
村宗胤、牟田文彦

【論　　題】 膵感染症を来した重症急性膵炎の 1例 .

【雑 誌 名】 第 8回 CCM輸液・栄養研究会記録集

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 15-19
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67.大学病院リハビリ部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 志波直人、梅津祐一

【論　　題】 筋萎縮に対する電気刺激の効果。―電気刺激による筋力増強効果について―

【雑 誌 名】 Monthly Book of Medical Rehabilitation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 42 , 73-80

【著　　者】 志波直人、岩佐聖彦、前田貴司、広田桂介、松瀬博夫、名護健、柳東次郎、荻野
美佐、梅津祐一、永田見生、田川善彦、松尾重明、山本敏泰、Jeffrey R. Basford:

【論　　題】 宇宙空間で有効な筋力維持装置開発の研究。-Hybrid法を用いた基礎実験 -

【雑 誌 名】 バイオメカニズム

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 17 , 印刷中

「その他」

【著　　者】 Tsuyoshi Ito, Yoshihiko Tagawa, Shoichiro Tanaka,Naoto Shiba, Yuichi Umezu,
Toshiyasu Yamamoto, Jeffrey R. Basford

【論　　題】 Development of practical and effective hybrid exercise for use in weightless
environment

【雑 誌 名】 Proc. of the 26th Annual Int’l Conf. of the IEEE EMBS (San Francisco, USA)

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 1-5
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68.放射線治療センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 内田政史、品川正治、早渕尚文

【タイトル】 胆道・膵臓

【書名・発行所】マルチスライス CT進化論 ,日本シエーリング株式会社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 113-123

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 淡河恵津世、早渕尚文

【論　　題】 放射線治療計画を誤らないために

【雑 誌 名】 JCRニュース 日本放射線科専門医会・医会誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 10-12

【著　　者】 内田政史、内山大治、品川正治、早渕尚文、岡部義信、菅 偉哉、自見厚郎

【論　　題】 慢性膵炎

【雑 誌 名】 臨放

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 1521-1533

【著　　者】 鈴木弦、早渕尚文、小島和行、淡河恵津世、江藤英博、末藤大明、田中法瑞、安
陪等思、宮嶋義巳、梅野博仁、中島格

【論　　題】 上咽頭癌に対する放射線治療成績ーMRIにおける節外浸潤所見が遠隔転移に及ぼ
す影響ー

【雑 誌 名】 日放腫会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 95-100

「その他」

【著　　者】 陣内絹代、内田政史、品川正治、西村 浩、早渕尚文

【論　　題】 黄色肉芽腫性胆嚢炎の 1例

【雑 誌 名】 第 40回日本医学放射線学会秋季臨床大会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 品川正治、内田政史、小金丸雅道、久能由記子、西村 浩、早渕尚文、野口正典、
加藤誠也

【論　　題】 前立腺被膜から発生したと考えられた solitary fibrous tumorの 1例

【雑 誌 名】 第 40回日本放射線学会秋季臨床大会フイルム教育展示 (診断クイズ形式 )症例集

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 108-109
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【著　　者】 品川正治、内田政史、早渕尚文

【論　　題】 前立腺被膜由来の SFTの一例

【雑 誌 名】 第 40回日本医学放射線学会秋季臨床大会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 品川正治、内田政史、小金丸雅道、魚住 淳、西村 浩、早渕尚文、岡部義信、菅
偉哉、
林 克美、木下寿文、自見厚郎

【論　　題】 乏血性膵内分泌腫瘍の二例

【雑 誌 名】 第 18回腹部放射線研究会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 品川正治、内田政史、小金丸雅道、有川俊二、西村 浩、早渕尚文、中島 収

【論　　題】 肝細胞癌との鑑別が困難であった肝血管筋腫の 3例

【雑 誌 名】 第 9回筑後肝癌研究会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 内田政史、品川正治、野崎 健、早渕尚文、奥田康司

【論　　題】 Multi slice CTを用いた肝胆道癌の術前 simulation, navigation 画像と簡易操作用動
画作成の試み

【雑 誌 名】 第 9回三次元 CT・MRI研究会

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 辻 千代子、内山大治、河野れい、野々下政昭、品川正治、魚住 淳、内田政史、西
村 浩、早渕尚文、稲吉康治

【論　　題】 先天性食道気管支瘻の一例

【雑 誌 名】 第 12回筑後 DDF(Digestive  Disease  Forum)

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】
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69.人工腎臓センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kaida H, Ishibashi M, Baba K, Nishida H, Matsuoka K, Hayabuchi N.

【論　　題】 Extraosseous uptake of metastatic lymph nodes of ureteral cancer on 99Tcm
hydroxymethylene diphosphonate bone scintigraphy.

【雑 誌 名】 Br J Radiol.

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 77 , 869-870

【著　　者】 Kurata S, Ishibashi M, Nishida H, Hiromatsu Y, Hayabuchi N.

【論　　題】 A clinical assessment of the relationship between bone scintigraphy and serum
biochemical markers in hemodialysis patients.

【雑 誌 名】 Ann Nucl Med

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 18 , 513-518
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70.病理部

「単行本 /著書」

【著　　者】 (単著 )鹿毛 政義
高久史磨「編者」、猿田亨男「編者」、北村惣一郎「編者」、福井次矢「編者」

【タイトル】 肝臓の病気 /肝寄生虫症

【書名・発行所】家庭医学大全科
法研

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 137 , 2069～ 2072

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 黒木美菜、隈部 力、鹿毛政義

【論　　題】 硬化型肝細胞癌

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 721～ 726

【著　　者】 鹿毛政義、谷川 健

【論　　題】 肝組織像からみたウイルス肝炎の臨床

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 21 , 417～ 420

【著　　者】 鹿毛　政義

【論　　題】 Ductal plate malformation にはどのような疾患があるか ?

【雑 誌 名】 小児内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 36 , 1286～ 1287

【著　　者】 高須 修、坂本照夫、福光賞真、黒木美菜、藤本 優、谷川 健、竹本由美、鹿毛政
義
神代正道

【論　　題】 急性咽頭蓋炎により上気道閉塞をきたした成人 2解剖例

【雑 誌 名】 日臨救医誌 (JJSEM)

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 7 , 255～ 260

【著　　者】 安倍秀幸、多比良朋希、山口知彦、河原明彦、横山俊朗、吉田友子、杉島節夫、
豊住康夫、原田博史、有馬信之、杉田保雄、鹿毛政義

【論　　題】 退形成上衣腫の 1症例

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81～ 84
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【著　　者】 原田博史、馬場義広、河原明彦、豊住康夫、有馬信之

【論　　題】 Pleomorphic carcinomaとみなすべき肺原発のいわゆる肉腫様癌の 1例
-retorospectiveにみた細胞学的検討 -

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 113～ 118

【著　　者】 多比良朋希、安倍秀幸、山口知彦、河原明彦、横山俊朗、吉田友子、原田博史、
鹿毛政義

【論　　題】 悪性黒色腫の細胞学的検討 -自験例 12症例の検討より -

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 85～ 88

【著　　者】 山口知彦、多比良朋希、安倍秀幸、河原明彦、横山俊朗、吉田友子、鹿毛政義、
藤吉啓造

【論　　題】 子宮頸部 Carcinoma in situの細胞学的検討

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39～ 42

【著　　者】 鹿毛　政義

【論　　題】 Budd-Chiari syndrome and hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J.Gastroenterol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 39 , 706～ 707

【著　　者】 Kawahara A, Harada H, Kage M, Yokoyama T, Kojiro M

【論　　題】 Extracellular material in adenoid cystic carcinoma of the salivary glands:
a comparative cytological study with other salivary myoepithelial tumors

【雑 誌 名】 Diagn Cytopathol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 14～ 18

【著　　者】 Tomihira M, Kawasaki E,  Nakajima H,  Imamura Y,  Sato Y, Sata M, Kage M
Sugie H, Nunoi K

【論　　題】 Intermittent and recurrent hepatomegaly due to glycogen  storage in a patient
with type 1 diabetes: Genetic analysis of the liver glycogen phosphorylase gene
(PYGL)

【雑 誌 名】 Diabetes Research and Clinical Practice

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 65 , 175～ 182
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【著　　者】 Kawahara Akihiko,Harada Hiroshi,Yokoyama Toshiro,Kage Masayoshi.

【論　　題】 Cytopathological Features of an Epithelial-Myoepithelial Carcinoma with Predominant
Clear Myoepithelial Cells in the Parotid Gland.

【雑 誌 名】 Diagnostic cytopathology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 280～ 283

【著　　者】 Sugita Yasuo,Tokunaga Osamu,Morimatu Minoru,Abe Hideyuki

【論　　題】 Cytodiagnosis of Central Neurocytoma in Intraoperative Preparations.

【雑 誌 名】 Acta Cytologica

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 ,

「その他」

【著　　者】 山口知彦、多比良朋希、河原明彦、横山俊朗、吉田友子、鹿毛政義、原田博史、
藤吉啓造、牛島公生、嘉村敏治

【論　　題】 子宮頸部に発生した Basaloid squamous cell carcinomaの 1例

【雑 誌 名】 第 20回日本臨床細胞学会福岡県支部総会 (福岡 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 原田博史、樋口佳代子、大内知之、金城 満、中山 淳、賀来 亨、河原明彦

【論　　題】 Adenomatous ductal hyperplasia3例の病理組織学的検討

【雑 誌 名】 第 49回日本唾液腺学会 (東京 )

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 河原明彦、原田博史、横山俊朗、鹿毛政義、山口知彦、多比良朋希、吉田友子、
安倍秀幸

【論　　題】 唾液腺腫瘍の新報告様式の再検討

【雑 誌 名】 第 43回日本臨床細胞診学会秋季大会 (東京 )

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 河原明彦、横山俊朗、中島 収、矢野博久、鹿毛政義、河原真弓子、長尾真理子

【論　　題】 体腔液における肝細胞癌の細胞学的検討

【雑 誌 名】 第 43回日本臨床細胞学会秋期大会 (東京 )

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 西田直代、加藤誠也、山口知彦、園田豪之助、神代咲子、藤吉啓造、牛島公生、
鹿毛政義、嘉村敏治

【論　　題】 性索間質性腫瘍を模倣する組織形態を呈した卵巣原発類内膜腺癌の 1例

【雑 誌 名】 第 43回日本臨床細胞学会秋期大会 (東京 )

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 横山俊朗、河原明彦、鹿毛政義、山口知彦、多比良朋希、吉田友子、安倍秀幸

【論　　題】 穿刺吸引細胞診が有用であった非機能性膵内分泌腫瘍の 1例

【雑 誌 名】 第 43回日本臨床細胞診学会秋季大会 (東京 )

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 原田博史、河原明彦、横山俊朗、有馬信之

【論　　題】 転移巣にて著明な Rhabdoid trasformationを呈した甲状腺乳頭癌の 1例 .

【雑 誌 名】 第 20回日本臨床細胞学会九州連合会学会 (熊本 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 河原明彦、原田博史、横山俊朗、鹿毛政義、山口知彦、多比良朋希、吉田友子、
安倍秀幸

【論　　題】 唾液腺原発腺様嚢胞癌の細胞外基質の検討

【雑 誌 名】 第 45回日本臨床細胞学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 原田博史、河原明彦、横山俊朗

【論　　題】 耳鼻科領域の細胞診 -本学における唾液腺腫瘍の診断経験と鑑別を要する腫瘍群
について -

【雑 誌 名】 第 45回日本臨床細胞学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田充秀、原田博史、河原明彦、有馬信之

【論　　題】 頬原発Merkel cell carcinomaの 1例

【雑 誌 名】 第 45回日本臨床細胞学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 原田博史、山口知彦、河原明彦、有馬信之、望月一生、牛嶋公生、藤吉啓造

【論　　題】 特異な組織・細胞像を呈した子宮頸部扁平上皮癌の 1例

【雑 誌 名】 第 45回日本臨床細胞学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

70.病理部

- 301 -



【著　　者】 横山俊朗、河原明彦、原田博史、鹿毛政義、山口知彦、多比良朋希、吉田友子、
安倍秀幸

【論　　題】 唾液腺原発腺様嚢胞癌の細胞外基質の検討

【雑 誌 名】 第 45回日本臨床細胞学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 横山俊朗、河原明彦、鹿毛政義、山口知彦、多比良朋希、吉田友子、安倍秀幸、
藤井輝彦

【論　　題】 乳癌予後因子として核クロマチンパターンのフラクタル分析および形態学的検討

【雑 誌 名】 第 45回日本臨床細胞学会総会 (東京 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 河原明彦

【論　　題】 細胞診免疫染色における有用な処理

【雑 誌 名】 第 10回福岡県病理・細胞学術研修会

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 河原明彦

【論　　題】 唾液腺腫瘍における筋上皮系細胞と細胞外基質の特徴的所見

【雑 誌 名】 Medical Technology WA・DA・I.

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 32 , 892～ 894

【著　　者】 河原明彦

【論　　題】 細胞診免疫染色における有用な処理

【雑 誌 名】 第 10回福岡県病理・細胞学術研修会テキスト

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 41～ 44
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71.メディカルセンター

「単行本 /著書」

【著　　者】 宮本安尚、豊永純、編者 :浅木茂

【タイトル】 巨木型食道静脈瘤出血

【書名・発行所】消化器内視鏡止血術 メジカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 114～ 116

【著　　者】 伴茂樹、鶴田修、豊永純、編者 :鈴木博昭

【タイトル】 早期食道癌の一括 EMRで全周性の粘膜切除となった

【書名・発行所】消化器内視鏡のトラブル防止マニュアル 日本メディカルセンター

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 154～ 154

【著　　者】 於保和彦、豊永純、編者 :浅木茂

【タイトル】 胃静脈瘤 (Lg-cと Lg-f)に対する EIS

【書名・発行所】消化器内視鏡止血術 メジカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 122～ 124

【著　　者】 於保和彦、境研二、豊永純
編者 :財団法人日本消化器病学会 監修、第一版第一刷、消化器病診療 編集委員会

【タイトル】 食道・胃静脈瘤

【書名・発行所】消化器病診療、良きインフォームドコンセントに向けて 医学書院

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 69～ 72

【著　　者】 宮本安尚、豊永純、編者 :浅木茂

【タイトル】 視不良の食道静脈瘤出血

【書名・発行所】消化器内視鏡止血術 メジカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 117～ 119

【著　　者】 於保和彦、豊永純、編者 :浅木茂

【タイトル】 緊急内視鏡検査と治療法の選択 :食道

【書名・発行所】消化器内視鏡止血術 メジカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 26～ 30
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 原田和徳、中野優子、加治亮平、村島史郎、服巻誠、重松聡江、田中正俊、野口
和徳、中島裕、磯本浩晴、豊永純、光山慶一、佐田通夫

【論　　題】 肺胞出血による呼吸不全を合併したクローン病の 1例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 101 , 397～ 402

【著　　者】 岡部義信、鶴田修、菅偉哉、福田直樹、和田有希、唐原健、於保和彦、佐田通夫、
豊永純

【論　　題】 膵嚢胞内迷入ドレナージチューブを内視鏡的に両留置し得た 1例

【雑 誌 名】 Gastroenterological Endoscopy

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 46 , 960～ 965

【著　　者】 菅偉哉、鶴田修、小野尚文、岡部義信、児玉孝仁、原雅夫雄、木下壽文、福嶋博
文、内藤嘉紀、谷川健、自見厚郎、神代正道、豊永純、佐田通夫

【論　　題】 画像上、乏血性所見を呈した非機能性膵内分泌腫瘍の 1例

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 6 , 659-664

【著　　者】 伊集院裕康、有馬剛、小野尚文、菅偉哉、岡部義信、吉本幸二、酒井輝文、津留
昭雄、岡村孝、豊永純、佐田通夫

【論　　題】 繰り返す上気道炎にて発見された成人発症の Schwachman 症候群の 1例

【雑 誌 名】 膵臓

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 57～ 62

「その他」

【著　　者】 宮本安尚、於保和彦、坂本慶博、熊本正史、豊永純

【論　　題】 上部消化管出血による内視鏡的治療ー静脈瘤

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 1363～ 1369

【著　　者】 谷川久一、別府倫兄、鹿毛政義、河田則文、國分茂博、豊永純

【論　　題】 門脈圧亢進症ー診療・研究の新たな展開ー

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 117～ 134

71.メディカルセンター

- 304 -



【著　　者】 熊本正史、於保和彦、豊永純

【論　　題】 EVLと EIS

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 28 , 724～ 727

【著　　者】 河野弘志、鶴田修、唐原健、辻雄一郎、吉森健一、中原慶太、立石秀夫、佐田通
夫、有馬信之、豊永純

【論　　題】 早期大腸癌の深達度診断 ;通常内視鏡、拡大内視鏡および超音波内視鏡を用いて

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 295～ 303

【著　　者】 吉森健一、鶴田修、河野弘志、唐原健、豊永純

【論　　題】 大腸癌の内視鏡的治療

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , 21～ 25

【著　　者】 明石隆吉、池上慎一、淡路誠一、平山義修、岡部義信、豊永純

【論　　題】 砕石バスケット嵌頓

【雑 誌 名】 消化器内視鏡

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 1051～ 1052

【著　　者】 岡部義信、原雅雄、柳克明、河原隆一、児玉孝仁、菅偉哉、内藤嘉紀、二又泰彦、
豊永純、佐田通夫、木下壽文

【論　　題】 乳頭部腫瘍

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 649～ 654
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72.循環器病センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 松岡秀洋
編者 :野出孝一

【タイトル】 炎症マーカー

【書名・発行所】「血管不全フロンティア」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 247-252

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉
監修 :矢崎義雄  編者 :松澤佑次、永井良三、奥村勝彦

【タイトル】 降圧薬、昇圧薬、血管拡張薬

【書名・発行所】「治療薬 UP-TO-DATE2004」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 202-234

【著　　者】 松岡秀洋
編者 :浅田祐士郎、江頭健輔、甲斐久史、古森公浩、佐田政隆、室原豊明

【タイトル】 新しい危険因子

【書名・発行所】「心臓ナビゲーター」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 342-343

【著　　者】 菅野 良、松岡秀洋、今泉 勉
編者 :熊谷裕生、小室一成、堀内正嗣、森下竜一

【タイトル】 CHARM

【書名・発行所】「ファーマナビゲーター ARB編」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 146-153

【著　　者】 松岡秀洋
編者 :島田和幸

【タイトル】 血管機能を高血圧診療に活かす

【書名・発行所】「高血圧診療のコツと落とし穴」 中山書店

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34-35

【著　　者】 松岡秀洋
編者 :代田浩之、野出孝一

【タイトル】 血液マーカー

【書名・発行所】「循環器医が治療する糖尿病と大血管障害」 メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 183-185
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 森田博彦、勝田洋輔、江口裕之、竹下吉明、横山晋二、高城喜典、永田 剛、服巻
信也、甲斐久史、本間友基、今泉 勉

【論　　題】 虚血を伴わない陳旧性心筋梗塞の責任冠動脈に対する経皮的冠動脈形成術ー慢性
期血行再建による左室機能、運動耐容能改善効果

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Interventional Cardiology

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 213-219

【著　　者】 竹下吉明、勝田洋輔、本間友基、森田博彦、佐々木健一郎、横山晋二、高城喜典、
江口裕之、服巻信也、池田久雄、今泉勉

【論　　題】 冠動脈形成術に伴う右室枝単独閉塞症例における急性期心電図変化及び臨床経過
に関する検討

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therpeutics

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 4 , 23-29

【著　　者】 Murohara T, Ikeda H, Otsuka Y, Aoki M, Haramaki N, Katoh A, Takajo Y, Imaizumi
T

【論　　題】 Inhibition of platelet adherence to mononuclear cells by α -tocopherol. Role of
P-selectin.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 110 , 141-148

「その他」

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 メタボリックシンドローム

【雑 誌 名】 Hypertension Update Scope

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 5-6

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 血管の老化のメカニズム

【雑 誌 名】 モダンフィジシャン

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 24 , 1667-1669

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 血管内皮障害と治療効果ー高血圧

【雑 誌 名】 治療学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38 , 39-44
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【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 白衣高血圧

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 62 , 423-430

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 高感度 CRPを指標とした動脈硬化性疾患の診断と治療

【雑 誌 名】 The Medical & Test Journal

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 880 , 6

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 薬剤からみた高血圧メガトライアルーカルシウム拮抗薬

【雑 誌 名】 Pharma Medica

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 22 , 19-24
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73.総合周産期母子医療センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 著者 :前野泰樹

【タイトル】 胎児心エコー外来

【書名・発行所】産婦人科治療。永井書店

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 89 , 189-193

【著　　者】 前野泰樹 編者 赤阪隆史、吉川純一、笠貫宏、土師一夫、別府慎太郎、松崎益徳

【タイトル】 先天性心疾患の手術適応と至適時期 :心内膜床欠損

【書名・発行所】文光堂 :新・心臓病診断プラクティス、2.心疾患の手術適応と至適時期

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 218-222

【著　　者】 Maeno Y.   (eds) Michael H Crawford, John P Dimarco.

【タイトル】 Prenatal diagnosis of congenital heart disease

【書名・発行所】 Mosby London: Cardiology, second edition

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 1229-1238
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74.緩和ケアセンター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 上田沙和子 , 山田信一 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 後向き調査による顔面神経麻痺の治療と成績

【雑 誌 名】 ペインクリニック

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 1207～ 1211

【著　　者】 山田信一 , 上田伸英 , 上田沙和子 , 山本洋介 , 宮脇奈央 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納
龍彦

【論　　題】 心因的関与が強いと考えられた難治性下肢痛の 3症例

【雑 誌 名】 日本ペインクリニック学会誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 11 , 424～ 428

【著　　者】 Tetsushi Fukushige, Tomomi Sano, Tatsuhiko Kano

【論　　題】 Bacterial contamination of epidural needles and catheters.

【雑 誌 名】 The Pain Clinic

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 16 , 163-166

「その他」

【著　　者】 伊藤貴彦 , 福重哲志 , 佐野智美 , 名護 秀 , 河野靖生 , 加納龍彦

【論　　題】 硬膜外カテーテルの走行 ,先端位置 -140の造影所見から -

【雑 誌 名】 ペインクリニック

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 25 , 473～ 478

【著　　者】 福重哲志

【論　　題】 麻酔科医が始めた緩和医療

【雑 誌 名】 緩和医療学

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 6 , 338～ 339

【著　　者】 Tetsushi Fukushige, Shinich Yamada ,Tomomi Sano, Tatsushiko Kano

【論　　題】 Five cases of far lateral lumbar disc herniations treated conservatively.

【雑 誌 名】 11th International Pain Clinic

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 S.Yamada, T.Sano, T.Kano

【論　　題】 Effects of sensory nerve blocks for chronic pain patients.

【雑 誌 名】 Proceeding of the 11th International Pain Clinic

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 189-193
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75.集学治療センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 北島政樹 (編 )
山名秀明

【タイトル】 経口摂取不能な末期食道癌患者の QOL向上処置。

【書名・発行所】消化器外科診療二頁の秘訣、ヘルス出版

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 102-103

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 堀内彦之 ,唐 宇飛 ,内田信治 ,林克実 ,木下寿文 ,山名秀明 ,青柳成明 ,白水和雄 ,
小金丸雅道

【論　　題】 肝転移を伴う膵癌の局所癌免疫化学療法の経験

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 31 , 1752　～　1754

【著　　者】 唐 宇飛 ,藤井輝彦 ,田山浩介 ,弥永浩 ,横山吾郎 ,山口美樹 ,堀内彦之 ,笹富輝男 ,
高森信三 ,白水和雄 ,関直子 ,山名秀明

【論　　題】 抗癌剤・放射線併用免疫細胞療法の効果と患者リンパ球サイトカイン産生に関す
る検討

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 31 , 1649　～　1651

【著　　者】 唐 宇飛 ,山名秀明

【論　　題】 食道癌の集学的治療 ;とくに癌免疫療法の現状と展望について

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 27 , 99～ 105

【著　　者】 堀内彦之、唐 宇飛、内田信冶、林 克実、木下壽文、山名秀明、青柳成明、白水和
雄、小金丸雅道

【論　　題】 肝転移を伴う進行膵癌の局所癌免疫化学療法の経験。

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 1752-1754
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【著　　者】 田中優一、藤田博正、田中寿明、的野 吾、森 直樹、李 美彗、笹原弘子、末吉 晋、
山名秀明、白水和雄

【論　　題】 食道切除後の再建胃管癌に対し光線力学療法 (PDT)および胃部分切除を施行した
一例。

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 81 , 1183-1186

【著　　者】 唐 宇飛、藤井輝彦、田山光介、弥永 浩、横山吾郎、山口美樹、堀内彦之、笹冨輝
男、高森信三、白水和雄、関 直子、山名秀明

【論　　題】 抗癌剤・放射線併用免疫細胞療法の効果と患者リンパ球サイトカイン産生に関す
る検討。

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 31 , 1649-1651

【著　　者】 峯 孝志、由谷 茂、伊東恭悟、山名秀明

【論　　題】 患者オリエンテッド癌免疫療法。

【雑 誌 名】 Medical Science Digest

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 30 , 129-133

【著　　者】 藤井輝彦、山名秀明、桑野信彦

【論　　題】 その他の治療 (I)血管阻害薬

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 19 , 980-987

【著　　者】 山名秀明、安藤暢敏

【論　　題】 食道がんに対する術後補助化学療法の有効性。

【雑 誌 名】 血液・腫瘍科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 311-316

【著　　者】 唐 宇飛、山名秀明

【論　　題】 食道癌の集学的治療 ;とくに癌免疫療法の現状と展望について。

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 99-105
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【著　　者】 U. Toh, H. Yamana, T. Fujii, T. Sasatomi, S. Takamori, Y. Araki, E. Ogo, K. Shirozou

【論　　題】 Repeated immune cell transfer therapy combined with non myeloablative
chemotherapy in patients with refractory recurrent gastrointestinal and lung cancer.

【雑 誌 名】 Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting
Edition)

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 22 , 2541

【著　　者】 Sato Y, Maeda Y, Shomura H, Sasatomi T, Takahashi M, Kondo M, Shinohara T,
Hida N, Katagiri K, Sato K, Sato M, Yamada A, Yamana H, Harada M, Itoh K, Todo
S

【論　　題】 A phase I trial of cytotoxic T-lymphocyte precursor-oriented peptide vaccines for
colorectal carcinoma patients.

【雑 誌 名】 Br J Cancer

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 90 , 1134-1342

【著　　者】 Nagamatsu Y, Shima I, Hayashi A, Yamana H, Shirouzu K, Ishitake K

【論　　題】 Preoperative spirometry versus expired gas analysis during exercise testing as
predictors of cardiopulmonary complications after lung resection.

【雑 誌 名】 Surg Today

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 34 , 107-110

【著　　者】 Yamada A, Yamana H, Itoh K

【論　　題】 Peptide-based vaccines for cancer immunotherapy.

【雑 誌 名】 Current Topics in Peptide & Protein Research

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 6 , 71-80

【著　　者】 Tanaka Y, Fujii T, Yamana H, Kato S, Morimatsu M, Shirouzu K

【論　　題】 Experimental gene therapy using p21/Waf1 gene for esophageal squamous cell
carcinoma by gene gun technology.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 545-551

【著　　者】 Noguchi M, Itoh K, Suekane S, Yao A, Suetsugu N, Katagiri K, Yamada A, Yamana
H, Noda S

【論　　題】 Phase I trial of patient-oriented vaccination in HLA-A2-positive patients with
metastatic hormone-refractory prostatic cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Sci

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 95 , 77-84
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【著　　者】 Kuwano M, Oda Y, Izumi H, Yang SJ, Uchiumi T, Iwamoto Y, Toi M, Fujii T,
Yamana H, Kinoshita H, Kamura T, Tsuneyoshi M, Yasumoto K, Kohno K

【論　　題】 The role of nuclear Y-box binding protein 1 as a global marker in drug resistance.

【雑 誌 名】 Mol Cancer Ther

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 3 , 1485-1492

【著　　者】 Tsuda N, Mochizuki K, Harada M, Sukehiro A, Kawano K, Yamada A, Ushijima K,
Sugiyama T, Nishida T, Yamana H, Itoh K, Kamura T

【論　　題】 Vaccination with predesignated or evidence-based peptides for patients with recurrent
gynecologic cancers.

【雑 誌 名】 J Immunother

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 27 , 60-72

【著　　者】 Mine T, Sato T, Noguchi M, Sasatomi T, Gouhara R, Tsuda N, Tanaka S, Shomaru H,
Katagiri K, Rikimaru T, Schichijo S, Kamura T, Hashimoto T, Shirouzu K, Yamata A,
Todo S, Itoh K, Yamana H

【論　　題】 Humoral responses to peptides correlate with overall survival in advanced cancer
patients vaccinated with peptide based on pre-existing, peptide specific cellular
responses.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 10 , 929-937
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76.病院情報部

「単行本 /著書」

【著　　者】 和田豊郁

【タイトル】 生理学

【書名・発行所】看護師国家試験 弱点克服サブノート 基礎医学編 . メディカルレビュー

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 68-113
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77.薬剤部

「単行本 /著書」

【著　　者】 岡野 善郎 永田 郁夫

【タイトル】 漢方薬の服薬説明ガイド

【書名・発行所】南山堂

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 田中 芳明、田中 粋子、井上 光鋭、森田 桂子、梶村 克成、古庄 孝典、早渕 尚文、
溝手 博義

【論　　題】 久留米大学 NST運営委員会の活動と医療・経済的効果、ならびに稼動後の問題点
について

【雑 誌 名】 静脈経腸栄養

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 19 , 11-16

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬⑨ -生活習慣病各論 肥満 (その 2)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 55 , 2927-2935

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬⑧ -生活習慣病各論 肥満 (その 1)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 55 , 2791-2800

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬⑦ -生活習慣病各論 高脂血症 (その 2)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 55 , 2415-2424

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬⑥ -生活習慣病各論 高脂血症 (その 1)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 55 , 2221-2230
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【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬⑤ -生活習慣病各論 糖尿病 (その 2)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 55 , 2063-2070

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬④ -生活習慣病各論 糖尿病 (その 1)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 55 , 1763-1773

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬③ -生活習慣病各論 高血圧 (その 2)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 55 , 1574-1585

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬② -生活習慣病各論 高血圧 (その 1)-

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 55 , 1400-1406

【著　　者】 堤 一貴、森田 桂子

【論　　題】 抗癌剤の混合調製業務 (11)
集学治療センターにおける薬剤師の役割

【雑 誌 名】 薬事新報

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 9-14

【著　　者】 永田　郁夫

【論　　題】 生活習慣病と漢方薬① -漢方と生活習慣病 -

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2004.1

【巻 、 頁】 55 , 87-97

「その他」

【著　　者】 松本 浩一

【論　　題】 質疑応答シリーズ -以前、ワクチン接種後に発熱しましたが、摂取してもよいで
しょうか ?また、注意事項は ?-

【雑 誌 名】 福岡県病院薬剤師会会誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 8-9
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【著　　者】 樋口　恭子

【論　　題】 医療構造変革の時代を迎えて -第 13回日本医療薬学会年会参加記 -

【雑 誌 名】 福岡県病院薬剤師会会誌

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 2-3

【著　　者】 中山 道子

【論　　題】 超速効型インスリン混合製剤への期待 -第 33回筑後地区薬剤師会研修会概説 -

【雑 誌 名】 福岡県病院薬剤師会会誌

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 39

【著　　者】 久保　裕子

【論　　題】 人と人 -心の糧となる言葉 -

【雑 誌 名】 薬事新報

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 38
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78.看護部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 下川忠弘 ,福嶺初美

【論　　題】 肺切除術後クリニカルパスを用いたバリアンス分析手法の検討

【雑 誌 名】 第 24回医療情報学連合大会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 24 , 334-335

【著　　者】 冨野佳紀、中島純子、境 理恵、田中みとみ、丸岡隆之、恵紙英昭

【論　　題】 「投書箱 (希望の声 )」が看護の視点を変える

【雑 誌 名】 日本精神科看護学会誌 (精神科救急・急性期看護 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 47 , 253～ 257

【著　　者】 田中　美智子

【論　　題】 視力障害のある患者に対するナースコールの工夫

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会論文集 看護管理

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 p

【著　　者】 山田佳奈子 (佐藤 恵 )

【論　　題】 視力障害のある患者に対するナースコールの工夫

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会ー看護管理ー

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 313～ 315

【著　　者】 冨野佳紀、中島純子、境理恵、田中みとみ

【論　　題】 「投書箱 (希望の声 )」が看護の視点を変える

【雑 誌 名】 日本精神科看護学会誌 (精神科救急・急性期看護 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 47 , 253～ 257

【著　　者】 冨野佳紀、中島純子、境理恵、田中みとみ、丸岡隆之、恵紙英昭

【論　　題】 「投書箱 (希望の声 )」が看護の視点を変える

【雑 誌 名】 日本精神科看護学会誌 (精神科救急・急性期看護 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 47 , 253～ 257
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【著　　者】 丸岡隆之、山内今日子、前田正治、大江美佐里、恵紙英昭、田中みとみ、後藤直
樹、前田久雄

【論　　題】 治療導入期における入院集団精神療法
～急性期治療病棟での試み～

【雑 誌 名】 精神科治療学

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 19 , 1453～ 1460

【著　　者】 葭原美和、森貴子、竹本由紀、秋山良子、小野緑

【論　　題】 BSI(血流感染 )に対する意識調査
ー当病棟看護師へのアンケートを通してー

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会論文集
ー小児看護ー

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 101～ 103

【著　　者】 寺崎宏典、田中みとみ、舞弓京子

【論　　題】 母親にアンビバレントな感情を抱き続ける摂食障害患者の看護

【雑 誌 名】 第 3回日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 13 , 63～ 69

【著　　者】 岩下真奈美、田中みとみ、舞弓京子

【論　　題】 スムーズな回復過程をたどったうつ病患者の看護過程の検討

【雑 誌 名】 第 3回日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 13 , 55～ 61

【著　　者】 安達康子、野瀬巌、西田秀美、内村直尚、立石裕宣、漁原洋子、武田奈緒美、吉
田清美、山本高士、大和由紀夫、田尻哲也、飯田修司、吉武信行、和田芳文、前
田久雄、奥田誠也、

【論　　題】 慢性維持透析患者の A行動パターンスクリーニングテスト

【雑 誌 名】 透析会誌

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 37 , 1633～ 1638

【著　　者】 徳永里香、竹田寿美子、吉永美代、大石明見、秋山良子

【論　　題】 若年性関節リウマチ患児の看護
ー ADL拡大援助により関節拘縮を認めず退院した事例を通してー

【雑 誌 名】 小児看護

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 27 , 933-941
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【著　　者】 岩下真奈美 田中みとみ 舞弓京子

【論　　題】 スムーズな回復過程をたどったうつ病患者の看護過程の検討

【雑 誌 名】 第 3回日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 13 , 55～ 61

【著　　者】 寺崎宏典 田中みとみ 舞弓京子

【論　　題】 母親にアンビバレントな感情を抱き続ける摂食障害患者の看護

【雑 誌 名】 第 3回日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 13 , 63

【著　　者】 田中みとみ、丸岡隆之、恵紙英昭

【論　　題】 「特集 点検しよう 病棟規則」
コミュニティミーティングで病棟規則を変えた
～集団療法を核とした病棟改革～

【雑 誌 名】 精神科看護

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 31 , 17～ 25

【著　　者】 楠本真由美、吉山昌代、田中みとみ、小路純央

【論　　題】 急性期病棟における外泊用紙の有効活用

【雑 誌 名】 精神保健

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 49 , 132

【著　　者】 中村宏子 , 吉瀬寛子 , 古賀江美 , 平田恭子

【論　　題】 透析室におけるチームナーシングの充実を図って チームカンファランスの検討

【雑 誌 名】 日本透析医学会雑誌

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 37 , 1061

【著　　者】 楠本真由美、吉山昌代、田中みとみ、小路純央

【論　　題】 急性期病棟における外泊用紙の有効活用

【雑 誌 名】 精神保健

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 49 , 132

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、丸岡隆之、後藤直樹、小鳥居望、大江美佐里、永松青久、
広橋伸之、前田久雄

【論　　題】 大学病院精神科急性期治療病棟における合併症治療の現状と課題

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 50 , 24～ 40
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「その他」

【著　　者】 添田道子、古川知佐、野田真弓、田中みとみ

【論　　題】 うつ病パスにおける症状評価の再検討

【雑 誌 名】 第 5回日本クリニカルパス学会学術集会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、前田久雄、田中みとみ、坂本明子

【論　　題】 久留米大学病院における急性期治療病棟の運営と地域医療

【雑 誌 名】 第 17回総合病院精神医学会総会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 金原伸一、恵紙英昭、田中みとみ、小鳥居望、後藤直樹、大江美佐里、丸岡隆之、
本岡大道、橋爪祐二、前田久雄

【論　　題】 大学病院の急性期治療病棟における時間外電話相談対応および受診状況

【雑 誌 名】 第 17回総合病院精神医学会総会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口郁子、貝島由利子、小柳千草、冨野佳紀、田中みとみ

【論　　題】 精神科看護者のストレスと対処行動調査
～身体科病棟看護者との比較を通して～

【雑 誌 名】 第 50回九州精神保健学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 添田道子 古川知佐 野田真弓 田中みとみ

【論　　題】 うつ病パスにおける症状評価の再検討

【雑 誌 名】 第 5回日本クリニカルパス学会学術集会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 添田道子、古川知佐、野田真弓、田中みとみ

【論　　題】 うつ病パスにおける症状評価の再検討

【雑 誌 名】 第 5回日本クリニカルパス学会学術集会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山口郁子、貝島由利子、小柳千草、冨野佳紀、田中みとみ

【論　　題】 精神科看護者のストレスと対処行動調査
～身体科病棟看護者との比較を通して～

【雑 誌 名】 第 50回九州精神保健学会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 添田道子 古川知佐 野田真弓 田中みとみ

【論　　題】 うつ病パスにおける症状評価の再検討

【雑 誌 名】 第 5回日本クリニカルパス学会学術集会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、後藤直樹、大江美佐里、丸岡隆之、前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院に精神科救急医療システムを通して入院した 7症例

【雑 誌 名】 第 12回日本精神科救急学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 金原伸一、恵紙英昭、田中みとみ、小鳥居望、後藤直樹、本岡大道、橋爪祐二、
前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院の急性期治療病棟における時間外の電話相談および受診状況

【雑 誌 名】 第 12回日本精神科救急学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤 信広

【論　　題】 当科デイケアの家族支援
-家族会の歩みを通じて -

【雑 誌 名】 日本デイケア学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、前田久雄

【論　　題】 大学病院の急性期治療病棟における合併症治療の現状と問題点

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会総会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、田中みとみ、前田久雄

【論　　題】 福岡県救急医療システムの 6年間

【雑 誌 名】 第 100回日本精神神経学会総会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 佐藤 信広

【論　　題】 当科デイケアの家族支援
-家族会の歩みとアンケート調査を通じて -

【雑 誌 名】 精神科デイ・ケア研究 ふくおか

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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79.医療センター :臨床検査室

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 東谷 孝徳 ,川野 洋之 ,江頭 弘一 ,佐川 公矯

【論　　題】 自己血採血患者の血液学的検討

【雑 誌 名】 自己血輸血

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 17 , 89～ 94

【著　　者】 中島 百合子 ,笠 弘佳 ,吉田 直起 ,有馬 由紀子

【論　　題】 感染性心内膜炎における巨大疣贅により急性下肢動脈塞栓をきたした 1症例

【雑 誌 名】 医学検査

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 53 , 41～ 44

【著　　者】 北村 咲紀 ,中村 映美子 ,中村 千明 ,嬉野 正明 ,時津 健次 ,矢野 順子

【論　　題】 心電図電極の付け間違いによる波形の変化について

【雑 誌 名】 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校紀要

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 12 , 45～ 48

【著　　者】 木下良正、 安河内秀興、 津留英智、 山口倫

【論　　題】 肥厚性硬膜炎に類似した Rosai-Dorfman diseaseの 1例

【雑 誌 名】 脳神経外科

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 32 , 1051-1056

【著　　者】 田中真紀、磯部眞、森真二郎、青山祐子、岸本幸也、町田英一郎、神代正道、山
口倫

【論　　題】 パンチ生検で診断できた Paget病の 2例

【雑 誌 名】 Mamma

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 48 , 18~21

【著　　者】 Osamu Nakashima, Mina Kurogi, Rin Yamaguchi, Hisamitsu Miyaaki, Masaru,
Fujimoto, Hirohisa Yano, Tsutomu Kumabe, Naohumi Hayabuchi, Junjiro
Hisatomi, Michio Sata, Masamichi Kojiro.

【論　　題】 Unique hypervascular nodules in alcoholic liver cirrhosis; Identical to focal nodular
hyperplasia-like nodules?

【雑 誌 名】 J Hepatol

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 41 , 992~998
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【著　　者】 Rin Yamaguchi, Seiya Momosaki, Guang Gao, Chu Chieh Hsia, Masamichi Kojiro,
Charles Scudamore, Edward Tabor.

【論　　題】 Truncated Hepatitis C Virus Core Protein Encoded in Hepatocellular Carcinomas

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 14 , 1097~1100

【著　　者】 Rin Yamaguchi, Osamu Nakashima, Toshiro Ogata, Keiichiro Hanada, Tsutomu
Kumabe, Masamichi Kojiro

【論　　題】 A case of Hepatocellular carcinoma with unusual neuroendocrine component

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 54 , 861-865

「その他」

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 病理組織学的検索による微小癌病巣の臨床病理学的意義

【雑 誌 名】 第 61回大腸癌研究会共同演者 (新潟 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 肝内胆管癌における N-myc downregulated gene-1の発現

【雑 誌 名】 日本病理学会共同演者 (札幌 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 肝細胞癌における vascular endothelial growth factor-Cの発現について

【雑 誌 名】 日本病理学会口演発表 (札幌 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 総胆管、主膵管内発育を示した膵腺房細胞癌

【雑 誌 名】 日本病理学会共同演者 (札幌 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 再発乳癌例における HER2, ER, PgR発現と細胞異型度の検討

【雑 誌 名】 第十二回日本乳癌学会総会共同演者 (北九州 )

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 'Peliotic change'を伴う肝細胞癌の臨床病理学的検討

【雑 誌 名】 肝臓学会 (東京 )共同演者

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 5-FUと IFN-alpha(OIF)の併用による肝細胞癌細胞株の増殖抑制効果の検討

【雑 誌 名】 肝臓学会 (東京 )共同演者

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】
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80.看護学科

「単行本 /著書」

【著　　者】 (共著 )⑩胆道造影 (DIC・ERCP・PTC)検査の手順と看護ケア :清水周次、宮竹
英志、田中雅夫、原頼子 (共著 )⑪ IP・RP撮影 検査の手順と看護ケア :此元竜
雄、内藤誠二、原頼子
「編者」監修 :松岡緑、樗木晶子

【タイトル】 第Ⅴ章 画像診断を用いる検査⑩胆道造影 (DIC・ERCP・PTC)検査の手順と看護
ケア
⑪ IP・RP撮影 検査の手順と看護ケア

【書名・発行所】エクセルナース【検査編】14、メディカルレヴュー社

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 298～ 303、308～ 311

【著　　者】 舞弓京子

【タイトル】 血液検査 検査の手順と看護ケア ,動脈血ガス分析

【書名・発行所】エクセルナース (検査編 ) メディカルレビュー社

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 74～ 77,80～ 81,102～ 103

【著　　者】 中島洋子 「編著 :牧洋子・和田謙一郎」

【タイトル】 第 7章 高齢者の健康と「老い」 1.高齢者と老い、2.高齢者の特性、3.高齢者のと
らえ方

【書名・発行所】新版老人福祉論、建帛社

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 179～ 193、227～ 230

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 三橋　睦子

【論　　題】 感染症のリスク認知の実際とリスク・コントロールの 2因子空間における分析

【雑 誌 名】 日本災害看護学会誌

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 6 , 7~20

【著　　者】 三橋　睦子

【論　　題】 感染症リスク認知地図の試作と有用情報抽出の可能性

【雑 誌 名】 日本看護科学学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 24 , 60~70
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【著　　者】 岩下真奈美、田中みとみ、舞弓京子

【論　　題】 スムーズな回復過程を辿ったうつ病患者の看護過程の検討

【雑 誌 名】 日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 3 , 55～ 61

【著　　者】 寺崎宏典、田中みとみ、舞弓京子

【論　　題】 母親にアンビバレントな感情を抱き続ける摂食障害患者の看護

【雑 誌 名】 日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 3 , 63～ 69

【著　　者】 上野由美子、松尾美佐子、舞弓京子

【論　　題】 入退院を繰り返す統合失調症患者の看護 心理社会的様式のアセスメントからの再
構成

【雑 誌 名】 日本適応看護理論研究会学術論文

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 3 , 71～ 76

【著　　者】 中島　洋子

【論　　題】 痴呆予防推進事業の展開と課題ー事業内容と高齢者の脳検診受診結果による分析
よりー

【雑 誌 名】 九州社会福祉研究

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 47ー 69

【著　　者】 辻 俊子

【論　　題】 PBL教育における学生の自己・チュータ評価

【雑 誌 名】 日本看護学教育学会誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 197

【著　　者】 石井敦子 ,豊増功次 ,石竹達也

【論　　題】 運動習慣ステージ別にみた中高年における転倒予防教室の評価

【雑 誌 名】 Health Sciences

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 20 , 247～ 253

【著　　者】 坂口桃子、花井恵子、三浦睦子、山勢善江、吉田寿子、小倉ひとみ、作田裕美

【論　　題】 救急部門に働く看護職のキャリア発達に関する実証的研究

【雑 誌 名】 日本臨床救急医学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 7 , 240～ 247

80.看護学科

- 330 -



【著　　者】 飯野矢住代、渕上輝子、森本紀巳子、加悦美恵、辻俊子、河合千恵子

【論　　題】 PBL教育法による編入生の学び

【雑 誌 名】 第 8回看護研究学会九州地方会抄録集

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 36

【著　　者】 野村志保子、石塚淳子、米倉摩弥、竹田千佐子、小林知春、辻ちえ、伊良部優子

【論　　題】 「生活援助方法論」の教育方法とその考え方

【雑 誌 名】 聖隷クリストファー大学看護学部紀要

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 135-149

【著　　者】 舞弓京子、津田茂子

【論　　題】 看護大学生のストレスマネジメント

【雑 誌 名】 ストレス科学

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 18 , 32～ 40

【著　　者】 五嶋佳子、永富香織、重本亨、石井敦子、佐藤祐佳、鬼崎信好、石竹達也

【論　　題】 介護保険制度下における訪問リハビリテーションの利用状況分析

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 68 , 37～ 44

【著　　者】 内田政史、内山大治、品川正治。早渕尚文、岡部義信、菅 偉哉、自見厚郎

【論　　題】 慢性膵炎

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 49 , 521～ 533

【著　　者】 佐藤祐佳、神田純子、奥村真由美、西田和子

【論　　題】 視覚媒体を用いた集団指導における教育効果の検討ー事業場での一次予防の取り
組みを通してー

【雑 誌 名】 産業衛生学雑誌

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 46 , 117-121

【著　　者】 Miyasaka K, Ohta M, Kanai S, Yoshida Y, Sato N, Nagata A, Matsui T, Noda T, Jimi
A, Takiguchi S, Takata Y, Kawanami T, Funakoshi A.

【論　　題】 Abstract Enhanced gastric emptying of a liquid gastric load in mice lacking
cholecystokinin-B receptor: a study of CCK-A,B, and AB receptor gene knockout
mice.

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2004.

【巻 、 頁】 319～ 323
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「その他」

【著　　者】 田中佳代、中嶋カツヱ、溝口全子、堀大蔵、林秀樹

【論　　題】 1型糖尿病を持つ女性のリプロダクティブヘルスに関わる問題の抽出ー (1)プリ
シード・プロシードモデルによる分析ー

【雑 誌 名】 第 20回日本糖尿病・妊娠学会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】  s 55

【著　　者】 寺田敦子 ,三橋睦子

【論　　題】 臨地実習が看護学生の生活行動と自律神経活動に及ぼす影響

【雑 誌 名】 第 24回日本看護科学学会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 421

【著　　者】 川上千普美、松岡緑、樗木晶子、長家智子、赤司千波、篠原純子、原頼子

【論　　題】 虚血性心疾患患者の自己管理行動と家族のサポート

【雑 誌 名】 日本看護科学学会学術集会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 講演集 , 167

【著　　者】 篠原純子、松岡緑、樗木晶子、長家智子、赤司千波、川上千普美、原頼子

【論　　題】 虚血性心疾患患者の自尊感情と関連要因

【雑 誌 名】 日本看護科学学会学術集会

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 講演集 , 169

【著　　者】 飯野矢住代 鷹巣美和 林田繁 河合千恵子

【論　　題】 Cancer Help Net

【雑 誌 名】 久留米大学医学部看護学科

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 1～ 78

【著　　者】 安富小織、野村志保子

【論　　題】 日常生活問題解決行動尺度の作成ー信頼性・妥当性および有用性の検討ー

【雑 誌 名】 日本看護化学学会学術集会講演集

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 336

【著　　者】 中島洋子、古村美津代、久保暁子

【論　　題】 強みを活かす老年看護学実習の教育方法の検討

【雑 誌 名】 日本老年看護学会第 9回学術集会抄録集

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 85

80.看護学科

- 332 -



【著　　者】 原 頼子 (発表 )・瀨川睦子

【論　　題】 看護大学生の終末期看護論授業前後の死に対する不安・態度の変化

【雑 誌 名】 日本看護研究学会九州地方会学術集会

【発行年月】 2004.11

【巻 、 頁】 9 , 30～

【著　　者】 中村愛子 ,三橋睦子

【論　　題】 小学生と高校生における生活実態の比較と継続教育による生活改善への取り組み

【雑 誌 名】 第 63回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 261

【著　　者】 藤丸知子 ,川口知子 ,坂井明子 ,四牟田悦子 ,兒玉尚子 ,椛勇三郎 ,佐藤祐佳 ,西田
和子

【論　　題】 後期高齢者の閉じこもりに関する実態 (第 1報 )

【雑 誌 名】 第 63回公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 698

【著　　者】 江口和代 ,岡小百合 ,馬場季子 ,筬島留美子 ,加賀田真美 ,堤フサヨ ,兒玉尚子 ,藤
丸知子 ,西田和子

【論　　題】 「すこやか大川健康づくり 21」評価計画の検討

【雑 誌 名】 第 63回公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 313

【著　　者】 ○三橋睦子、寺田敦子、一瀬理加、木室知子、佐藤祐佳、藤丸知子

【論　　題】 看護大学生の臨地実習が学生の生活状況と精神健康度におよぼす影響

【雑 誌 名】 日本公衆衛生学会誌 第 63回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 51 , 776

【著　　者】 ○佐藤祐佳、藤丸知子、寺田敦子、木室知子、一瀬理加、三橋睦子

【論　　題】 看護学生のストレス実態

【雑 誌 名】 日本公衆衛生雑誌、第 63回日本公衆衛生学会総会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 51 , 776

【著　　者】 川口知子、藤丸知子、坂井明子、四牟田悦子、児玉尚子、椛勇三郎、佐藤祐佳、
西田和子

【論　　題】 後期高齢者の閉じこもりに関する実態調査 (第 2報 )

【雑 誌 名】 第 63回日本公衆衛生学会 (島根 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 698
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【著　　者】 西田　和子

【論　　題】 産業看護の専門性ー産業看護の定義・役割の改正を機会に考えるー

【雑 誌 名】 第 14回日本産業衛生学会 産業医・産業看護全国協議会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 121-126

【著　　者】 猿渡祐子 野田順子 堤順子 藤丸知子 兒玉尚子 豊増功次

【論　　題】 新人看護師への精神的支援の検討―入職 1年後のアンケートから―

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会―看護管理―

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 166

【著　　者】 江口和代 岡小百合 馬場季子 筬島留美子 堤フサヨ 加賀田真美 兒玉尚子 藤丸知子
西田和子

【論　　題】 「すこやか大川健康づくり 21」評価計画の検討

【雑 誌 名】 第 63回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 313

【著　　者】 梶原哲也、椛勇三郎、佐藤祐佳、兒玉尚子、藤丸知子、西田和子

【論　　題】 看護学生の防煙教育による喫煙および禁煙に関する意思・意識の変化

【雑 誌 名】 日本公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 51 , 235

【著　　者】 ○石井敦子 ,山野ヒデ子 ,松浦賢長

【論　　題】 身体活動向上プログラム実施が予防的保健行動と一般性セルフ・エフィカシーに
及ぼす影響

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会 -地域看護 -

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 72

【著　　者】 山野ヒデ子 ,○石井敦子

【論　　題】 小規模事業場における職業性ストレスと生活習慣に関するパイロットスタディ

【雑 誌 名】 日本公衆衛生学会

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 51 , 903

【著　　者】 古村美津代、三橋睦子、中島洋子、内山道子、本田裕美、山本冨士江

【論　　題】 臨床看護におけるウエルネス思考に基づく看護ケアの実態

【雑 誌 名】 第 9回日中看護学会論文集録

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 159～ 161
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【著　　者】 古村美津代 ,三橋睦子 ,中島洋子 ,内山道子 ,本田裕美 ,山本冨士江

【論　　題】 臨床看護におけるウエルネス思向

【雑 誌 名】 第 9回日中看護学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 159~161

【著　　者】 原頼子、松岡緑

【論　　題】 糖尿病家族行動チエックリスト日本語版の信頼性および妥当性

【雑 誌 名】 第 9回日本糖尿病教育・看護学会誌

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 8 , 156

【著　　者】 田中佳代、中嶋カツヱ、溝口全子、堀大蔵、林秀樹

【論　　題】 1型糖尿病を持つ女性のリプロダクティブヘルスに関わる問題の抽出 -医療従事者
との関わりについての分析 -

【雑 誌 名】 第 45回日本母性衛生学会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 221

【著　　者】 児玉尚子、藤丸知子、西田和子

【論　　題】 子育てに関するニーズや意識の現状―「すこやか大川健康つくり」計画の策定よ
り―

【雑 誌 名】 第 9回日中看護学会 (中国・重慶 )

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 106-108

【著　　者】 飯野矢住代 森本紀巳子 河合千恵子

【論　　題】 糖尿病網膜症患者の受診行動に関する実態調査

【雑 誌 名】 日中看護学会誌

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 119～ 121

【著　　者】 隆朋也、西堀好恵、多田奈津子、坂田五月、鈴木恵理子、石塚淳子、黒野智子、
野村志保子、稲垣健治

【論　　題】 看護教育を支援するコンピュータプログラムの開発ー多真偽形式および画像を含
むMCQ往路グラムー

【雑 誌 名】 看護教育

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 45 , 772～ 777

【著　　者】 舞弓京子、津田茂子

【論　　題】 看護大学生の喫煙行動に関する研究

【雑 誌 名】 日本健康心理学会第 17回大会

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 174～ 175
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【著　　者】 辛 銀娟、渕上輝子、大友裕子

【論　　題】 慢性疾患患者の精神的健康度とソーシャルサポート

【雑 誌 名】 第 9回日中看護学会論文集録

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 125

【著　　者】 古村美津代 中島洋子 島京子

【論　　題】 「高齢者尊厳」理解のための身体的抑制に関する演習の効果

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 p72～ 73

【著　　者】 今村紀子、小野緑、藤丸千尋

【論　　題】 小児期発症で盲・聾・痴呆を来たしたMELAS末期患者の看護―日常生活援助に
焦点をあててー

【雑 誌 名】 日本小児看護学会学術集会誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 80～ 81

【著　　者】 藤井智恵子、藤丸千尋

【論　　題】 気管開窓しているウェスト症候群児を持つ母親への呼吸理学療法の指導

【雑 誌 名】 日本小児看護学会学術集会誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 296～ 297

【著　　者】 牧真理子、吉田知悟美、秋山良子、小野緑、藤井智恵子、藤丸千尋

【論　　題】 出生後 6年間入院していた患児の母親への看護介入―在宅療養移行期の精神的ケ
アに焦点をあててー

【雑 誌 名】 日本小児看護学会学術集会誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 236～ 237

【著　　者】 古村美津代、中島洋子、岩谷トモ子

【論　　題】 高齢者の尊厳と QOLを支える地域支援体制と訪問指導

【雑 誌 名】 平成 15年度痴呆予防推進事業報告書・伊万里市市民部健康づくり課、社会福祉法
人伊万里敬愛会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 31-36

【著　　者】 中島洋子

【論　　題】 痴呆予防推進事業の有効性と課題 -高齢者の意識調査による分析より -

【雑 誌 名】 平成 15年度痴呆予防推進事業報告書 (伊万里市市民部健康づくり課、社会福祉法
人伊万里敬愛会 )

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 37～ 51
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【著　　者】 三橋　睦子

【論　　題】 SARSの集団発生の北京 (中国 )におけるリスク認知への影響

【雑 誌 名】 第 6回日本災害看護学会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 85

【著　　者】 寺田敦子 ,瀨川睦子 ,原 頼子

【論　　題】 終末期看護における看護学生の実習修得度と共感性の関連

【雑 誌 名】 第 30回日本看護研究学会学術集会

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 27 , 80

【著　　者】 飯野　矢住代

【論　　題】 糖尿病網膜症患者の受診行動から考える糖尿病教育

【雑 誌 名】 日本看護研究学会誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 27 , 88

【著　　者】 森本紀巳子、渕上輝子、飯野矢住代、鷹巣美和、加悦美恵、辻俊子、河合千恵子

【論　　題】 PBL教育における学生の自己・テュータ評価

【雑 誌 名】 日本看護学教育学会誌

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 14 , 197

【著　　者】 加悦美恵、森本紀巳子、飯野矢住代、辻俊子、渕上輝子、河合千恵子

【論　　題】 模擬患者活用における学生の患者に対するイメージ化

【雑 誌 名】 日本看護研究学会雑誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 27 , 76

【著　　者】 ○石井敦子 ,山野ヒデ子 ,瀧井宏隆 ,石竹達也

【論　　題】 小規模事業場における健診事後措置の評価

【雑 誌 名】 日本産業衛生学会九州地方会

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 46 , 238

【著　　者】 中嶋カツヱ、田中佳代、溝口全子

【論　　題】 看護大学生のピアエデュケーション活動の実際とその評価ーピアエデュケーショ
ン活動が看護大学生に及ぼす影響ー

【雑 誌 名】 第 13回日本健康教育学会

【発行年月】 2004.5

【巻 、 頁】 210~211
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【著　　者】 森本紀巳子、河合千恵子、加悦美恵

【論　　題】 看護観察における視覚情報の系統的枠組みと実践を統合した観察技術教育の構造
化

【雑 誌 名】 平成 14-15年度文部省科学研究費補助金報告書

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 1～ 27

【著　　者】 舞弓京子、津田茂子、森本紀巳子

【論　　題】 看護教育の場での健康支援 -ストレスマネジメントと喫煙対策

【雑 誌 名】 現代のエスプリ

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 147～ 154

【著　　者】 藤丸知子 ,兒玉尚子 ,佐藤祐佳 ,椛 勇三郎 ,真崎直子、久保山修一、矢野千恵子、
舛田有紀、渡邉章子、田中京子、小西政江

【論　　題】 いきいき楽しく子育て (大刀洗町母子保健計画 )

【雑 誌 名】 大刀洗町 (報告書 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1～ 21

【著　　者】 藤丸知子 兒玉尚子 佐藤祐佳 椛勇三郎 眞崎直子 久保山修一 矢野千恵子 舛田有紀
渡邉章子 田中京子 小西政江

【論　　題】 いきいき楽しく子育て (大刀洗町母子保健計画 )

【雑 誌 名】 太刀洗町 (報告書 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1～ 21

【著　　者】 四牟田悦子 坂井明子 川口知子 藤丸知子 兒玉尚子 椛勇三郎

【論　　題】 高田町在宅高齢者の健康と生活状況実態調査報告書

【雑 誌 名】 高田町 (報告書 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 1～ 16

【著　　者】 尾方紀子 藤丸千尋 藤井智恵子

【論　　題】 母児入院した小児がん患児への看護介入マッカバンの家族ストレス対処モデルを
適応した一事例

【雑 誌 名】 日本看護研究学会九州地方会

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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81.医療センター :看護部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 松竹敬子・内山道子・上田和代・小原眞知子

【論　　題】 退院援助を必要とする患者のスクリーニングチェックリストの評価と開発

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会論文集 (地域看護 )

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 105～ 107

【著　　者】 冷川照子 本山公子 原﨑礼子 大田留美 濵千恵子 川浪美紀

【論　　題】 高血圧患者のセルフケア向上への動悸づけ
-家庭血圧測定指導を通してー

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会論文集
-成人看護Ⅱ -

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 144～ 146

【著　　者】 豊田香子 濵千恵子 川浪美紀

【論　　題】 肥満を伴う糖尿病患者への食事療法継続へ向けての援助
―ロイ適応看護論を用いて―

【雑 誌 名】 第 35回日本看護学会論文集―看護総合―

【発行年月】 2004.7

【巻 、 頁】 100～ 102

【著　　者】 金子香織 野田幸江 金子三津子 井上久子

【論　　題】 手術室におけるインシデント発生場面からみた看護師の疲労と緊張

【雑 誌 名】 第 23回 日本手術看護学会九州地区

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 23 , 82～ 85

【著　　者】 宮崎弥生

【論　　題】 心不全チェックリストを使用するための患者選択を目指した入院要因分析
入退院を繰り返す慢性心不全患者の入院時記録からの調査

【雑 誌 名】 第 8回看護研究学会九州地方学術集会抄録集

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 24

「その他」

【著　　者】 阿久津 晶子、宮崎 弥生、吉田 忍、河原 えみ子、内山 道子、金子 美恵子

【論　　題】 上部消化管内視鏡検査の時間予約制導入の効果

【雑 誌 名】 九州消化器内視鏡技師会会誌

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 17 , 4～ 5
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82.健康・スポーツ科学センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 (平木場浩二編集 )

【タイトル】 7章 長距離走者における身体組成の特徴
9章 パフォーマンス向上に有効なトレーニング計画

【書名・発行所】長距離走者の生理科学
杏林書院

【発行年月】 2004.9

【巻 、 頁】 94～ 107、125～ 139

【著　　者】 右田　孝志

【タイトル】 第Ⅱ部 応用編
10章 テーパリングの方法
11章 クールングダウンの方法

【書名・発行所】長距離走者の生理科学
杏林書院

【発行年月】 2004.8

【巻 、 頁】 p.140～ 172

【著　　者】 ◎豊増功次 佐川公矯 石竹達也

【タイトル】 血管の老化を学び老化を防ぐ

【書名・発行所】五弦社出版

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】 75～ 88

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大下泰司、満園良一、伊集院俊博

【論　　題】 競歩選手のトレーニング時におけるオートストレッチングの影響

【雑 誌 名】 久留米大学健康・スポーツ科学センター研究紀要

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 12 , 37～ 40

【著　　者】 満園　良一

【論　　題】 長距離ランナーにおける持久敵トレーニング時の下肢筋力特性と身体組成の変化

【雑 誌 名】 久留米大学健康・スポーツ科学センター研究紀要

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 12 , 31～ 36

82.健康・スポーツ科学センター

- 340 -



【著　　者】 右田孝志、湯下文徳、平木場浩二

【論　　題】 異なるペダル回転数の自転車運動は酸素摂取量の緩成分を検討する有用な運動モ
デルとなりえるか ?

【雑 誌 名】 久留米大学健康・スポーツ科学センター研究紀要

【発行年月】 2004.12

【巻 、 頁】 12 , p.1-8

【著　　者】 石井敦子、豊増功次、石竹達也

【論　　題】 運動習慣ステージ別にみた中高年における転倒予防教室の評価

【雑 誌 名】 Health Sciences

【発行年月】 2004.4

【巻 、 頁】 20 , 247~254

【著　　者】 金原正昭、平木達朗、高木基成、稲毛智仁、大江柾嗣、浜田敬史、吉田輝久、佐
川公矯、今泉勉、◎豊増功次

【論　　題】 87点体表面電位図と加算平均心電図を用いた微小Δ波を検出しえたWPW症候群
の 1例

【雑 誌 名】 心臓 (第 36巻第 1号 )

【発行年月】 2004.2

【巻 、 頁】 23～ 27

【著　　者】 Asuka Hino, Hisashi Adachi, Koji Toyomasu, Noriko Yoshida, Mika Enomoto, Akiko
Hiratsuka, Yuji Hirai, akira Satoh, Tsutomu Imaizumi

【論　　題】 Very long chain N-3 Fatty Acids Intake and Carotid Atherosclerosis An
Epidemiological Study Evaluated by Ultrasonography

【雑 誌 名】 Atherosclerosis.

【発行年月】 2004.6

【巻 、 頁】 176 , 145~149

「その他」

【著　　者】 右田孝志、平木場浩二

【論　　題】 一定負荷運動時の酸素摂取動態の生理的意義

【雑 誌 名】 日本運動生理学雑誌

【発行年月】 2004.10

【巻 、 頁】 11 , 39～ 60

【著　　者】 Yoshida N, Adachi H, Toyomasu K, Imaizumi T

【論　　題】 Physical activity is associated with   circulating hepatocyte growth factor levels in
men．

【雑 誌 名】 第 68回日本循環器学会総会 (2004年 3月：東京 )

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 菅原　洋輔

【論　　題】 日本および韓国の剣道選手における四肢筋量に関する研究

【雑 誌 名】 久留米大学健康・スポーツ科学センター研究紀要

【発行年月】 2004.3

【巻 、 頁】

82.健康・スポーツ科学センター

- 342 -


	1.学　長
	2.学長直属
	3.分子生命遺伝情報
	4.分子生命高分子化学
	5.分子生命細胞工学
	6.医学教育学
	7.生物学
	8.化学
	9.物理学
	10.解剖学（一）
	11.解剖学（二）
	12.生理学（一）
	13.生理学（二）
	14.医化学
	15.薬理学
	16.病理学
	17.病理学
	18.細菌学
	19.寄生虫学
	20.免疫学
	21.環境医学
	22.公衆衛生学
	23.法医学・人類遺伝学
	24.内科学（一）
	25.内科学（二）
	26.内科学（三）
	27.内分泌代謝内科学
	28.腎臓内科学
	29.小児科学
	30.放射線医学
	31.神経精神医学
	32.皮膚科学
	33.外科学
	34.外科学
	35.小児外科
	36.脳神経外科学
	37.整形外科学
	38.眼科学
	39.産婦人科学
	40.泌尿器科学
	41.耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
	42.麻酔学
	43.救急医学
	44.形成外科・顎顔面外科学
	45.歯科口腔医療センター
	46.消化器疾患情報
	47.医療センター:リウマチ・膠原病センター
	48.医療センター:消化器科
	49.医療センター:循環器科
	50.医療センター:小児科
	51.医療センター:外  科
	52.医療センター:整形外科
	53.医療センター:放射線科
	54.循環器病研究所
	55.高次脳疾患研究所
	56.先端癌治療研究センター
	57.バイオ統計センター
	58.ＧＣ／ＭＳ施設
	59.動物実験センター
	60.ＲＩ施設
	61.情報教育センター旭町分室
	62.精神神経科診療科
	63.画像診断センター
	64.臨床検査部
	65.中央手術部
	66.高度救命救急センター
	67.大学病院リハビリ部
	68.放射線治療センター
	69.人工腎臓センター
	70.病理部
	71.メディカルセンター
	72.循環器病センター
	73.総合周産期母子医療センター
	74.緩和ケアセンター
	75.集学治療センター
	76.病院情報部
	77.薬剤部
	78.看護部
	79.医療センター:臨床検査室
	80.看護学科
	81.医療センター:看護部
	82.健康・スポーツ科学センター

