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【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 小田義直、大石善丈、小林裕明、馬崎雄二、小野眞弓、内海健、河野公俊、桑野
信彦、恒吉正澄 .

【論　　題】 卵巣癌における YB-1の核内発現とリン酸化 Akt、LRP、CXCR4、P糖蛋白発現
および予後との関連

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 深堀優、矢野博久、小笠原幸子、つる知光、田中芳明、八木実、常岡誠、桑野信
彦、田尻達郎、田口智章、恒吉正澄、孝橋賢一、神代正道 .

【論　　題】 小児脳腫瘍における遺伝子変異の検索

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 矢野博久、馬崎雄二、大家真治、小笠原幸子、桃崎征也、秋葉純、西田直代、神
代咲子、石崎泰令、守屋普久子、深堀優、桑野信彦、神代正道 .

【論　　題】 ヒト肝癌細胞株のα -fetoprotein (AFP)産生に対する PEG-IFN-α 2bの作用

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 丸山祐一郎、小野眞弓、細井文仁、馬崎雄二、大家真治、鹿毛政義、木下壽文、
桑野信彦 .

【論　　題】 転移抑制遺伝子 Cap43/NDGR1はヒト膵癌の血管新生や浸潤を制御する

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 木村祐介、中尾新太郎、丸山祐一郎、上田秀一、大家真治、馬崎雄二、高森信三、
白水和雄、桑野信彦、小野眞弓 .

【論　　題】 癌増大と血管新生誘導におけるマクロファージ浸潤の関与とその分子機構

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

2.学長直属
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【著　　者】 細井文仁、丸山祐一郎、小野眞弓、馬崎雄二、フォトバティ・アバス、木下壽文、
下山達、西尾和人、桑野信彦 .

【論　　題】 Cap43/NDRG1によるヒト膵癌の間質応答修飾の分子機序

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 平岡弘二、善明美千久、庄田孝則、永田見生、細井文仁、馬崎雄二、小野眞弓、
藤井輝彦、桑野信彦 .

【論　　題】 Cap43/NDRG1抑制によるヒト乳癌細胞の骨転移の制御

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 中川真宗、小田義直、江口孝志、相島慎一、八尾隆志、細井文仁、大家真治、小
野眞弓、桑野信彦、恒吉正澄 .

【論　　題】 大腸癌肝転移例における Class I HDAC発現とアセチル化

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

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

【論　　題】 転移抑制遺伝子 Cap43/NDRG1はヒト膵癌の血管新生や浸潤を制御する

【雑 誌 名】 第 10回がん分子標的治療研究会総会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 木村祐介、中尾新太郎、上田秀一、フォトバティ アバス、丸山祐一郎、馬崎雄
二、細井文仁、
高森信三、白水和雄、桑野信彦、小野眞弓

【論　　題】 炎症性応答性の癌進展と血管新生におけるマクロファージの関与

【雑 誌 名】 第 10回がん分子標的治療研究会総会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑野信彦

【論　　題】 分子標的治療の将来展望 -がん血管新生標的薬剤を中心に

【雑 誌 名】 第 39回制癌剤適応研究会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

2.学長直属
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【著　　者】 Kuwano M, Ono M, Kohno K.

【論　　題】 Y-box binding protein-1 (YB-1) as a molecular target for global drug resistance in
human cancers.

【雑 誌 名】 11th World Congress on Advances in Oncology and 9th International Symposium on
Molecular Medicine

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 馬崎雄二、小野眞弓、細井文仁、Fotobati Abbas、小田義直、坂井和子、下山達、
西尾和人、恒吉正澄、河野公俊、桑野信彦 .

【論　　題】 卵巣癌における YB-1の核内移行機序と関連遺伝子群の発現

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Maruyama Y, Ono M, Hosoi F, Basaki Y, Oie S, Kage M, Kinoshita H, Kuwano M.

【論　　題】 A putative metastasis suppressor gene, Cap43/NDRG1 regulates angiogenesis and
invasion in pancreatic cancer.

【雑 誌 名】 The 11th International Congress of the Metastasis Research Society (MRS) Jointed
with The 15th Annual Meeting of Japanese Association for Metastasis Research
(JAMR)

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fujii T, Fotovati A, Yamaguchi M, Shirouzu K, Oie S, Basaki Y, Ono M, Yamana H
Kuwano M.

【論　　題】 A putative metastasis suppressor gene, Cap43 is downregulated by 17β -estradiol in
breast cancer.

【雑 誌 名】 97th AACR Annual Meeting

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kimura Y N, Nakao S, Basaki Y, Ueda S, Takamori S, Shirouzu K, Kuwano M Ono
M.

【論　　題】 The role of macrophages in tumor growth and angiogenesis by lung cancer
cells-inhibition by bisphosphonate-liposomes.

【雑 誌 名】 97th AACR Annual Meeting

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 Basaki Y, Hosoi F, Oda Y, Fotovati A, Sakai K, Shimoyama T, Nishio K, Ono M,
Kuwano M.

【論　　題】 Y-box binding protein 1 (YB-1) and Akt activation in expression of
malignancy-related genes in ovarian cancer.

【雑 誌 名】 97th AACR Annual Meeting

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

2.学長直属
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【著　　者】 Hosoi F, Maruyama Y, Basaki Y, Ohie S, Kawahara A, Kage M, Aoyagi S, Kinoshita
H, Kiniwa M, Udagawa Y, Ono M, Kuwano M.

【論　　題】 Angiogenesis suppression by Cap43/NDRG1/Drg-1, a putative metastasis suppressor
gene, and its clinical ignificance in pancreas cancers.

【雑 誌 名】 97th AACR Annual Meeting

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kuwano M.

【論　　題】 Development of Novel and Useful Therapeutic Strategies against Human Cancers from
Bench to Bed Side.

【雑 誌 名】 Asian Symposium for Pharmaceutical Sciences

【発行年月】 2006.1

【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】 井田隆徳、児島将康

【論　　題】 ニューロメジン Uとニューロメジン S

【雑 誌 名】 Bio Clinica

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 21 , 25-29

【著　　者】 佐藤貴弘 , 児島将康

【論　　題】 佐藤貴弘 , 児島将康  (2006)グレリンの代謝調節作用と循環調節作用

【雑 誌 名】 臨床高血圧

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 12 , 242-257

【著　　者】 児島将康 , 佐藤貴弘

【論　　題】 児島将康 , 佐藤貴弘 (2006 )グレリンによる摂食調節の分子機構

【雑 誌 名】 実験医学

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 24 , 2466-2470

【著　　者】 児島将康 , 森山麻衣子 , 佐藤貴弘

【論　　題】 児島将康 , 森山麻衣子 , 佐藤貴弘 (2006) GPCR研究の最前線 ニューロメジン U

【雑 誌 名】 内分泌・糖尿病科

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 22 , 379-387

【著　　者】 児島将康 , 佐藤貴弘

【論　　題】 児島将康 , 佐藤貴弘 (2006) グレリンと摂食障害

【雑 誌 名】 PharmaMedica

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 24 , 35-38

【著　　者】 Date Y,Shimbara T,Koda S,Toshinai K,Ida T,Murakami N,Miyazato M,Kokame
K,Ishizuka Y,Ishida Y,Kageyama H,Shioda S,Kangawa K,Nakzato M

【論　　題】 Peripheral ghrelin transmits orexigenic signals through the noradrenergic pathway
from the hindbrain to the hypothalamus

【雑 誌 名】 Cell Metabolism

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 4 , 1-9

3.分子生命遺伝情報
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【著　　者】 Ida T, Miyazato M, Naganobu K, Nakahara K, Sato M, Lin XZ, Kaiya H, Doi K, Noda
S, Kubo A, Murakami N, Kangawa K.

【論　　題】 Purification and characterization of feline ghrelin and its possible role.

【雑 誌 名】 Domest Anim Endocrinol.

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fukue Y, Sato T, Teranishi H, Hanada R, Takahashi T, Nakashima Y, Kojima M.

【論　　題】 Yoshihiko Fukue, Takahiro Sato, Hitoshi Teranishi, Reiko Hanada, Tomoko
Takahashi, Yoshiki Nakashima, Masayasu Kojima (2006) Regulation of gonadotropin
secretion and puberty onset by neuromedin U.

【雑 誌 名】 FEBS Lett.

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 2580 , 3485-3488

【著　　者】 Maiko Moriyama, Akihiro Matsukawa, Shinji Kudoh, Tomoko Takahashi, Takahiro
Sato, Tatsuhiko Kano, Akihiko Yoshimura, and Masayasu Kojima

【論　　題】 Maiko Moriyama, Akihiro Matsukawa, Shinji Kudoh, Tomoko Takahashi, Takahiro
Sato, Tatsuhiko Kano, Akihiko Yoshimura, and Masayasu Kojima (2006) The
neuropeptide neuromedin U promotes IL-6 production from macrophages and
endotoxin shock.

【雑 誌 名】 Biochem Biophys Res Commun

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 341 , 1149-1154

「その他」

【著　　者】 井田隆徳

【論　　題】 新規生理活性ペプチド、Neuromedin Sの生理作用について

【雑 誌 名】 先端癌治療研究センター・第 5回久留米若手セミナー合同フォーラム

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤貴弘 , 御船弘治 , 児島将康

【論　　題】 佐藤貴弘 , 御船弘治 , 児島将康 (2006) グレリンノックアウトマウスを用いたグレ
リンの生理機能解析

【雑 誌 名】 久留米大学神経合同セミナー [福岡 ]

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 井田隆徳、森健二、宮里幹也、西原真杉、中原桂子、寒川賢治、村上昇、児島将
康

【論　　題】 新規生理活性ペプチド、Neuromedin Sの摂食行動に対する作用について

【雑 誌 名】 第 3回 GPCR研究会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 3 , 25

3.分子生命遺伝情報
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【著　　者】 Ida T,Mori K,Miyazato M,Murakami N,Kangawa K,Kojima M

【論　　題】 Neuromedin S is a novel anorexigenic neuropeptide

【雑 誌 名】 The 16th International Symposium on Regulatory Peptides

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 135 , 130

【著　　者】 佐藤　貴弘

【論　　題】 Takahiro Sato, Yoshiki Nakashima, Yoshihiko Fukue, Takanori Ida, Tomoko
Takahashi, Yayoi Yoshida, Masayasu Kojima (2006) Ghrelin deficiency does not
modulate feeding performance in mice (POSTER)

【雑 誌 名】 The 16th International Symposium on Regulatory Peptides [Hakone]

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Takahiro Sato, Masayasu Kojima

【論　　題】 Takahiro Sato, Masayasu Kojima (2006) Physiological functions of ghrelin-from
knockout mouse study (ORAL, INVITED)

【雑 誌 名】 GPCRs Symposium [Hakone]

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

3.分子生命遺伝情報
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4.分子生命高分子化学

「単行本 /著書」

【著　　者】 諸井将明著  監修 :池田康夫、編集 :内山真一郎、後藤信哉、重松宏、半田誠

【タイトル】 コラーゲン受容体

【書名・発行所】血栓症ナビゲーター : メディカルレビュー社

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 86～ 87

【著　　者】 諸井将明
監修 :池田康夫、編集 :内山真一郎、後藤信哉、重松宏、半田誠

【タイトル】 コラーゲン

【書名・発行所】血栓症ナビゲーター :
メディカルレビュー社

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 26～ 27

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kojima H, Moroi M, Jung SM, Goto S, Tamura N, Kozuma Y, Suzukawa K,
Nagasawa T

【論　　題】 Characterization of a patient with glycoprotein (GP) VI deficiency possessing neither
anti-GPVI autoantibody nor genetic aberration

【雑 誌 名】 J Thromb Haemost

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 4 , 2433-2442

【著　　者】 Jung SM, Ohnuma M, Watanabe N, Sonoda M, Handa M, Moroi M

【論　　題】 Analyzing the mechanism of Rap1 activation in platelets: Rap1 activation is related to
the release reaction mediated through the collagen receptor GPVI

【雑 誌 名】 Thromb Res

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 118 , 509-521

【著　　者】 Inoue O, Suzuki-Inoue K, McCarty OJ, Moroi M, Ruggeri ZM, Kunicki TJ, Ozaki Y,
Watson SP

【論　　題】 Laminin stimulates spreading of platelets through integrin alpha6beta1-dependent
activation of GPVI.

【雑 誌 名】 Blood

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 107 , 1405~1412

4.分子生命高分子化学
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5.分子生命細胞工学

「単行本 /著書」

【著　　者】 齋藤成昭、高橋考太

【タイトル】 チェックポイント ー細胞周期の監視点ー

【書名・発行所】細胞周期 集中マスター (羊土社 )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 94-103

5.分子生命細胞工学
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6.物理学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Tsuruoka F

【論　　題】 Radio-frequency pulse traces in resonant oscillation spectrum of mettalic powders

【雑 誌 名】 Materials Science and Engineering

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 442 , 523-526

【著　　者】 S. Shigetomi, T. Ikari

【論　　題】 Radiative Transitions of Layered Semiconductor GaS Doped with P

【雑 誌 名】 Journal of Luminescence

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 118 , 106~110

6.物理学
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7.解剖学 (肉眼・臨床解剖）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Tsuyoshi Saga, Koh-ichi Yamaki

【論　　題】 A Comparative Study of the Chronological Appearance of Adenohypophysial Cells in
Vertebrates with Emphasis on the Japanese Soft-Shelled Turtle(Pelodiscus sinensis
japonicus)

【雑 誌 名】 Biomedical Research

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 17 , 81-94

【著　　者】 Koh-ichi Yamaki, Tsuyoshi Saga, Tetsushi Hirata, Masanori Sakaino, Mariko Nohno,
Seiji Kobayashi, Takeshi Hirao

【論　　題】 Anatomical study of the vertebral artery in Japanese adults

【雑 誌 名】 Anatomical Science International

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 81 , 100～ 106

「その他」

【著　　者】 山木宏一

【論　　題】 肉眼解剖学と臨床解剖学 -現状と展望 -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 69 , 157-159

7.解剖学 (肉眼・臨床解剖）
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8.解剖学 (顕微解剖・生体形成）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Ishikawa F, Shimazu H, Shultz LD, Fukata M, Nakamura R, Lyons B, Shimoda K,
Shimoda S, Kanemaru T, Nakamura K, Ito H, Kaji Y, Perry ACF, Harada M.

【論　　題】 Purified human hematopoietic stem cells contribute to the generation of
cardiomyocytes through cell fusion

【雑 誌 名】 The FASEB Journal

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 20 , 950-952

【著　　者】 Tsuneoka M, Nishimune Y, Ohta K, Teye K, Tanaka H, Soejima M, Iida H, Inokuchi
T, Kimura H, Koda Y

【論　　題】 Expression of Mina53, a product of a Myc target gene in mouse testis

【雑 誌 名】 International Journal of andrology

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 29 , 323-330

【著　　者】 Yoshida I, Monji A, Tashiro K, Nakamura K, Inoue R, Kanba S

【論　　題】 Depletion of intracellular Ca2+ store itself may be a major factor in
thapsigargin-induced ER stress and apoptosis in PC12 cells

【雑 誌 名】 Neurochemistry International

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 696-702

「その他」

【著　　者】 太田啓介、東龍平、澤口 朗、菅沼龍夫、中村桂一郎

【論　　題】 電子顕微鏡を用いた電子線トモグラフィー法による微小構造観察の条件検討 :固
定法とデフォーカス量

【雑 誌 名】 第 48回日本顕微鏡学会九州支部総会・学術講演会

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 中村桂一郎

【論　　題】 末梢組織に分布する骨髄由来細胞 :間葉組織の細胞との関連について

【雑 誌 名】 第 62回日本解剖学会九州支部学術集会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

8.解剖学 (顕微解剖・生体形成）
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【著　　者】 近藤照義、石橋義広、高山徹也、中村桂一郎

【論　　題】 脊髄後根切断による脊髄後根侵入部及び後索におけるオリゴデンドロサイト前駆
細胞の増殖・活性化

【雑 誌 名】 第 62回日本解剖学会九州支部学術集会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 中村桂一郎

【論　　題】 末梢組織に分布する骨髄由来細胞の解析 間葉系細胞ネットワーク ?

【雑 誌 名】 久留米医学雑誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 69 , 229-236

【著　　者】 中村桂一郎、近藤照義、太田啓介、小林正利、石橋義広、金丸孝昭、石川文彦

【論　　題】 末梢組織に分布する骨髄由来細胞の観察 :GFPをマーカーとした追跡の試み

【雑 誌 名】 第 111回日本解剖学会総会・全国学術集会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kanemaru T, Takasu S, Shigematsu M, Nakamura K.

【論　　題】 Development of a Hybrid SEM with Fluorescence Microscopy

【雑 誌 名】 the 16th International Microscopy Congres

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Ohta K, Higashi R, Nakamura K.

【論　　題】 Electron Microscope Tomographic in situ Observation of the Structure of Actin
filament

【雑 誌 名】 the 16th International Microscopy Congress

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 253

8.解剖学 (顕微解剖・生体形成）

- 16 -



9.生理学（脳・神経機能）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 北田雅代 ,御船弘治 ,野々下晃子 ,永山祥代 ,西 芳寛 ,堀 大蔵 ,嘉村敏治 .

【論　　題】 The pathophysiological study of pregnancy induced hypertension in transgenic mice
carrying both human renin and angiotensinogen genes:ヒトレニン・アンギオテンシ
ノーゲン遺伝子導入マウスを用いた妊娠高血圧症候群モデル動物の病態について

【雑 誌 名】 九州実験動物雑誌
Kyushu Journal of Experimental Animals

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 22 , p.35-39

【著　　者】 Saito,M., Murai,Y., Sato,H., Bae,YC., Akaike,T.,Takada,M.,Kang Y.:

【論　　題】 Two opposing roles of 4-AP-sensitive K+ current in initiation and invasion of spikes in
rat mesencephalic trigeminal neurons.

【雑 誌 名】 J.Neurophysiol

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 96 , 1887-1901

【著　　者】 Matsuda K, Nishi Y, Okamatsu Y, Kojima M and Matsuishi T

【論　　題】 Ghrelin and leptin: a link between obesity and allergy?

【雑 誌 名】 Journal of Allergy and Clinical Immunology

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 117 , 705-706

【著　　者】 Yabuki A, Taharaguchi S, Ichii O, Kojima M, Nishi Y, Mifune H, Kamimura R,
Matsumoto M and Suzuki S

【論　　題】 Immunohistochemical localization of ghrelin in rodent kidneys

【雑 誌 名】 Histochemistry and Cell Biology

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 126 , 231-238

「その他」

【著　　者】 永山祥代 ,野々下晃子 ,西 芳寛 ,北田雅恵 ,堀 大蔵 ,嘉村敏治 ,御船弘治 .

【論　　題】 ヒト妊娠高血圧症候群モデルラットにおける ANP 産生と胎児発育について

【雑 誌 名】 第 24回九州実験動物研究会総会 (九州実験動物雑誌 No.22, November, 2006)

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 22 , P.77

9.生理学（脳・神経機能）
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【著　　者】 坂本龍一 ,野村政寿 ,向笠千寿 ,森永秀孝 ,西 嘉寛 ,大江健治 ,岡部泰二郎 ,柳瀬敏
彦 ,名和田 新 .

【論　　題】 Smad2を介するアクチビンシグナルによるアロマターゼ遺伝子調節機構

【雑 誌 名】 第 79回日本内分泌学会学術総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 82 , 146(抄録 )

【著　　者】 岡松由記 ,松田健太郎 ,西 芳寛 ,坂口由一 ,谷 秀和 ,木村光一 ,松石豊次郎 .

【論　　題】 摂食中枢制御蛋白からみた小児肥満とアレルギー素因の関係とその機序について
の検討

【雑 誌 名】 第 109回日本小児科学会学術総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 110 , 333 (237)

【著　　者】 西 芳寛 ,田中永一郎 ,比江島啓至 ,児島将康 ,御船弘治 ,井口敞惠 ,村井良恵 ,東
英穂 ,

【論　　題】 グレリンの脂肪酸修飾と摂食調節に関する検討

【雑 誌 名】 第 83回 日本生理学会大会 (群馬 )

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nonoshita A, Nagayama S, Kitada M, Nishi Y, Hori D, Kamura T, Mifune H

【論　　題】 Correlation between production of ghrelin in placenta and fetal growth in Dahl
salt-sensitive rats

【雑 誌 名】 The 12 th International  Federation of Placenta Associations Meeting,
Placenta [Journal]

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 27 , A.40

【著　　者】 Nagayama S, Nonoshita A, Kitada M, Hori D, Kamura T, Nishi Y, Mifune H

【論　　題】 ANP levels in Dahl salt-sensitive rat with pregnancy-induced hypertension

【雑 誌 名】 The 12 th International  Federation of Placenta Associations Meeting,
Placenta [Journal]

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 27 , A.41

9.生理学（脳・神経機能）
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10.生理学（統合自律機能）

「単行本 /著書」

【著　　者】 赤須 崇

【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 原書第 22版』,丸善株式会社 ,東京

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 53-66

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大場さとみ , 山下 伸 , 蓮尾 	博 , 徳富孝志 , 赤須 崇 , 重森 稔

【論　　題】 実験的頭部外傷後のラット海馬 CA1ニューロンにおける過興奮に対する軽度低体
温の効果

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 29 , 38-43

【著　　者】 Asaumi Y, Hasuo H, Akasu T

【論　　題】 Dopamine presynaptically depresses fast inhibitory synaptic transmission via D4
receptor-protein kinase A pathway in the rat dorsolateral septal nucleus

【雑 誌 名】 J Neurophysiol

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 96 , 591-601

【著　　者】 Cao R,	Hasuo H, Ooba S, Akasu T, Zhang	X

【論　　題】 Facilitation of glutamatergic synaptic transmission in hippocampal CA1 area of rats
with traumatic brain injury

【雑 誌 名】 Neurosci Lett

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 401 , 136-141

「その他」

【著　　者】 山下 伸 ,	大場さとみ , 蓮尾 	博 , 徳富 	孝志 , 赤須 崇 , 重森 稔

【論　　題】 実験的頭部外傷後のラット海馬歯状回における過興奮に対するエダラボン投与の
効果

【雑 誌 名】 第 18回神経損傷の基礎シンポジウム

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 3

10.生理学（統合自律機能）
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【著　　者】 山下 伸 ,	大場さとみ , 村岡範裕 , 蓮尾 	博 , 赤須 	崇 , 徳富孝志 , 重森 稔

【論　　題】 実験的頭部液体打撃後のラット海馬歯状回における過興奮及び長期増強の電気生
理学的検討

【雑 誌 名】 Neurol Med Chir(第 65回 社団法人日本脳神経外科学会総会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 46 , 3P-151

【著　　者】 木谷有里 , 石松 秀 , 赤須 崇

【論　　題】 AD/HDモデルラットの青斑核ニューロンにおける norepinephrine性シナプス伝達

【雑 誌 名】 日生理誌 (第 57回西日本生理学会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 69 , 90-91

【著　　者】 林 篤正 ,	石松 秀 ,	赤須 崇 ,	松岡 啓

【論　　題】 尿道部分閉塞ラットに対するメンソール膀胱内投与の効果

【雑 誌 名】 日排尿会誌 (第 13回日本排尿機能学会 )

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 17 , 135

【著　　者】 石松 秀 ,	池浦佐和子 ,木谷有里 ,赤須 崇

【論　　題】 AD/HDモデル :高血圧自然発症ラット (SHR)における中枢神経内のカテコールア
ミン量に対する検討

【雑 誌 名】 脳と発達 (第 48回日本小児神経学会総会 )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 38 , S292

【著　　者】 木谷有里 ,石松 秀 ,赤須 崇

【論　　題】 AD/HDモデル :高血圧自然発症ラット (SHR)における青斑核ニューロンのノルエ
ピネフリン放出に対する検討

【雑 誌 名】 脳と発達 (第 48回日本小児神経学会総会 )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 38 , S292

【著　　者】 木谷有里 , 山下裕史朗 , 渡辺 	順子 , 内村直尚 , 赤須 崇 , 松石豊次郎

【論　　題】 メラトニン服用で睡眠覚醒リズム障害の改善がみられた Angelman症候群の 5歳
男児例

【雑 誌 名】 日本睡眠学会第 31回定期学術集会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 214

10.生理学（統合自律機能）
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【著　　者】 大場さとみ , 山下 	伸 , 蓮尾 	博 , 赤須 	崇 , 徳富 	孝志 , 重森 稔

【論　　題】 実験的頭部外傷後のラット海馬 CA1ニューロンにおける過興奮に対する軽度低体
温療法の効果

【雑 誌 名】 第 29回日本神経外傷学会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 84

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

【論　　題】 High synthesis but less effective transmission of norepinephrine in the nucleus locus
coeruleus of AD/HD model rats

【雑 誌 名】 The 6th Congress of the Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies
(FAOPS 2006)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 248

【著　　者】 Hayashi	T, Ishimatsu M,	Akasu T, Matsuoka K

【論　　題】 Cold receptor [TRPM8] in the urothelial cell may be responsible for the response to
intravesical menthol in bladder outlet obstruction [BOO] model rats

【雑 誌 名】 Neurosci Res(The 29th Annual Meeting of the Japan Neuroscience
Society(Neuroscience 2006))

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 55 , S225

【著　　者】 Yamashita S, Muraoka N,	Hasuo H, Akasu T, Shigemori M

【論　　題】 Effects of lateral fluid percussion injury [FPI] on the optical signals in dentate gyrus of
the rat brain slice preparations

【雑 誌 名】 Neurosci Res(The 29th Annual Meeting of the Japan Neuroscience
Society(Neuroscience 2006))

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 55 , S259

【著　　者】 Hayashi	T, Akasu T, Matsuoka K,	Ishimatsu M, Iida S

【論　　題】 The voiding pattern in animal model of urinary bladder instability produced by bladder
outlet obstruction in vivo

【雑 誌 名】 J Physiol Sci(The 83rd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan)

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 56 , S244

【著　　者】 Hasuo H, Cao RF, Ooba S, Akasu T

【論　　題】 Facilitation of glutamatergic excitatory synaptic transmission in hippocampal CA1
regions of traumatic brain injury model rats

【雑 誌 名】 J Physiol Sci(The 83rd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan)

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 56 , S163

10.生理学（統合自律機能）
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【著　　者】 Ikeura S, Kidani Y, Ishimatsu M, Akasu T

【論　　題】 Norepinephrine content was increased in locus coeruleus and medial prefrontal cortex
of spontaneously hypertensive rat (SHR), AD/HD model rat

【雑 誌 名】 J Physiol Sci(The 83rd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan)

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 56 , S173

【著　　者】 Kidani Y, Ishimatsu M, Akasu T

【論　　題】 Spontaneous activity of locus coeruleus neurons is reduced in spontaneously
hypertensive rat (SHR), AD/HD model rat

【雑 誌 名】 J Physiol Sci(The 83rd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan)

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 56 , S173

10.生理学（統合自律機能）
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11.医化学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Takashi Hayashi, Dai Murata, Masatomo Makino, Hiroshi Sugimoto, Takashi Matsuo,
Hideaki Sato, Yoshitsugu Shiro, Yoshio Hisaeda

【論　　題】 Crystal Structure and Peroxidase Activity of Myoglobin Reconstituted with Iron
Porphycene

【雑 誌 名】 Inorganic Chemistry

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 45 , 10530-10536

【著　　者】 Higashimoto Y, Sato H, Sakamoto H, Takahashi K, Palmer G, Noguchi M

【論　　題】 The  reactions of heme- and verdoheme-heme oxygenase-1 complexes with
FMN-depleted NADPH-cytochrome P450 reductase

【雑 誌 名】 J. B. C

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 281 , 31659-31667

【著　　者】 Takashi Matsuo, Takahiro Ikegami, Hideaki Sato, Yoshio Hisaeda, Takashi Hayashi

【論　　題】 Ligand Binding Properties of Two Kinds of Reconstituted Myoglobins with Iron
Porphycene Having Propionates: Effect of β -Pyrrolic Position of Two Propionate
Side Chains in Porphycene Framework

【雑 誌 名】 Journal of Inorganic Biochemistry

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 100 , 1265-1271

【著　　者】 Hagiwara Y, Sugishima M, Takahashi Y, Fukuyama K

【論　　題】 Induced-fitting and electrostatic potential change of PcyA upon substrate binding
demonstrated by the crystal structure of the substrate-free form

【雑 誌 名】 FEBS Lett.

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 580 , 3823-3828

【著　　者】 Kenichi Takahashi and Judith P. Klinman

【論　　題】 Relationship of Stopped Flow to Steady State Parameters in the Dimeric Copper
Amine Oxidase from Hansenula polymorpha and the Role of Zinc in Inhibiting
Activity at Alternate Copper-Containing Subunits

【雑 誌 名】 Biochemistry

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 45 , 4683-4694

11.医化学
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【著　　者】 Higashimoto, Y., Asanomi, Y., Takakusagi, S., Lewis, M.S., Uosaki, K., Durell, S.R.,,
Anderson, C.W., Appella, E., and Sakaguchi, K.

【論　　題】 Unfolding, Aggregation and Amyloid Formation by the Tetramerization Domain from
Mutant p53 Associated with Lung Cancer

【雑 誌 名】 Biochemistry

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 45 , 1608~1619

【著　　者】 Hagiwara Y, Sugishima M, Takahashi Y, Fukuyama K

【論　　題】 Crystal structure of phycocyanobilin:ferredoxin oxidoreductase in complex with
biliverdin IXalpha, a key enzyme in the biosynthesis of phycocyanobilin

【雑 誌 名】 Proc. Natl. Acad. Sci. USA

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 103 , 27-32

「その他」

【著　　者】 杉島正一 ,萩原義徳 ,高橋康弘 ,福山恵一

【論　　題】 フェレドキシン依存性ビリン還元酵素の構造研究

【雑 誌 名】 日本結晶学会誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 48 , 283-289

【著　　者】 Yuichiro Higashimoto, Hideaki Sato, Hiroshi Sakamoto, Masato Noguchi

【論　　題】 Reactions of heme and  verdoheme in complex with heme oxygenase-1 with
NADPH/FMN-depleted NADPH-cytochrome P450 reductase system

【雑 誌 名】 第 79回 日本生化学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 Hideaki Sato, Yuichiro Higashimoto, Hiroshi Sakamoto, Masato Noguchi

【論　　題】 Degradation of ferriprotoporphyrin IX dimethyl ester by rat heme oxygenase-1

【雑 誌 名】 第 79回 日本生化学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kenichi Takahashi, Saori Harada, Yasuhiko Kaida, Masato Noguchi

【論　　題】 The role of metal in peptidylamidoglycolate lyase reaction

【雑 誌 名】 第 79回 日本生化学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

11.医化学
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【著　　者】 Hiroshi Sakamoto, Kenichi Takahashi, Yuichiro Higashimoto, Saori Harada, Masato
Noguchi

【論　　題】 Kinetic analysis of conversion of alpha-hydroxyheme to verdoheme in heme
oxygenase

【雑 誌 名】 第 79回 日本生化学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本寛 ,高橋研一 ,東元祐一郎 ,原田沙織 ,野口正人

【論　　題】 ヘムオキシゲナーゼ反応第 2中間ステップのストップト・フロー解析

【雑 誌 名】 平成 18年度 日本生化学会九州支部例会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 東元祐一郎 ,佐藤秀明 ,坂本寛 ,野口正人

【論　　題】 FMN欠失 NADPH-シトクロム P450還元酵素を用いたヘムオキシゲナーゼ反応に
おける電子授受機構の検討

【雑 誌 名】 平成 18年度 日本生化学会九州支部例会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 野口正人

【論　　題】 Rat heme oxygenase-1: its structure and catalytic mechanism

【雑 誌 名】 第 14回武田科学振興財団 生命科学シンポジウム

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本 寛 ,東元祐一郎 ,野口正人

【論　　題】 NADP(H) enhances the interaction between heme oxygenase-1 and cytochrome P450
reductase

【雑 誌 名】 International Symposium on Regulation of Protein Function through Post-translational
Modifications: New Technologies and Application to Biomedical Systems

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 萩原義徳 ,杉島正一 ,高橋康弘 ,福山恵一

【論　　題】 ビリン色素合成酵素 PcyAの基質認識および反応機構

【雑 誌 名】 第 47回日本植物生理学会年会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Sugishima M, Hagiwara Y, Takahashi Y, Fukuyama K

【論　　題】 Structural analyses of substrate-free and substrate-bound forms of phycocyanobilin:
ferredoxin oxidoreductase

【雑 誌 名】 AsCA'06/CrSJ

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 371

【著　　者】 Sugishima M

【論　　題】 Structural basis for heme degradation by heme oxygenase

【雑 誌 名】 AsCA'06/CrSJ

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 7

【著　　者】 Fukuyama K, Sugishima M

【論　　題】 Structure of phytobilin synthesis enzyme

【雑 誌 名】 Spring-8 Research Frontiers 2005

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 22-23

【著　　者】 Yuichiro Higashimoto, Hideaki Sato, Hiroshi Sakamoto, Masato Noguchi

【論　　題】 Reactions of Heme and Verdoheme in Complex with Heme Oxygenase-1 with
NADPH/FMN-Depleted NADPH-Cytochrome P450 Reductase System

【雑 誌 名】 the 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and
the 11th FAOBMB Congress

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 166

【著　　者】 Hideaki Sato, Yuichiro Higashimoto, Hiroshi Sakamoto, Masato Noguchi

【論　　題】 Degradation of Ferriprotoporphyrin IX Dimethyl Ester by Rat Heme Oxygenase-1

【雑 誌 名】 the 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and
the 11th FAOBMB Congress

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 162

【著　　者】 Kenichi Takahashi, Saori Harada, Yasuhiko Kaida, Masato Noguchi

【論　　題】 The Role of Metal in Peptidylamidoglycolate Lyase Reaction

【雑 誌 名】 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th
FAOBMB Congress

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Sugishima M, Hagiwara Y, Takahashi Y, Migita CT, Zhang X, Yoshida T, Fukuyama
K

【論　　題】 Structural basis for biosynthesis of phytobilins, pigments for light-harvesting and
light-sensing

【雑 誌 名】 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th
FAOBMB Congress

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 166

【著　　者】 Inutsuka H., Yoshida I., Ishitake T., Noguchi M., Koda Y., Ishimatsu M., Kashiwagi
T., Kamura T.

【論　　題】 Self-reflection of students by using computer system in PBL tutorial

【雑 誌 名】 The 3rd Asia-Pacific Medical Education Conference

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kenichi Takahashi, Judith P. Klinman

【論　　題】 Relationship of Stopped Flow to Steady State Parameters in the Dimeric Copper
Amine Oxidase from Hansenula polymorpha and the Role of Zinc in Inhibiting
Activity at Alternate Copper-Containing Subunits

【雑 誌 名】 Gordon Research Conference 2006 (Protein Derived Cofactors, Radicals and
Quinones)

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 Asanomi, Y., Higashimoto, Y., Chuman, Y., Kaya, S., Imagawa, T., and Sakaguchi, K.

【論　　題】 Fibrillar and Granular Aggregation of G334V Mutant p53 Tetramer Peptide

【雑 誌 名】 Peptide Science

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 42 , 397-398
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12.薬理学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 河原博、河原幸江、原野望、甲斐絢、吉田充広、坂本栄治、椎葉俊司、仲西修

【論　　題】 Lyapunov exponent measuring device of the finger plethysmogram
-Real time chaos monitor-

【雑 誌 名】 日本歯科麻酔学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 45-48

【著　　者】 Gama CI, Tully SE, Sotogaku N, Clark PM, Rawat M, Vaidehi N, Goddard WA, Nishi
A, Hsieh-Wilson LC.

【論　　題】 Sulfation patterns of glycosaminoglycans encode molecular recognition and activity

【雑 誌 名】 Nat Chem Biol

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 2 , 467-473

【著　　者】 Shuto T, Kuroiwa M, Hamamura M, Yabuuchi K, Shimazoe T, Watanabe S, Nishi A,
Yamamoto T

【論　　題】 Reversal of methamphetamine-induced behavioral sensitization by repeated
administration of a dopamine D1 receptor agonist

【雑 誌 名】 Neuropharmacology

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 50 , 991~997

【著　　者】 Yabuuchi K, Kuroiwa M, Shuto T, Sotogaku N, Snyder GL, Higashi H, Tanaka M,
Greengard P, Nishi A

【論　　題】 Role of adenosine a(1) receptors in the modulation of dopamine d(1) and adenosine
a(2a) receptor signaling in the neostriatum

【雑 誌 名】 Neuroscience

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 141 , 19~25
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13.病理学（矢野）

「単行本 /著書」

【著　　者】 神代 正道、小無田 美菜、隈部 力
監修 : 本田 浩 「編者」

【タイトル】 肝細胞癌の間質 :硬化型肝細胞癌を中心に

【書名・発行所】肝癌の多段階発育・肝腫瘍と間質
(肝血流動態イメ -ジ研究会シンポジウム記録集 )
メディカルトリビュ -ン

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 49-55

【著　　者】 神代 正道
秦 順一、坂本 穆彦、北川 昌伸「編者」

【タイトル】 肝・胆・膵
肝臓
肝外胆管・胆嚢

【書名・発行所】標準病理学 (第 3版 )
医学書院

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 491-522

【著　　者】 神代 正道
幕内 雅敏、高山 忠利 「編者」

【タイトル】 外科医のための肝腫瘍の病理知識

【書名・発行所】肝臓外科の要点と盲点 ワンポイント・アドバイス
文光堂

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 54-60

【著　　者】 Kojiro M
Kojiro M「Eds」

【タイトル】 Pathology of Hepatocellular Carcinoma

【書名・発行所】 Pathology of Hepatocellular Carcinoma
Blackwell Publishing

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Nishida N, Yano H, Komai K, Nishida T, Kamura T, Kojiro M
M .A.Hayat「Eds」

【タイトル】 Role of immunohistochemical Expression of Vascular Endothelial Growth Factor C
and Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 in Ovarian Cancer

【書名・発行所】 Handbook of Immunohistochemistry  and  in situ Hybridization of Human of
HumanCarcinomas,
ELSEVIER

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 441-447

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Rin Yamaguchi, Yoshinobu Okabe, Atsuo Jimi, Koji Shiota, Takahito Kodama,
Yoshiki Naito, Masafumi Yasunaga, Hisafumi Kinoshita, Masamichi Kojiro

【論　　題】 Pancreatic acinar cell carcinoma extending into the common bile and main pancreatic
ducts

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 56 , 633-637

【著　　者】 渡辺 次郎、植山 雅彦、佐藤 圭、松本 聡美、深堀 優、谷川 健、田中 芳明、知光 、
一本杉 聡、神代 正道

【論　　題】 異所性胸腺内甲状腺を伴った梨状窩瘻の 1例

【雑 誌 名】 診断病理

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 111-113

【著　　者】 山口 倫、藤木 啓、赤木 由人、村上 直孝、松本 敦、孝冨士 喜久生、磯本 浩晴、
鹿毛 政義、神代 正道

【論　　題】 Rhabdoid feature を呈した低分化結腸癌の 1例

【雑 誌 名】 診断病理

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 124-127

【著　　者】 菅 偉哉、鶴田 修、岡部 義信、斎藤 文彦、内藤 嘉紀、朽網 留美子、品川 正治、
内田 政史、木下 壽文、神代 正道、豊永 純、佐田 通夫

【論　　題】 膵漿液性嚢胞腺腫 solid type の 1例

【雑 誌 名】 膵臓

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 76-83

【著　　者】 神代 咲子、平井 伸幸、矢野 博久、嘉村 敏治、神代 正道

【論　　題】 Brenner腫瘍の成分を伴った卵巣甲状腺腫の 1例

【雑 誌 名】 診断病理

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 64-67
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【著　　者】 Yoshida T, Hisamoto T, Akiba J, Koga H, Nakamura K, Tokunaga Y, Hanada S,
Kumemura H, Maeyama M, Harada M, Ogata H, Yano H, Kojiro M, Ueno T,
Yoshimura A, Sata M

【論　　題】 Spreds, inhibitors of the Ras/ERK signal transduction, are dysregulated in human
hepatocellular carcinoma and linked to the malignant phenotype of tumors

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 6056-66

【著　　者】 Yamaguchi R, Yano H, Nakashima O, Akiba J, Nishida N, Kurogi M, Kojiro M

【論　　題】 Expression of vascular endothelial growth factor-C in human hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 152-60

【著　　者】 内田 信治、久下 亨、石川 博人、川嶋 裕資、木下 壽文、白水 和雄、黒木 美菜、
中島 収

【論　　題】 肝内胆管腫瘍栓を伴った大腸癌肝転移の 1切除例

【雑 誌 名】 手術

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 2029-2034

【著　　者】 加藤 しおり、亀井 恭子、細川 知聡、川崎 玲子、安川 史子、池尻 公二、上原 智、
上杉 憲子、中島 収、城戸 真希子、古江 増隆、今山 修平

【論　　題】 異所性乳癌の 2例

【雑 誌 名】 日本皮膚科学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 116 , 1765-1770

【著　　者】 西島則浩、喜多竜一、川上尚人、坂本康明、松尾裕央、斎藤澄夫、波多野貴昭、
中辻正人、池田敦之、那須章洋、西川浩樹、木村 達、大崎征夫、中島 収

【論　　題】 Peritumoral spared areaにリング様濃染を認めた FNH様過形成結節の 1例

【雑 誌 名】 肝臓

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 47 , 574-581

【著　　者】 Rin Yamaguchi, Hirohisa Yano, Osamu Nakashima, Jun Akiba, Naoyo Nishida, Mina
Kurogi and Masamichi Kojiro

【論　　題】 Expression of vascular endothelial growth factor-C in human hepatocellular
carcinoma.

【雑 誌 名】 Journal of Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 21 , 152-160
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【著　　者】 Ikai I, Takayasu K, Omata M, Okita K, Nakanuma Y, Makuuchi M, Kojiro M, Ichida
T, Arii S,
Yamaoka Y, for the Liver Cancer Study Group of Japan

【論　　題】 A modified Japan Integrated Stage score for prognostic assessment in patients
with hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J.Gastroenterology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 41 , 884-892

【著　　者】 Ono S, Ono M, Yano H, Maruyama Y, Terada T, Yamada Y, Ueno T, Kojiro M,
Hirano K, Kuwano M

【論　　題】 the up-regulation of type I interferon receptor gene plays a key role in hepatocellular
carcinoma cells in the synergistic antiproliferative effect by
5-fluorouracil and interferon-α

【雑 誌 名】 In. J. Oncology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1469-1478

【著　　者】 Kurogi M, Nakashima O, Miyaaki H, Fujimoto M, Kojiro M

【論　　題】 Clinicopathological study of scirrhous hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J. Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 1470-1477

【著　　者】 Yamaguchi R, Okabe Y, Jimi A, Shiota K, Kodama T, Naito Y, Yasunaga M,
Kinoshita H, Kojiro M

【論　　題】 Pancreatic acinar cell carcinoma extending into the common bile and main pancreatic
ducts

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 56 , 633-637

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

【論　　題】 Antiproliferative effects of 5-fluorouracil and interferon-alpha in combination on a
hepatocellular carcinoma cell line in vitro and in vivo.

【雑 誌 名】 J. Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 129-137

【著　　者】 Yano H, Yanai Y, Momosaki S, Ogasawara S, Akiba J, Kojiro S, Moriya F, Fukahori
S, Kurimoto M  Kojiro M

【論　　題】 Growth inhibitory effects of interferon-α subtypes vary  according to human
liver cancer cell lines

【雑 誌 名】 J.Gastroenterology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 1720-1725
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【著　　者】 Takayasu K, Arii S, Ikai I, Omata M, Okita K, Ichida T, Matsuyama Y, Nakanuma Y,
Kojiro M, M Makuuchi, Yamaoka Y

【論　　題】 Prospective Cohort Study of Transarterial Chemoembolization for Unresectable
Hepatocellular Carcinoma in 8510 Patients

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 131 , 461-469

【著　　者】 Noguchi M, Shimada A, Nakashima O, Kojiro M, Matsuoka K

【論　　題】 Urodynamic  evaluation  of a suspension technique for rapid recovery of continence
after radical  retropubic prostatectomy

【雑 誌 名】 In J. Urology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 373-378

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Taniguchi E, Nakamura T, Inoue K, Sakata R,
Hashimoto O,
Sakamoto M, Ohira H, Kumashiro R, Sata M, Yano H, Kojiro M, N Veitonmaki, Y
Cao

【論　　題】 Gene Transfer of Kringle 1-5 Suppresses Tumor Development and Improves
Prognosis of Mice With Hepatocellular Carcinom

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 130 , 1301-1310

【著　　者】 Yano H, Ogasawara S, Momosaki S, Akiba J, Kojiro S, Fukahori S, Ishizaki H,
Kuratomi K, Basaki Y, Oie S, Kuwano M, Kojiro M

【論　　題】 Growth inhibitory effects of pegylated IFN α -2b on human liver cancer cells
in vitro and in vivo

【雑 誌 名】 Liver International

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 964-975

【著　　者】 Yoshida T, Hisamoto T, Akiba J, Koga H, Nakamura K, Tokunaga Y, Hanada S,
Kumemura H, Maeyama M, Harada M, Ogata H, Yano H, Kojiro M, Ueno T,
Yoshimura A, Sata M

【論　　題】 Spreds, inhibitors of the Ras/ERK signal transduction, are dysregulated in human
hepatocellular carcinoma and linked to the malignant phenotype of tumors

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 6056-6066
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【著　　者】 Naito Y, Suda K, Nobukawa B, Kinoshita H, Kojiro M

【論　　題】 Histopathological study of invasive ductal carcinoma (IDC) of the pancreas without
associated cancerous occlusion of the main pancreatic duct

【雑 誌 名】 J. Hepatobiliary Pancreat Surg

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 556-561

【著　　者】 Mihashi H, Kawahara A, Kage M, Kojiro M, Nakashima T, Umeno H, Sakamoto K,
Chiziwa H

【論　　題】 Comparison of Preoperative Fine-needle Aspirasion Cytology Diagnosis and
HIstopathological Diagnosis of Salivary Gland Tumors

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 23-27

【著　　者】 Ashima S, Basaki Y, Oda Y, Kuroda Y, Nishihara Y, Taguchi K, Taketomi A,
Maehara Y, Hosoi F, Maruyama Y, Abbas Fotovati, Oie S, Ono M, Ueno T, Sata M,
Yano H, Kojiro M, Kuwano M, Tsuneyoshi M

【論　　題】 High expression of insulin-like growth factor binding protein-3 is correlated with
lower portal invasion and better prognosis in human hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 Cancer Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 97 , 1182-1190

【著　　者】 Kuratomi K, Yano H, Tsuneoka M, Sakamoto K, Kusukawa J, Kojiro M

【論　　題】 Immunohistochemical expression of Mina53 protein in human primary gingival
squamous cell carcinoma

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 71-78

【著　　者】 Selvendiran K, Koga H, Ueno T, Yoshida T, Maeyama M, Torimura T, Yano H,
Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Luteolin promotes degradation in signal transducer and activator of transcription 3 in
human hepatoma cells: an implication for the antitumor potential of flavonoids

【雑 誌 名】 Cancer Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 66 , 4826-4834

【著　　者】 Wang Y, Harada M, Yano H, Ogasawara S, Tanaka M, Yamada A, Itoh K

【論　　題】 Prostate-specific antigen-reactive cytotoxic T lymphocyte precursors in colon cancer
patients.

【雑 誌 名】 Oncol Rep

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 317-321
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【著　　者】 Kuratomi K, Yano H, Tsuneoka M, Sakamoto K, Kusukawa J, Kojiro M.

【論　　題】 Immunohistochemical expression of Mina53 protein in human primary gingival
squamous cell carcinoma

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 71-78

【著　　者】 Oie S, Ono M, Yano H, Maruyama Y, Terada T, Yamada Y, Ueno T, Kojiro M,
Hirano K, Kuwano M

【論　　題】 The upregulation of type I interferon receptor gene plays a key role in hepatocellular
carcinoma cells in the synergistic antiproliferative effect by 5-fluorouracil and
interferon-α

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1469-1478

【著　　者】 Komohara Y, Yano H, Shichijo S, Shimotohno K, Itoh K, Yamada A

【論　　題】 High expression of APOBEC3G in patients infected with hepatitis C virus

【雑 誌 名】 J Mol Histol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 327-332

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

【論　　題】 Antiproliferative effects of 5-fluorouracil and interferon-alpha in combination on a
hepatocellular carcinoma cell line in vitro and in vivo

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 129-137

【著　　者】 Yamada A, Yano H, Takao Y, Ono T, Matsumoto T, Itoh K

【論　　題】 Nonmutated Self-Antigen-Derived Cancer Vaccine Peptides Elicit an IgE-Independent
but Mast Cell-Dependent Immediate-Type Skin Reaction without Systemic
Anaphylaxis

【雑 誌 名】 J. Immunology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 176 , 857-863

【著　　者】 Homma S, Harada M, Yano H, Ogasawara S, Shichijo S, Matsueda S, Komatsu N,
Shomura H, Maeda Y, Sato Y, Todo S, Itoh K

【論　　題】 Identification of squamous cell carcinoma antigen-derived peptides having the
capacity of inducing cancer-reactive CTLs in HLA-A24+ cancer patients.

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 577-587

13.病理学（矢野）
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【著　　者】 Shigematsu K, Kawai K, Irie J, Sakai H, Nakashima O, Iguchi A, Shimamatsu J,
Shimamatsu K, Kusaba Y, Takahara O

【論　　題】 Analysis of Unilateral  Adrenal Hyperplasia with Primary Aldosteronism from the
Aspect of Messenger Ribonucleic Acid Expression for Steroidogenic Enzymes : A
Comparative Study with Adrenal Cortices Adhering to Aldosterone-Producing
Adenoma

【雑 誌 名】 Endocrinology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 147 , 999-1006

【著　　者】 Yamaguchi R, Yano H, Nakashima O, Akiba J, Nishida N, kurogi M, Kojiro M

【論　　題】 Expression of vascular endothelial growth factor-C in human hepatocellular
carcinoma

【雑 誌 名】 J. Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 152-160

「その他」

【著　　者】 山口美樹、藤井輝彦、山口倫、横山吾郎、河村大輔、田山光介、中川志乃、白水
和雄

【論　　題】 乳癌における tumor associated macrophage (TAM)と新生血管増生に関する臨床病
理学的検討

【雑 誌 名】 日本外科学会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 山口倫、田中真紀、岸本幸也、大熊一彰、石田真弓、神代正道

【論　　題】 葉状腫瘍内に発生した非浸潤性乳管癌の 1例

【雑 誌 名】 日本乳癌学会九州地方会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 工藤 正俊、神代 正道、坂元 亨宇、松井 修、泉 並木

【論　　題】 [座談会 ]早期肝細胞癌の画像診断基準に迫る

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 8 , 65-78

【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 早期肝細胞癌の病理診断を巡る東西の問題点 ̶ 国際コンセンサス会議の結果を通
して

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 8 , 17-21

13.病理学（矢野）
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【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 肝癌進展と血管構築

【雑 誌 名】 細胞

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 38 , 16-19

【著　　者】 中島 収、神代 正道、隈部 力

【論　　題】 慢性アルコ -ル性肝障害にみられる過形成結節の臨床病理像

【雑 誌 名】 消化器画像

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 537-546

【著　　者】 中島 収、神代 正道

【論　　題】 肝癌の病理
1.肝癌の組織分類

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 91-100

【著　　者】 神代 正道

【論　　題】 第 1章 組織診編
14.肝臓

【雑 誌 名】 病理と臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 臨時増 94-101

【著　　者】 矢野 博久、神代 正道

【論　　題】 インタ -フェロンの抗腫瘍効果

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 680-687

13.病理学（矢野）

- 37 -



14.病理学（大島）

「単行本 /著書」

【著　　者】 杉田 保雄
田淵 和雄 (編者 )

【タイトル】 グリア系腫瘍の組織病理学

【書名・発行所】グリオーマ 病態と治療  シュプリンガー・フェアラーク東京

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 29~44

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Nonami A, Takenaka K, Harada N, Kono K, Kamezaki K, Numata A, Karube K,
Miyamoto T, Nagafuji K, Ohshima K, Harada M.

【論　　題】 Primary hepatic lymphoma 1 year after resection of hepatocellular carcinoma.

【雑 誌 名】 J Clin Oncol

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 24 , 5784-5786

【著　　者】 Karube K, Guo Y, Suzumiya J, Sugita Y, Nomura Y, Yamamoto K, Shimizu K,
Yoshida S, Komatani H, Takeshita M, Kikuchi M, Nakamura N, Takasu O, Arakawa
F, Tagawa H, Seto M, Ohshima K.

【論　　題】 CD10(-)MUM1(+) follicular lymphoma lacks BCL2 translocation and shows
characteristic biological and clinical features.

【雑 誌 名】 Blood

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Yasuo Sugita, Kenichiro Kusano, Osamu Tokunaga, Toshihiro Mineta, Masamitsu
Abe, Hiroshi Harada, Minoru Shigemori

【論　　題】 Olfactory neuroepithelioma:an immunohistochemical and ultrastructural study

【雑 誌 名】 Neuropathology

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 26 , 400~408

【著　　者】 Oshiro A, Tagawa H, Ohshima K, Karube K, Uike N, Tashiro Y, Utsunomiya A,
Masuda M, Takasu N, Nakamura S, Morishima Y, Seto M

【論　　題】 Identification of subtype-specific genomic alterations in aggressive adult T-cell
leukemia/lymphoma

【雑 誌 名】 Blood

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 107 , 4500-4507

14.病理学（大島）
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【著　　者】 Yamaguchi T, Ohshima K, Karube K, Kawano R, Nakayama J, Suzumiya J, Kikuchi
M

【論　　題】 Expression of chemokines and chemokine receptors in cutaneous CD30+
lymphoproliferative disorders

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 154 , 904-909

【著　　者】 Yasuhiro Nakamura,Yonehiro Kanemura,Tomiko Yamada,Yasuo Sugita,Koichi
Higaki,Munehiko Yamamoto,Mitsuhiko Takahashi,Mami Yamasaki

【論　　題】 D2-40 antibody immunoreactivity in developing human brain, brain tumors and
cultured neural cells

【雑 誌 名】 Modern Pathology

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 19 , 974~985

【著　　者】 Karube K, Ohshima K, Suzumiya J, Kawano R, Kikuchi M, Harada M.

【論　　題】 Gene expression profile of cytokines and chemokines in microdissected primary
Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS) cells: high expression of interleukin-11 receptor
alpha.

【雑 誌 名】 Ann Oncol

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 17 , 110-116

【著　　者】 Karube K, Nabeshima K, Ishiguro M, Iwasaki H

【論　　題】 cDNA microarray analysis of cancer-associated gene expression profiles in malignant
peripheral nerve sheath tumors

【雑 誌 名】 J Clin Pathol

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 59 , 160-165

「その他」

【著　　者】 加留部謙之輔、竹下盛重、大島孝一

【論　　題】 「T/NK細胞性腫瘍の基礎と臨床」
「ケモカイン」

【雑 誌 名】 第 46回日本リンパ網内系学会総会 シンポジウム

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 加留部謙之輔

【論　　題】 病理との付き合い方 :リンパ節

【雑 誌 名】 Medicina

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 43 , 1023

14.病理学（大島）
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【著　　者】 加留部謙之輔、竹下盛重、大島孝一

【論　　題】 「慢性活動性 EBウイルス感染症の病態および病理診断」

【雑 誌 名】 第 95回日本病理学会総会 コンパニオンミーティング 日本血液病理研究会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 加留部謙之輔、原田実根

【論　　題】 なぜ T/NK細胞腫瘍研究が世界的注目をあつめているのか ?

【雑 誌 名】 血液・腫瘍科

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 52 , 121-127

14.病理学（大島）
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15.感染医学講座（基礎）

「学術雑誌 /論文」

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

【論　　題】 Antimicrobial activity of inducible human beta defensin-2 against Mycoplasma
pneumoniae

【雑 誌 名】 Current Microbiology

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 52 , 435-438

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

【論　　題】 Sodium butyrate up-regulates cathelicidin gene expression via activator protein-1 and
histone acetylation at the promoter region in a human lung epithelial cell line, EBC-1

【雑 誌 名】 Molecular Immunology

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 43 , 1972-1981

15.感染医学講座（基礎）
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16.感染医学講座（臨床）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Hara, K.
Schmidt, F. I.
Crow, M.
Brownlee, G. G.

【論　　題】 Amino acid residues in the N-terminal region of the PA subunit of influenza A virus
RNA polymerase play a critical role in protein stability, endonuclease activity, cap
binding, and virion RNA promoter binding

【雑 誌 名】 Journal of Virology

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 80 , 7789~7798

【著　　者】 Honda, H., Iwahashi, J., Kashiwagi, T., Imamura, Y., Hamada, N. et al.

【論　　題】 Outbreak of human metapneumovirus infection in elderly inpatients in Japan

【雑 誌 名】 JAGS

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 54 , 177-180

【著　　者】 Masaki H, Nagatake T, Asoh N, Yoshimine H, Watanabe K, Watanabe H, Oishi K,
Rikitomi N, and Matsumoto K.

【論　　題】 Significant reduction of nosocomial pneumonia after introduction of disinfection of
upper airways using povidone-iodine in geriatric wards.

【雑 誌 名】 Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 212, suppl 1 , 92-96

【著　　者】 Qin L, Watanabe H, Yoshimine H, Guio H, Watanabe K, Kawakami K, Iwagaki A,
Nagai H, Goto H, Kuriyama T, Fukuchi Y, Matsushima T, Kudoh S, Shimada K,
Matsumoto K, Nagatake T, Mizota T, and Oishi K

【論　　題】 Antimicrobial susceptibility and serotype distribution of Streptococcus pneumoniae
isolated from patients with community-acquired pneumonia and molecular analysis of
multidrug-resistant serotype 19F and 23F pneumococci in Japan.

【雑 誌 名】 Epidemiol Infect

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 134 , 1188-1194

【著　　者】 Oishi K, Yoshimine H, Watanabe H, Watanabe K, Tanimura S, Kawakami K, Iwagaki
A, Nagai H, Goto H, Kudoh S, Kuriyama T, Fukuchi Y, Matsushima T, Shimada S,
Matsumoto K, and Nagatake T.

【論　　題】 Drug-resistant genes and serotypes of pneumococcal strains of community-acquired
pneumonia among adults in Japan.

【雑 誌 名】 Respirology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 429-436

16.感染医学講座（臨床）
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【著　　者】 Kurita S, Koyama J, Onizuka S, Motomura K, Watanabe H, Watanabe K, Senba M,
Apicella MA, Murphy TF, Matsushima K, Nagatake T, and Oishi K.

【論　　題】 Dynamics of dendritic cell migration and the subsequent induction of protective
immunity in the lung after repeated airway challenges by nontypeable Haemophilus
influenzae outer membrane protein.

【雑 誌 名】 Vaccine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 5896-5903

16.感染医学講座（臨床）
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17.免疫学

「単行本 /著書」

【著　　者】 峯 孝志
日本臨床腫瘍学会編集

【タイトル】 II. Principles of Oncology 17新しい治療戦略 2)がんワクチン ,免疫細胞治療

【書名・発行所】新臨床腫瘍学 がん薬物療法専門医のために ,南江堂

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 342-344

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Homma S, Harada M, Yano H, Ogasawara S, Shichijo S, Matsueda S, Komatsu N,
Shomura H, Maeda Y, Sato Y, Todo S, Itoh K

【論　　題】 Identification of squamous cell carcinoma antigen-derived peptides having the
capacity of inducing cancer-reactive CTLs in HLA-A24+ cancer patients.

【雑 誌 名】 Int J Oncology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 577-587

【著　　者】 Ono T, Harada M, Yamada A, Tanaka M, Takao Y, Tanaka Y, Mine T, Sakamoto K,
Nakashima T, Itoh K.

【論　　題】 Antitumor effects of systemic and local immunization with a CTL-directed   peptide in
combination with a local injection of OK-432

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 1325-1332

【著　　者】 Yamada A, Yano H, Takao Y, Ono T, Matsumoto T, Itoh K.

【論　　題】 Nonmutated self-antigen-derived cancer vaccine peptides elicit an IgE-independent but
mast cell-dependent immediate-type skin reaction without systemic anaphylaxis.

【雑 誌 名】 J Immunol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 176 , 857-863

【著　　者】 Komohara Y, Yano H, Shichijo S, Shimotohno K, Itoh K, Yamada A.

【論　　題】 High expression of APOBEC3G in patients infected with hepatitis C virus.

【雑 誌 名】 J Mol Hist

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 327-332

17.免疫学

- 44 -



【著　　者】 Tanaka M, Komatsu N, Yanagimoto Y, Oka M, Shichijo S, Okuda S, Itoh K.

【論　　題】 Development of a new diagnostic tool for pancreatic cancer: simultaneous
measurement of antibodies against peptides recognized by cytotoxic T lymphocytes.

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 ,  63-70

【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Komatsu N, Ono T, Sata M, Itoh K, Yamada A,

【論　　題】 Identification of hepatitis C virus (HCV) 2a-derived epitope peptides having the
capacity to induce cytotoxic T lymphocytes in human leukocyte antigen-A24+ and
HCV2a-infected patients.

【雑 誌 名】 Cell Immunol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 241 , 38-46

【著　　者】 Komohara Y, Harada M, Arima Y, Suekane S, Noguchi M, Yamada A, Itoh K,
Matsuoka K.

【論　　題】 Anti-cancer vaccine candidates in specific immunotherapy for bladder carcinoma.

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1555-1560

【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Yutani S, Ide T, Sata M, Itoh K, Yamada A.

【論　　題】 New epitope peptides derived from hepatitis C virus(HCV) 2a which have the capacity
to induce cytotoxic T lymphocytes in HLA-A2+ HCV-infected patients.

【雑 誌 名】 Microbiol Immunol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 857-865

【著　　者】 Itoh K, Yamada A

【論　　題】 Personalized peptide vaccines: A new therapeutic modality for cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 97 , 970-976

【著　　者】 Sugita S, Takase H, Taguchi C, Imai Y, Kamoi K, Kawaguchi T, Sugamoto Y,
Futagami Y, Itoh K, Mochizuki M

【論　　題】 Ocular infiltrating CD4+ T cells from patients with Vogt-Koyanagi-Harada disease
recognize human melanocyte antigens.

【雑 誌 名】 Invest Ophthalmol Vis Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 47 , 2547-2554

17.免疫学
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【著　　者】 Uemura H, Fujimoto K, Tanaka M, Yoshikawa M, Hirao Y, Uejima S, Yoshikawa K,
Itoh K.

【論　　題】 A phase I trial of vaccination of CA9-derived peptides for HLA-A24-positive patients
with cytokine-refractory metastatic renal cell carcinoma.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 1768-1775

【著　　者】 Wang Y, Harada M, Yano H, Ogasawara S, Tanaka M, Yamada A, Itoh K.

【論　　題】 Prostate-specific antigen-reactive cytotoxic T lymphocyte precursors in colon cancer
patients.

【雑 誌 名】 Oncol Rep

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 317-321

「その他」

【著　　者】 服部 高史 ,奥野 清隆 ,吉田 和美 ,國分 孝子 ,峯 孝志 ,山田 亮 ,伊東 恭悟 ,塩崎 均

【論　　題】 高度進行・再発大腸癌に対するペプチドワクチンと UFT/UZELの併用療法に関す
る第 I相臨床試験

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 33 , 1745-1747

【著　　者】 本間 重紀 ,野口 正典 ,佐藤 裕二 ,前田 好章 ,正村 裕紀 ,菰原 義弘 ,峯 孝志 ,原田
守 ,山田 亮 ,藤堂 省 ,伊東 恭悟

【論　　題】 前立腺癌の治療抵抗性の検討

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 33 , 1748-1750

【著　　者】 峯 孝志

【論　　題】 【癌ワクチン療法の現状と展望】 テーラーメイドペプチドワクチン

【雑 誌 名】 Surgery Frontier

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 13 , 249-254

【著　　者】 峯 孝志

【論　　題】 【癌免疫療法の効果判定法について】 ペプチドワクチンにおける臨床効果と免疫
学的評価

【雑 誌 名】 Biotherapy

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 20 , 201-208

17.免疫学
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【著　　者】 ○小松 誠和、 伊東 恭悟

【論　　題】 免疫・細胞療法の予後予測マーカーとしての抗ペプチド抗体

【雑 誌 名】 第 19回日本バイオセラピィ学会学術集会総会

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 ○飯沼 久恵、岩崎 晃太、田村 純子、稲葉 毅、福島 亮治、小松 誠和、 伊東 恭悟、
冲永 功太

【論　　題】 エビデンスに基づいた癌ワクチン療法を目指して

【雑 誌 名】 第 19回日本バイオセラピィ学会学術集会総会

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 ○小松 誠和、七條 茂樹、本間 定、飯沼 久恵、野口 正典、唐 宇飛、峯 孝志、伊
東 恭悟

【論　　題】 非特異免疫療法における抗ペプチド抗体を指標とした治療効果の評価と予測

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 ・ ○小松 誠和、七條 茂樹、本間 定、飯沼 久恵、野口 正典、前田 好章、正村 裕
紀、本間 重紀、唐 宇飛、峯 孝志、伊東 恭悟

【論　　題】 免疫療法における抗ペプチド抗体を指標とした治療効果の評価と予測可能性

【雑 誌 名】 基盤的癌免疫研究会第 10回総会

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 峯孝志、溝口順子、伊東恭悟

【論　　題】 [固形がん分子標的治療の新しい展開 ]
分子標的治療としてのがんペプチドワクチン療法

【雑 誌 名】 がん分子標的治療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 40-46

【著　　者】 本間重紀、野口正典、佐藤裕二、前田好章、正村裕紀、菰原義弘、峯孝志、原田
守、
山田亮、藤堂省、伊東恭悟

【論　　題】 前立腺癌の治療抵抗性の検討。

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 33 , 1748-1750

17.免疫学
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【著　　者】 柳本泰明、高井惣一郎、里井壮平、豊川秀吉、伊東恭悟、上山泰男

【論　　題】 膵癌におけるペプチド化学併用療法の開発に向けて

【雑 誌 名】 Biotheraphy

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 20 , 468-474

【著　　者】 山中龍也、矢島直樹、伊東恭悟

【論　　題】 脳腫瘍に対するペプチド療法

【雑 誌 名】 Biotheraphy

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 20 , 475-483

【著　　者】 伊東恭悟

【論　　題】 (特集 )泌尿器系がん -最新の診断と治療

【雑 誌 名】 がんを治す完全ガイド

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 7 , 15-19

【著　　者】 Itoh K

【論　　題】 The right peptides.

【雑 誌 名】 The Japan Journal

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 25

17.免疫学
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18.環境医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 佐川公矯 石竹達也 藤丸知子

【タイトル】 医療者の共同作業による病院感染対策

【書名・発行所】五絃社

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kieselbash T, Winefield A, Boyd C, Anderson S

【タイトル】 Health and Lifestyle of Reemployed and Unemployed People Following the Japanese
Corporate Reorganisation Law

【書名・発行所】 Unemployment and Health-International and Interdisciplinary Perspectives
Australian Academic Press

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 127-133

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 森 美穂子、堤 明純、高木 勝、重本 亨、三橋 睦子、石井 敦子、名切 信、五嶋 佳
子、石竹 達也

【論　　題】 退職後の睡眠の質に及ぼす交代勤務の影響

【雑 誌 名】 産業衛生学雑誌

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 47 , 113～ 118

【著　　者】 石井 敦子、山野 ヒデ子、瀧井 宏隆、鬼崎 信好、永富 香織、辻 吉保、星子 美智
子、山口 淑恵、村本 淳子、石竹 達也

【論　　題】 小規模事業場における健診事後措置の継続年数別にみた健診結果の変化

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 69 , 63-70

【著　　者】 山口 淑恵、梁井 敏郎、高崎 里香、和田 茜、石竹 達也

【論　　題】 中高年女性に対する健康づくり事業における体脂肪率別にみた検査値・生活習慣
の変化

【雑 誌 名】 日職災医誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 54 , 220-225

【著　　者】 Smith D, Adachi Y, Mihashi M, Kawano S, Ishitake T

【論　　題】 Hand Dermatitis Risk Factors Among Clinical Nurses in Japan

【雑 誌 名】 Clinical Nursing Research

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 15 , 197-208

18.環境医学
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【著　　者】 MORIMATSU Y, ISHITAKE T, IRIE K, HARA K, SAKAMOTO T and AIZAWA H

【論　　題】 Acute pulmonary injury due to exposure to a high concentration of trichloroethylene
vapor

【雑 誌 名】 J Occup Health

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 271-272

【著　　者】 Takamiya Y, Nagata K, Fukuda K, Shibata A, Ishitake T, Suenaga T

【論　　題】 Cervical spine disorders in farm workers requiring neck extension actions

【雑 誌 名】 J Orthop Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 235-240

【著　　者】 Smith D, Adachi Y, Mihashi M, Ueno C, Ishitake T

【論　　題】 Tobacco Smoking Habits among A Cross-section of Rural Japanese Nurses

【雑 誌 名】 Australian Journal of Advanced Nursing

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 33-37

【著　　者】 Morimatsu Y, Ishitake T, Irie K, Hara K, Sakamoto T, Aizawa H

【論　　題】 Acute Pulmonary Injury due to Exposure to a High Concentration of Trichloroethylene
Vapor

【雑 誌 名】 J Occup Health

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 271-272

【著　　者】 Smith D, Mihashi M, Adachi Y, Nakashima Y, Ishitake T

【論　　題】 Epidemiology of needlestick and sharps injuries among nurses in a Japanese teaching
hospital

【雑 誌 名】 Journal of Hospital Infection

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 64 , 44-49

【著　　者】 Smith D, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T

【論　　題】 A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses

【雑 誌 名】 J Safety Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 195-200

18.環境医学

- 50 -



「その他」

【著　　者】 Ando H, Ishitake T, Hara K

【論　　題】 Sex difference of vibrotactile perception threshold after exposure to hand transmitted
vibration.

【雑 誌 名】 The 17th Korea Japan China Joint Conference on Occupational Health (Korea, Jeju)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Ando H., Nieminen K., Toppila E., Starck J., Ishitake T.

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

【雑 誌 名】 10th International Conference on Hand-Arm Vibration

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 383-387

18.環境医学
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19.公衆衛生学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Udagawa M, Kudo-Saito C, Hasegawa G, Yano K, Yamamoto A, Yaguchi M, Toda
M, Azuma I, Iwai T and Kawakami K

【論　　題】 Enhancement of immunological tumor regression by intratumoral administration of
dendritic cells in combination with cryoablative tumor pretreatment and BCG-CWS
stimulation

【雑 誌 名】 Clin. Cancer Res.

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 12 , 7465-7475

「その他」

【著　　者】 宇田川 勝、上田 陽子、長谷川 豪、矢野 和仁、林 恵美子、河上 裕

【論　　題】 樹状細胞腫瘍内投与による免疫療法

【雑 誌 名】 Bio Clinica

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 21 , 142-146

19.公衆衛生学
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20.法医学・人類遺伝学

「単行本 /著書」

【著　　者】 田中宣幸他

【タイトル】 血液型多型と DNA多型

【書名・発行所】学生のための法医学改訂 6版 南山堂

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Tsuneoka M, Nishimune Y, Ohta K, Teye K, Tanaka H, Soejima M, Iida H, Inokuchi
T, Kimura H, Koda Y.

【論　　題】 Expression of Mina53, a product of a Myc target gene in mouse testis.

【雑 誌 名】 Int J Androl

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 29 , 323-330

【著　　者】 Mukai T, Hiromatsu Y, Ichimura M, Fukutani T, Kaku H, Miyake I, Shoji S, Koda Y,
Bednarczuk T.

【論　　題】 Lack of association of interleukin-18 gene polymorphisms with susceptibility of
Japanese populations to Graves' disease or Graves' ophthalmopathy.

【雑 誌 名】 Thyroid

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 16 , 243-248

【著　　者】 Hiromatsu Y, Mukai T, Kaku H, Miyake I, Ichimura M, Fukutani T, Nakayama H,
Takata K, Imamura Y, Shoji S, Yamada K, Koda Y, Bednarczuk T.

【論　　題】 IL-18 gene polymorphism confers susceptibility to the development of anti-GAD65
antibody in Graves' disease.

【雑 誌 名】 Diabet Med

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 23 , 211-215

【著　　者】 Teye K, Soejima M, Quaye IK, Pang H, Tsuneoka M, Koda Y, Kimura H.

【論　　題】 Haptoglobin Gene Promoter Polymorphism and Haplotypes Are Unique in Different
Populations.

【雑 誌 名】 Hum Biol

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 78 , 121-126

20.法医学・人類遺伝学
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【著　　者】 Soejima M, Tachida H, Ishida T, Sano A, Koda Y.

【論　　題】 Evidence for recent positive selection at the human AIM1 locus in a European
population.

【雑 誌 名】 Mol Biol Evol

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 23 , 179-188

20.法医学・人類遺伝学
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21.内科学（呼吸器・神経・膠原病）

「単行本 /著書」

【著　　者】 藤本公則、加藤誠也、北里裕彦

【タイトル】 びまん性肺疾患の ABC:間質性肺炎

【書名・発行所】これだけおさえれば大丈夫 2  胸部画像診断の勘ドコロ (高橋雅士監修 )

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 p.172-193

【著　　者】 谷脇考恭

【タイトル】 パーキンソン病の外科治療

【書名・発行所】今日の治療指針 2006,医学書院

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 667-668

【著　　者】 相沢久道との共著 相沢久道、一ノ瀬正和編

【タイトル】 遺伝子操作動物モデルの作製法

【書名・発行所】吸器疾患研究の展望 基礎から臨床まで、医学書院

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 73-79

【著　　者】 加地正英、相澤久道

【タイトル】 インフルエンザ

【書名・発行所】内科外来診療実践ガイド

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 418-421

【著　　者】 大下祐一、相澤久道

【タイトル】 かぜ症候群、急性上気道炎

【書名・発行所】内科外来診療実践ガイド

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 415-417

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 身近にいる COPD患者とそのケア

【書名・発行所】内科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 97 ,

21.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 加地正英、相澤久道

【タイトル】 普通感冒、流行性感冒 (インフルエンザ )

【書名・発行所】図解 呼吸器内科学テキスト

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 104-107

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 上野敬子、川山智隆、枝国信貴、古賀丈晴、相澤久道

【論　　題】 Streptococcus dysgalactiae subsp. quisimilisによる膿胸の 1例

【雑 誌 名】 感染症学会雑誌

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 80 , 527-530

【著　　者】 古賀丈晴、津田徹、大森久光、矢野秀樹、渡辺憲太朗、相澤久道、福岡 COPD研
究会

【論　　題】 肺機能実施の動機が異なる 3集団を対象とした潜在的 COPDの疫学調査ー人間
ドック、プライマリケア、術前評価での比較ー

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 25 , 801～ 806

【著　　者】 星野友昭、北里裕彦、今岡治樹、木下隆、加藤誠也、渡辺憲太郎、相澤久道

【論　　題】 肺疾患の炎症メカニズムとその制御 ;COPDにおける炎症と新しい治療薬

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 54 , 235-240

【著　　者】 北里裕彦、永田忍彦、池堂ゆかり、井上真由美、松永和子、時任高章、戸田玲子、
合原るみ、
江森幹子、星野友昭、木下正治、古賀丈晴、相澤久道

【論　　題】 関節リウマチの発症に先行した濾胞性細気管支炎の 1例

【雑 誌 名】 日本呼吸器学会雑誌

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 44 , 104-110

【著　　者】 福地義之助、相澤久道、平田一人、ほか

【論　　題】 COPD患者に対する長時間作動型吸入β 2刺激薬キシナホ酸サルメテロールの追
加投与の効果 -プラセボを対照とした多施設共同二重盲検並行群間比較試験 -

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 186-199

21.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 森松嘉孝、田尻守拡、猿渡功一、相澤久道

【論　　題】 シプロフロキサシン (CPFX)シークエンシャル療法が奏効した肺炎随伴性胸膜炎
の 1例

【雑 誌 名】 Antibiotics & Chemotherapy

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 131-136

【著　　者】 Koga T, Ushijima K, Kage M, Ichiki M, Kitajima T, Narita Y, Mizoguchi Y, Hanada
M, Ehara R, Nishimura M, Takamori S, Aizawa H

【論　　題】 Pulmonary metastasis of endometrial stromal sarcoma.

【雑 誌 名】 Kurume Med J.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 95-97

【著　　者】 Nagafuchi M, Nagafuchi Y, Sato R, Imaizumi T, Ayabe M, Shoji H,Ichiyama T.

【論　　題】 Adult meningism and viral meningitis, 1997-2004; clinical data and cerebrospinal fluid
cytokines.

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 45 , 1209-1012

【著　　者】 Nishimura M, Koga T, Kitasato Y, Misumi Y, Kinoshita M, Kitajima T, Narita Y,
Aizawa H

【論　　題】 Corticosteroid for plasma cell granuloma of the lung?

【雑 誌 名】 Respiratory Medicine extra

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 2 , 123-125

【著　　者】 Mukaino T, Koga T, Oshita Y, Narita Y, Obata S, Aizawa H

【論　　題】 Exophiala dermatitidis infection in non-cystic fibrosis bronchiectasis

【雑 誌 名】 Respiratory Medicine

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 100 , 2069-2071

【著　　者】 Koga T, Kawaguchi A, Aizawa H

【論　　題】 Physical activity and cardiovascular risk in children

【雑 誌 名】 Lancet

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 368 , 645

21.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 Miura S, Shibata H, Furuya H, Ohyagi Y, Osoegawa M, Miyoshi Y, Matsunaga H,
Shibata A, Matsumoto N, Iwaki A, Taniwaki T, Yamada T, Kikuchi H, Kira J,
Fukumaki Y.

【論　　題】 The contactin 4 gene locus at 3p26 is a candidate gene of SCA 16.

【雑 誌 名】 Neurology

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 67 , 1236-1241

【著　　者】 Koga T, Kawaguchi A, Aizawa H

【論　　題】 Obesity and public health law

【雑 誌 名】 New England Journal of Medicine

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 355 , 1283

【著　　者】 Ichiki M, Kawasaki M, Takayama K, Ninomiya K, Kuba M, Iwami F, Miyazaki N,
Oishi K, Takeo S, Aizawa H, Nakanishi Y.

【論　　題】 A multicenter phaseⅡ study of carboplatin and paclitaxel with a biweekly schedule in
patients with advanced non-small-cell lung cancer:Kyushu thoracic oncology group
trial.

【雑 誌 名】 Cancer Chemother Pharmacol

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 58 , 368-373

【著　　者】 Murai H, Tokunaga H, Kubo I, Kawajiri M, Iwaki T, Taniwaki T, Kira J

【論　　題】 Myeloradiculitis caused by Cryptococcus neoformans infection in a patient with
ulcerative colitis: A neuropathological study.

【雑 誌 名】 Journal of the Neurological Sciences

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 247 , 236-238

【著　　者】 Koga T, Kawaguchi A, Aizawa H.

【論　　題】 Ethnic inequalities in health: socioeconomy, tobacco use, and obesity.

【雑 誌 名】 Lancet

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 368 , 645

【著　　者】 Kageyama A, Iida S, Yazawa K, Kudo T, Suzuki S, Koga T, Saito H, Inagawa H,
Wada A, Kroppenstedt RM, Mikami Y.

【論　　題】 Gordonia araii sp. nov. and Gordonia effusa sp. nov., isolated from patients in Japan

【雑 誌 名】 Int J Syst Evol Microbiol

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 56 , 1817-1821

21.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 Tashiro K, Ogata K, Goto Y, Taniwaki T, Okayama A, Kira JI, Tobimatsu S.

【論　　題】 EEG findings in early-stage corticobasal degeneration and progressive supranuclear
palsy: A retrospective study and literature review.

【雑 誌 名】 Clinical Neurophysiology

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 117 , 2236-2242

【著　　者】 Mei FJ, Osoegawa M, Ochi H, Minohara M, Nan S, Murai H, Ishizu T, Taniwaki T,
Kira JI

【論　　題】 Long-term favorable response to interferon beta-1b is linked to cytokine deviation
toward the Th2 and Tc2 sides in Japanese patients with multiple sclerosis

【雑 誌 名】 Journal of the Neurological Sciences

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 246 , 71~77

【著　　者】 Nakano T, Inoue H, Fukuyama S, Matsumoto K, Matsumura M, Tsuda M, Matsumoto
T, Aizawa H, Nakanishi Y.

【論　　題】 Niflumic and suppresses interleukin-13-induced asthma phenotypes.

【雑 誌 名】 Am J Respir Crit Care Med.

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 173 , 1216-1221

【著　　者】 Taniwaki. T, Okayama. A, Yoshiura. T, Togao. O, Nakamura. Y, Yamasaki. T, Ogata.
K, Shigeto. K, Ohyagi. Y, Kira. J, Tobimatsu S

【論　　題】 Functional network of the basal ganglia and cerebellar motor loops in vivo: Different
activation patterns between self-initiated and externally-triggered movements.

【雑 誌 名】 NeuroImage

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 31 , 745~753

【著　　者】 Koga T, Aizawa H.

【論　　題】 Pneumonia: ... and to tuberculosis as differential diaagnosis in community acquired
pneumonia.

【雑 誌 名】 British Medical Journal

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 332 , 1214

【著　　者】 Matsushita T, Murai H, Kawajiri M, Muratani H, Iwaki T, Taniwaki T, Kira J

【論　　題】 Character changes from idiopathic cranial pachymeningitis

【雑 誌 名】 Journal of the Neurological Sciences

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 244 , 163~166
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【著　　者】 Su. JJ, Osoegawa.M, Matsuoka. T, Minohara. M, Tanaka. M, Ishizu.  Mihara.
F,Taniwaki.T,Kira.JI

【論　　題】 Upregulation of vascular growth factors in multiple sclerosis: Correlation with MRI
findings

【雑 誌 名】 Journal of the Neurological Sciences

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 243 , 21~30

【著　　者】 Takeharu Koga, Tomoko Kamimura, Yucihi Oshita, Yuko Narita, Tatsuya Mukaino,
Munetsugu Nishimura, Yusuke Mizoguchi, Hisamichi Aizawa

【論　　題】 Determinants of bronchodilator responsibility in patients with controlled asthma

【雑 誌 名】 Journal of Asthma

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 43 , 71～ 74

【著　　者】 Koga T, Oshita Y, Kamimura T, Koga H, Aizawa H.

【論　　題】 Characterisation of patients with frequent exacerbation of asthma.

【雑 誌 名】 Respivatory Medicine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 100 , 273-278

【著　　者】 Maruoka H, Honda S, Takeo M, Kitazato H, Hanai N, Ayukawa R, Tanaka K, Fukuda
T, Aizawa H

【論　　題】 A Case of polymyositis complicated with interstitial pneumonitis and
pneumomediastinum.

【雑 誌 名】 Modern Rheumatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 55-57

【著　　者】 Nagafuchi M, Koga T, Taguchi K, Nagafuchi Y, Hanada M, Takagi A, Mizote H,
Aizawa H

【論　　題】 A young adult patient with septic pulmonary emboli of undetermined origin.

【雑 誌 名】 Kurume Med J.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 99-101

【著　　者】 Maruoka H, Jinnouchi Y, Honda S, Yuge K, Fukuda T, Aizawa H

【論　　題】 A refractory case of dermatomyositis complicated with multiple brain abscesses

【雑 誌 名】 APLAR journal of Rheumatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 42 ,

21.内科学（呼吸器・神経・膠原病）

- 60 -



【著　　者】 Maruoka H, Honda S, Takeo M, Fukuda T, Aizawa H

【論　　題】 Recurrent lupus cystitis successfully treated with Tacrolimus

【雑 誌 名】 Modern Rheumatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 264-266

「その他」

【著　　者】 谷脇考恭

【論　　題】 運動発現の脳イメージング .―自己ペース運動と外的ペース運動の脳内基盤 -

【雑 誌 名】 認知神経科学

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 8 , 210-215

【著　　者】 貴田浩志、三浦史郎、西村すみれ、野田和人、浦野哲、本多靖洋、綾部光芳、相
澤久道、谷脇考恭

【論　　題】 深部腱反射の低下を伴わない強直性瞳孔を認めた脊髄小脳変性症の 1例

【雑 誌 名】 第 275回 日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 谷脇考恭、飛松省三

【論　　題】 臨床神経生理学への誘い .3.システムを究める

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48 , 638-645

【著　　者】 谷脇考恭

【論　　題】 神経内科のトピックスと展望

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 69 ,  287-297

【著　　者】 綾部光芳、野田和人、西村靖子、三浦史郎、谷脇考恭、相澤久道、庄司紘史、高
橋幸利

【論　　題】 単純ヘルペス脳炎におけるグルタミン酸受容体 (GluR)抗体の検討

【雑 誌 名】 第 11回 日本神経感染症学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 鍋田雅和、三浦史郎、野田和人、本多靖洋、綾部光芳、相澤久道、谷脇考恭

【論　　題】 髄液 HTLV-I抗体陰転化を認めた 1例

【雑 誌 名】 第 175回 日本神経学会九州地方会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】
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【著　　者】 田中夏樹、三浦史郎、野田和人、本多靖洋、綾部光芳、内山大治、安陪等思、谷
脇考恭、相澤久道

【論　　題】 MRI拡散強調画像にて病巣の広がりを早期に確認された単純ヘルペス脳炎の 1例

【雑 誌 名】 第 274回 日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 綾部 光芳、野田和人

【論　　題】 神経疾患治療の進歩 (2005年 )ー感染症の治療の進歩

【雑 誌 名】 神経治療学

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 23 , 365-368

【著　　者】 Ayabe M, Noda K, Shoji H.

【論　　題】 Tuberculous meningoencephalitis

【雑 誌 名】 Nippon Naika Gakkai Zasshi.

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 95 , 1251-1254

【著　　者】 北里裕彦、成田優子、岡元昌樹、合原るみ、星野友昭、古賀丈晴、岩永知秋、相
澤久道

【論　　題】 キノコ包装作業者に発症した職業性過敏性肺臓炎の 2例

【雑 誌 名】 第 37回日本職業・環境アレルギー学会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 古賀丈晴、向野達也

【論　　題】 閉塞性肺疾患と慢性炎症

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 69 , 168～ 174

【著　　者】 北里裕彦、松永和子、永田忍彦、岩田安弘、岡元昌樹、今岡治樹、木下隆、南秀
和、本多靖洋、合原るみ、川山智隆、一木昌郎、星野友昭、木下正治、本田順一、
古賀丈晴、相澤久道

【論　　題】 各種間質性肺炎の死因における呼吸器感染症の臨床的検討
- 多施設共同研究による解析 ‒

【雑 誌 名】 第 46回日本呼吸器学会学術講演会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 古賀丈晴

【論　　題】 学会サテライト聴講録 第 15回欧州呼吸器学会

【雑 誌 名】 International Review of Asthma

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 8 , 70～ 79

【著　　者】 三浦史郎、柴田弘紀、大八木保政、古谷博和、谷脇考恭、吉良潤一、服巻保幸

【論　　題】 脊髄小脳失調症 16型 (SCA16)の責任遺伝子は 3p26.2-pterに連鎖する

【雑 誌 名】 第 47回 日本神経学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 北里裕彦、大下祐一、矢野敬文、加藤誠也、星野友昭、川山智隆、木下正治、古
賀丈晴、相澤久道

【論　　題】 Discordant UIP-NSIP の 1例

【雑 誌 名】 第 56回日本呼吸器学会九州地方会春季大会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 最新の薬物療法

【雑 誌 名】 日本胸部臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 65 , 1090-1098

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 プライマリケアのための喘息、COPD、アレルギー性鼻炎の診療指針の要点
-IPAGハンドブック -

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 429 , 53-63

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 各種薬剤の副作用とその予防対策 -喘息治療薬

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 47-52

【著　　者】 川山智隆、南方良章、津田 徹、木下正治、松永和人、山縣俊之、一ノ瀬正和、相
澤久道

【論　　題】 日本人を対象とした COPD質問票の有用性についての検討

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 1083-1086
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【著　　者】 川山智隆、木下 隆、相澤久道

【論　　題】 抗コリン薬

【雑 誌 名】 COPD FRONTIER

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 58-66

【著　　者】 岡元昌樹、相澤久道

【論　　題】 喘息発作時の対応

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 17-21

【著　　者】 濱田美奈子、相澤久道

【論　　題】 気道炎症とリモデリングの評価 -その臨床的意義 -

【雑 誌 名】 Medical practice

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 251-253

【著　　者】 川山智隆、相澤久道

【論　　題】 呼吸器疾患のバイオマーカー 呼気凝縮液

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 54 , 599

【著　　者】 星野友昭、相澤久道

【論　　題】 遺伝子操作動物モデルの作製法 (相澤久道、一ノ瀬正和 編 )

【雑 誌 名】 呼吸器疾患研究の展望 基礎から臨床まで

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 73-79

【著　　者】 星野友昭、北里裕彦、今岡治樹、木下 隆、加藤誠也、渡辺憲太朗、相澤久道

【論　　題】 COPDにおける炎症と新しい治療薬

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 54 , 235-240

【著　　者】 岩永知秋、相澤久道

【論　　題】 呼吸器疾患の問診ポイント -自覚症状

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 54 , 875-880
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【著　　者】 相澤久道、野田和人

【論　　題】 ICS/LABA合剤の効果とその機序

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 54 , 745-750

【著　　者】 相澤久道、野田和人

【論　　題】 COPD患者の外来診療・管理のコツとポイント

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 1021-1030

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 COPDの疫学

【雑 誌 名】 Mebio

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 32-47

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 病診連携を踏まえた COPD治療と Tiotropiumの位置づけ

【雑 誌 名】 Progress in Medicine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 126-129

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 抗コリン薬

【雑 誌 名】 日本胸部臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 65 , 356-362

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 ロイコトリエン B4

【雑 誌 名】 喘息

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 41-45

【著　　者】 綾部光芳、野田和人、西村靖子、三浦史郎、谷脇考恭、相澤久道、庄司紘史、高
橋幸利

【論　　題】 単純ヘルペス脳炎におけるグルタミン酸受容体 (GluR)抗体の検討

【雑 誌 名】 第 11回日本神経感染症学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Fukumaki Y, Miura S, Shibata H, Furuya H, Ohyagi Y, Osoegawa M, Miyoshi Y,
Matsunaga H, Takeuchi N, Shibata A, Matsumoto N, Iwaki A, Taniwaki T, Kikuchi H,
Kira J

【論　　題】 A point mutation in the 3' untranslated region of CNTN4 is associated with
spinocerebellar ataxia type 16.

【雑 誌 名】 The American Society of Human Genetics 56th Annual Meeting

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kamimura T, Oshita Y, Koga T, Aizawa H

【論　　題】 Outome analysis of patients with osteoarticular tuberculosis

【雑 誌 名】 16th ERS annual congress (Munichi, Germany)

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Y. Oshita, T. Koga, T. Kamimura, H. Aizawa

【論　　題】 Impact of chronic rhinosinusitis on clinical presentation in patients with asthma

【雑 誌 名】 16th ERS Annual Congress (Munichi, Germany)

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 T. Koga, K. Fujimoto, K. Ide, Y. Oshita, T. Kamimura, H. Aizawa

【論　　題】 Spirometric analysis of ex-smokers in a general population

【雑 誌 名】 16th ERS Annual Congress (Munichi, Germany)

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Koga T, Kawaguchi A, Aizawa H

【論　　題】 Physical activity and cardiovascular risk in children.

【雑 誌 名】 Lancet

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 368 , 1326-1327
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22.内科学（血液）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 金地 泰典、濱崎 直孝

【論　　題】 血栓症 (とくに静脈血栓塞栓症 )の遺伝的背景

【雑 誌 名】 綜合臨床

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 55 , 1804-1809

【著　　者】 橋口 道俊、岡村 孝

【論　　題】 腹部超音波エコーによる門脈血流と肝 VODの早期発見

【雑 誌 名】 血液・腫瘍科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 402-408

【著　　者】 岡村 孝

【論　　題】 造血器悪性腫瘍の病態解明と治療の進歩

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 243-250

【著　　者】 原田 実根、岡村 孝、下田 和哉、小峰 光博

【論　　題】 臨床血液

【雑 誌 名】 骨髄線維症診療の参照ガイド

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 47 , 662-677

【著　　者】 岡村 孝

【論　　題】 骨髄線維症

【雑 誌 名】 血液フロンティア

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 1019-1029

【著　　者】 Takayama G, Arima K, Kanaji T, Toda S, Tanaka H, Shoji S, McKenzie AN, Nagai H,
Hotokebuchi T, Izuhara K.

【論　　題】 Periostin:a novel component of subepithelial fibrosis of bronchial asthma downstream
of IL-4 and IL-13 signals.

【雑 誌 名】 The Journal of allergy and clinical immunology

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 118 , 98-104
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【著　　者】 Goda C, Kanaji T, Kanaji S, Tanaka G, Arima K, Ohno S, Izuhara K.

【論　　題】 Involvement of IL-32 in activation-induced cell death in T cells.

【雑 誌 名】 International immunology

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 18 , 233-240

【著　　者】 Korenori Ohtsubo, Eijiro Oku, Rie Imamura, Ritsuko Seki, Michitoshi Hashiguchi,
Koichi Osaki, Kazuaki Yakushiji, Kohji Yoshimoto, Hideaki Ogata, Hiroaki
Nagamatsu, Eiji Ando, Kazuhide Shimamatsu, Takashi Okamura, Michio Sata.

【論　　題】 Simultaneous Hepatic Relapse of Non-Hodgkins Lymphoma and Hepatocellular
Carcinoma in a Patient with Hepatitis C Virus-Related Cirrhosis

【雑 誌 名】 Acta Haematologica

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 116 , 266-271

【著　　者】 Masuda J,Mitsuyama K,Yamasaki H,Takedatsu H,Okamura T,Andoh A,Murohara
T,Asahara T,Sata M.

【論　　題】 Depletion of circulating endothelial progenitor cells in the peripheral blood of patients
with ulcerative colitis.

【雑 誌 名】 International Journal of Molecular Medicine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kanaji T, Watanabe K, Hattori S, Urata M, Iida H, Kinoshita S, Kayamori Y, Kang D,
Hamasaki N.

【論　　題】 Factor XII gene (F12) -4C/C polymorphism in combination with low protein S activity
is associated with deep vein thrombosis.

【雑 誌 名】 Thrombosis and haemostasis

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 96 , 854-855

【著　　者】 Izuhara k, Arima k, Kanaji S, Ohta S, Kanaji T.

【論　　題】 a promisimg therapeutic target for bronchial asthma.

【雑 誌 名】 Current medicinal chemistry

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 2291-2298

「その他」

【著　　者】 宮原 健輔、今村 理恵、奥 英二郎、関 律子、大坪 維範、橋口 道俊、大崎 浩一、
吉本 幸治、城島 浩人、岡村 孝

【論　　題】 APLに非典型的な表面マーカーを認めた microgranular typeの 2例

【雑 誌 名】 第 275回 日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 是此田 博子、大坪 維範、奥 英二郎、高田 由香、関 律子、今村 理恵、橋口 道俊、
大崎 浩一、薬師寺 和昭、金地 泰典、吉本 幸治、城島 浩人、岡村 孝

【論　　題】 汎血球減少を契機に診断された非分泌型多発性骨髄腫の 1例

【雑 誌 名】 第 275回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 金地 泰典、田代 恭子、岡村 孝

【論　　題】 外科手術後の組織接着剤使用による一過性凝固 V因子インヒビター症例

【雑 誌 名】 第 29回日本血栓止血学会学術集会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 奥 英二郎、岡村 孝

【論　　題】 脾膿瘍を形成し、摘脾により著効した白血病合併播種性トリコスポロン症の一例

【雑 誌 名】 第 76回 日本感染症学会西日本地方会総会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 是此田 博子、大坪 維範、奥 英二郎、高田 由香、関 律子、今村 理恵、橋口 道俊、
大崎 浩一、薬師寺 和昭、金地 泰典、吉本 幸治、城島 浩人、岡村 孝

【論　　題】 汎血球減少を契機に診断された非分泌型多発性骨髄腫の 1例

【雑 誌 名】 第 275回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 西 眞範、前田 真穂美、若山 一夫、中里 幸恵、金地 泰典、出原 賢治、石井 栄一

【論　　題】 偽性血小板減少を呈した Fechtner症候群の兄弟例

【雑 誌 名】 第 48回 日本小児血液学会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 金地 泰典、渡邊 久美子、服部 幸子、浦田 美秩代、飯田 廣子、木下 幸子、栢森
裕三、康 東天、濱崎 直孝

【論　　題】 九州大学病院検査部静脈血栓塞栓症 85症例の解析、12因子遺伝子多型とプロテ
イン S活性低下との相関

【雑 誌 名】 第 68回日本血液学会総会・第 47回日本臨床血液学会総会 合同開催

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 関 律子、岡村 孝、井出達也、神代龍吉、佐田通夫、上坂伸宏、丸山 徹

【論　　題】 慢性肝炎における赤血球変形能の低下とエイコサペンタエン酸の効果

【雑 誌 名】 第 83回日本生理学会大会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】
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【著　　者】 橋口道俊、今村理恵、薬師寺和昭、大坪維範、吉本幸治、緒方秀章、大崎浩一、
関 律子、岡村 孝、佐田通夫

【論　　題】 自家移植後の 2nd relapse(MRD 再発 )の急性前骨髄球性白血病に亜砒酸治療で 3
回目の寛解導入に成功し、HLA 一致ドナーから同種末梢血幹細胞移植を行い寛解
を維持している一例

【雑 誌 名】 第 28回日本造血細胞移植学会総会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nishikii H, Eto K, Kanaji T, Ware J, Nakauchi H, etc.

【論　　題】 Metalloproteinase Regulation Determines Integrin allbβ 3 Function and Enhances the
Capacity of ES Cell-Derived Platelets.

【雑 誌 名】 American Society of Hematology(ASH)

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Guerrero JA, Kanaji T, Liu J, Russell S, Gartner TK, Ware J, etc.

【論　　題】 In Vivo Relevance for Platelet Glycoprotein Iba Residue Tyr276 in Thrombus
Formation. Session Type:Oral Session.

【雑 誌 名】 American Society of Hematology(ASH)

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】
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23.内科学（消化器）

「単行本 /著書」

【著　　者】 上野隆登、鳥村拓司、佐田通夫 .
本田 浩 監修 .

【タイトル】 2. 肝細胞癌の増大に伴う線維性被膜形成と癌組織内血洞の形態変化

【書名・発行所】「肝癌の多段階発育・肝腫瘍と間質 (肝血流動態イメージ研究会シンポジウム記録
集 )」メディカルトリビューン社

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 40-48

【著　　者】 川口 巧、佐田通夫 .
北村 聖 編 .

【タイトル】 主な疾病と診療 1 肝疾患 1 ウイルス肝炎

【書名・発行所】「臨床病態学 2 巻」ヌーヴェル ヒロカワ

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 101-112

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 .
岩男 泰 編 .

【タイトル】 腫瘍性疾患の診かた

【書名・発行所】「大腸疾患の内視鏡診断と治療」診断と治療社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 70-78

【著　　者】 富安信夫、鶴田 修 .
丹羽康正 編 .

【タイトル】 Case 5 潰瘍性大腸炎 (左側大腸炎型 )

【書名・発行所】「症状からみた消化器疾患の診断と治療」診断と治療社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 123-126

【著　　者】 田中信治、工藤進英、鶴田 修 .
日本消化器内視鏡学会 監修 .

【タイトル】 早期大腸癌内視鏡治療ガイドライン

【書名・発行所】「消化器内視鏡ガイドライン」医学書院

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 284-298

【著　　者】 神代龍吉 .
竹井謙之、他 編 .

【タイトル】 薬物性肝障害の今日的問題

【書名・発行所】「消化器疾患 Ver.3 - state of arts II. 肝・胆・膵」医歯薬出版

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 552-555
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【著　　者】 於保和彦 .
竹井謙之、他 編 .

【タイトル】 静脈瘤に対する内視鏡および薬物療法

【書名・発行所】「消化器疾患 Ver.3 - state of arts II. 肝・胆・膵」朝倉書店

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 473-477

【著　　者】 原田 大、川口 巧 .
竹井謙之、川崎誠治 編 .

【タイトル】 HCV 感染とインスリン抵抗性

【書名・発行所】「別冊・医学のあゆみ 消化器疾患 state of arts   II.肝・胆・膵 Ver.3 」医歯薬出版

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 175-177

【著　　者】 中村 徹、鳥村拓司、坂本雅晴、谷口英太郎、橋本 修、井上欣哉、坂田隆一郎、上
野隆登、佐田通夫 .
小俣政男 編 .

【タイトル】 血管内皮前駆細胞移植による肝線維化抑制、肝再生促進および生存率改善効果

【書名・発行所】「消化器疾患における網羅的遺伝子解析から分子標的治療」アークメディア

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 113-118

【著　　者】 唐原 健、鶴田 修 .
丹羽康正 編 .

【タイトル】 Case 16 進行大腸がん

【書名・発行所】「症状からみた消化器疾患の診断と治療」診断と治療社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 175-177

【著　　者】 神代龍吉 .
岡元和文 編 .

【タイトル】 31. 急性肝炎 / 劇症肝炎

【書名・発行所】「救急・集中治療」総合医学社

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 1046-1051

【著　　者】 本田 和、神代龍吉 .
渡辺嘉之 編 .

【タイトル】 劇症肝炎の管理指針 ( Guidelines for fulminant hepatic failure )

【書名・発行所】「救急・集中治療」総合医学社

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 751-752

23.内科学（消化器）

- 72 -



【著　　者】 吉森建一、鶴田 修、豊永 純 .
田尻久雄 編 .

【タイトル】 大腸腫瘍の pit pattern 診断における NBI の有用性

【書名・発行所】「特殊光による内視鏡アトラス - NBI・AFI・IRI 診断の最前線」日本メディカルセ
ンター

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 140-149

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、唐原 健、吉森建一、佐田通夫

【タイトル】 拡大内視鏡観察による大腸腫瘍の治療法選択 - 内視鏡治療か外顆的治療か

【書名・発行所】「大腸 EMR ・ ESD の基本手技」株式会社メジカルビュー社

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 193-195

【著　　者】 井出達也、佐田通夫 .
和田 攻、大久保昭行、他 編 .

【タイトル】 急性肝炎

【書名・発行所】「内科外来診療実践ガイド - 縮刷版 -」文光堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 171-173

【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q53 海外旅行に行くのですが、ウイルス性肝炎の予防接種は必要ですか ?

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 175-177

【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q22 ウイルス量が多いといわれました。重い肝炎なのですか ?悪化が早いのか心
配です。

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 74-75

【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q21 C 型肝炎キャリアは仕事をやめなくてはなりませんか ?また仕事上の制限を
受けますか ?

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 73
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【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q8 シカやイノシシの生肉を食べると肝炎になるという記事を読みました。好物な
のですが肝炎にかからぬようにワクチンを打っていただけますか ?

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 25-26

【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q55 キャリアの血液に触れたのですが、どのように対処したらよいでしょうか ?

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 180-182

【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q54 ウイルス性肝炎のワクチンはないのですか ?

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 178-179

【著　　者】 佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Q6 最近口内炎がよく出来ます。肝臓が悪いことと関係があるのでしょうか ?

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療」南山堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 18-20

【著　　者】 佐田通夫、長尾由実子 .
佐川公矯、他 編 .

【タイトル】 C 型肝炎はなぜ恐いのか

【書名・発行所】「医療者の共同作業による病院感染対策」 五絃舎

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 131-143

【著　　者】 上野隆登、鳥村拓司、佐田通夫 .
本田 浩 監修 .

【タイトル】 2. 肝細胞癌の増大に伴う線維性被膜形成と癌組織内血洞の形態変化

【書名・発行所】「肝癌の多段階発育・肝腫瘍と間質 (肝血流動態イメージ研究会シンポジウム記録
集 )」メディカルトリビューン社

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 40-48
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【著　　者】 鶴田 修 .
佐藤信紘 編 .

【タイトル】 内視鏡による治診と治療 - 私の経験と今後の希望 -

【書名・発行所】「内視鏡医療 - 創造と実践 -」メディカルレビュー社

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 172-174

【著　　者】 鶴田 修 .
佐藤信紘 編 .

【タイトル】 私の考える内視鏡の教育・研究システム

【書名・発行所】「内視鏡の教育・研修 ～各内視鏡医の取り組み～」メディカルレビュー社

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 210-212

【著　　者】 神代龍吉、川口 巧 .
肝と栄養の会編

【タイトル】 5 肝癌を合併している場合

【書名・発行所】「実践 肝疾患の栄養療法」南江堂

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 103-106

【著　　者】 神代龍吉 .
石井裕正 編 .

【タイトル】 糖尿病治療薬と薬物性肝障害

【書名・発行所】「別冊・医学のあゆみ 薬物性肝障害をめぐって」医歯薬出版

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37-41

【著　　者】 於保和彦、豊永 純、佐田通夫 .
棟方昭博、他 編 .

【タイトル】 門脈圧亢進症 (肝硬変以外 )の診断基準

【書名・発行所】「消化器疾患の診断基準病型分類重症度の用い方」日本メディカルセンター

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 232-240

【著　　者】 於保和彦、豊永 純 .
井廻道夫、他 編 .

【タイトル】 門脈圧亢進症

【書名・発行所】「肝臓病学」朝倉書店

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 173-188

23.内科学（消化器）

- 75 -



【著　　者】 久持顕子、佐田通夫 .
石井裕正 編 .

【タイトル】 健康食品・民間薬による薬物性肝障害の動向 - 見落とさないための秘訣

【書名・発行所】「別冊・医学のあゆみ 薬物性肝障害をめぐって」医歯薬出版

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 70-75

【著　　者】 井出達也、佐田通夫 .
井廻道夫、他 編 .

【タイトル】 急性ウイルス肝炎

【書名・発行所】「肝臓病学」朝倉書店

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 196-204

【著　　者】 Ide T

【タイトル】 Needlestick Accident and hepatitis virus contamination

【書名・発行所】 Seminar on infectious hepatitis, its epidemiology, prevention and treatment

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 板野 哲、久富順次郎、長岡 栄、秋吉順史、田尻能祥、安本 潔、佐田通夫

【論　　題】 脳転移と骨転移を伴った肺癌 (腺癌 )肝転移に対し TS-1 内服併用 GEM + CDDP
肝動注を施行し著効が得られた 1 例

【雑 誌 名】 Liver Cancer

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 12 , 190-196

【著　　者】 木下壽文、酒井丈典、大塚隆彦、丸山祐一郎、川原隆一、石川博人、安永昌史、
内田信治、奥田康司、白水和雄、岡部義信、菅 偉哉

【論　　題】 乳頭部腫瘍の長期予後と予後因子 3. 長期成績と予後因子

【雑 誌 名】 外科

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 68 , 1193-1198

【著　　者】 Yoshida T, Hisamoto T, Akiba J, Koga H, Nakamura K, Tokunaga Y, Hanada S,
Kumemura H, Maeyama M, Harada M, Ogata H, Yano H, Kojiro M, Ueno T,
Yoshimura A, Sata M

【論　　題】 Spreds, inhibitors of the Ras/ERK signal transduction, are dysregulated in human
hepatocellular carcinoma and linked to the malignant phenotype of tumors

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 25 , 6056-6066

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Mitsuyama K, Matsumoto S, Rose-John S, Suzuki A, Hara T, Tomiyasu N, Handa K,
Tsuruta O, Funabashi H, Scheller J, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 STAT3 activation via interleukin 6 trans-signalling contributes to ileitis in SAMP1/Yit
mice

【雑 誌 名】 Gut

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 55 , 1263-1269

【著　　者】 Yano Y, Yamashita F, Kuwaki K, Fukumori K, Kato O, Yamamoto H, Ando E,
Tanaka M, Sata M

【論　　題】 Clinical features of hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma and their
association with alpha-fetoprotein and protein induced by vitamin K absence or
antagonist-II

【雑 誌 名】 Liver Int

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 26 , 789-795

【著　　者】 木下壽文、酒井丈典、丸山祐一郎、川原隆一、石川博人、安永昌史、内田信治、
奥田康司、白水和雄、岡部義信、菅 偉哉、佐田通夫

【論　　題】 胆管癌の肉眼型と予後との関係 - 胆管切除術の見直し -

【雑 誌 名】 胆と膵

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 27 , 621-625

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、唐原 健、澤 優子、吉森建一、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 LST-NG pseudo-depressed type 粘膜内病変の 1 例

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 10 , 446-447

【著　　者】 中原慶太、立石秀夫、鶴田 修、渡辺靖友、田宮芳孝、芹川 習、米湊 健、豊永 純、
佐田通夫、武田仁良、有馬信之

【論　　題】 陥凹型胃癌に対する X 線的深達度診断プロセス

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 41 , 1327-1342

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫、鈴木史雄、野林晴彦、川上 裕

【論　　題】 優れた薬物療法のさらなる普及をめざして - C 型肝炎ウイルス感染者におけるイ
ンターフェロン療法受療の現状と考察 -

【雑 誌 名】 RESEARCH PAPER SERIES

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 32 , 1-81

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Taniguchi E, Nakamura T, Inoue K, Sakata R,
Hashimoto O, Sakamoto M, Ohira H, Kumashiro R, Sata M, Yano H, Kojiro M,
Veitonmaki N, Cao Y

【論　　題】 Gene transfer of kringle 1-5 suppresses tumor development and improves prognosis of
mice with hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 130 , 1301-1310

【著　　者】 菅 偉哉、鶴田 修、岡部義信、斎藤文彦、内藤嘉紀、朽網留美子、品川正治、内田
政史、木下壽文、神代正道、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 膵漿液性嚢胞腺腫 solid type の 1 例

【雑 誌 名】 膵臓

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 21 , 76-83

【著　　者】 水田由紀子、岸本幸也、松隈則人、山崎三樹、高木浩史、嶋田麻里、磯辺 真、豊
永 純、佐田通夫、神代正道

【論　　題】 メシル酸イマチニブが奏効した術後再発胃原発 Gastrointestinal Stromal Tumor の 1
例

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 83 , 623-626

【著　　者】 吉森建一、鶴田 修、河野弘志、唐原 健、豊永 純

【論　　題】 ( 4 ) リンパ節転移を認めた表面陥凹型由来の sm 癌の 1 例

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 10 , 152-154

【著　　者】 Mitsuyama K, Suzuki A, Tomiyasu N, Tsuruta O, Kitazaki S, Takeda T, Satoh Y,
Bennett BL, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Pro-inflammatory signaling by Jun-N-terminal kinase in inflammatory bowel disease

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 17 , 449-455

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫、鈴木史雄、野林晴彦、川上 裕

【論　　題】 C 型肝炎ウイルス持続感染者に対する薬物療法 - インターフェロン療法の普及と
その現状 -

【雑 誌 名】 政策研ニュース

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 19 , 21-23

23.内科学（消化器）
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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】 (17) 消化管異物症例

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 10 , 66-67

【著　　者】 Mitsuyama K, Tomiyasu N, Suzuki A, Takaki K, Takedatsu H, Masuda J, Yamasaki
H, Matsumoto S, Tsuruta O, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 A form of circulating interleukin-6 receptor component soluble gp130 as a potential
interleukin-6 inhibitor in inflammatory bowel disease

【雑 誌 名】 Clin Exp Immunol

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 143 , 125-131

【著　　者】 多比良朋希、内藤嘉紀、河原明彦、横山俊朗、岡部義信、鹿毛政義

【論　　題】 超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診で診断した膵原発非機能性膵内分泌癌の 1 例

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会雑誌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 45 , 12-16

【著　　者】 Ando E, Kuromatsu R, Tanaka M, Takada A, Fukushima N, Sumie S, Nagaoka S,
Akiyoshi J, Inoue K, Torimura T, Kumashiro R, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Surveillance program for early detection of hepatocellular carcinoma in Japan: results
of specialized department of liver disease

【雑 誌 名】 J Clin Gastroenterol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 40 , 942-948

【著　　者】 Ogata K, Ide T, Kumashiro R, Kumada H, Yotsuyanagi H, Okita K, Akahane Y,
Kaneko S, Tsubouchi H, Tanaka E, Moriwaki H, Nishiguchi S, Kakumu S, Mizokami
M, Iino S, Sata M

【論　　題】 Timing of interferon therapy and sources of infection in patients with acute hepatitis C

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 35-40

【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Yutani S, Ide T, Sata M, Itoh K, Yamada A

【論　　題】 New Epitope Peptides Derived from Hepatitis C Virus (HCV) 2a Which Have the
Capacity to Induce Cytotoxic T Lymphocytes in HLA-A2(+) HCV-Infected Patients

【雑 誌 名】 Microbiol Immunol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 857-865

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 権藤和久、小野哲治朗、都田憲司、向笠道太、宗 篤史、今村賢一郎、佐田通夫

【論　　題】 初回治療に bezafibrate の単独投与が有効であった原発性硬化性胆道炎の 1 例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 103 , 643-649

【著　　者】 井出達也、西田秀美、矢野淳子、田中英明、奥田誠也、佐田通夫

【論　　題】 C 型慢性肝炎への IFNα -2b・リバビリン療法における二重濾過血漿交換併用療
法の臨床的検討

【雑 誌 名】 日本アフェレシス学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 233-239

【著　　者】 Nagaoka S, Itano S, Ishibashi M, Torimura T, Baba K, Akiyoshi J, Kurogi J,
Matsugaki S, Inoue K, Tajiri N, Takada A, Ando E, Kuromatsu R, Kaida H, Kurogi M,
Koga H, Kumashiro R, Hayabuchi N, Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Value of fusing PET plus CT images in hepatocellular carcinoma and combined
hepatocellular and cholangiocarcinoma patients with extrahepatic metastases:
preliminary findings.

【雑 誌 名】 Liver Int

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 781-788

【著　　者】 福嶋博文、加藤絵美子、長山幸路、白地 哲、佐田通夫

【論　　題】 自己免疫性膵炎に自己免疫性血小板減少を合併した 1 例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 103 , 661-666

【著　　者】 Naito Y, Kinoshita H, Okabe Y, Kawahara R, Sakai T, Suga H, Arikawa S, Oshima K,
Kojiro M

【論　　題】 CD56 ( NCAM ) expression in pancreatic carcinoma and the surrounding pancreatic
tissue

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 53 , 59-62

【著　　者】 Mitsuyama K, Sata M, Rose-John S

【論　　題】 Interleukin-6 trans-signaling in inflammatory bowel disease

【雑 誌 名】 Cytokine Growth Factor Rev

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 17 , 451-461

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Hanai H, Iida T, Takeuchi K, Watanabe F, Maruyama Y, Andoh A, Tsujikawa T,
Fujiyama Y, Mitsuyama K, Sata M, Yamada M, Iwaoka Y, Kanke K, Hiraishi H,
Hirayama K, Arai H, Yoshii S, Uchijima M, Nagata T, Koide Y

【論　　題】 Curcumin maintenance therapy for ulcerative colitis: randomized, multicenter,
double-blind, placebo-controlled trial

【雑 誌 名】 Clin Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 4 , 1502-1506

【著　　者】 Hashimoto O, Shinkawa M, Torimura T, Nakamura T, Selvendiran K, Sakamoto M,
Koga H, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Cell cycle regulation by the Wee1 inhibitor PD0166285, pyrido [2,3-d] pyimidine, in
the B16 mouse melanoma cell line

【雑 誌 名】 BMC Cancer

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 6 , 292

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Koga H,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Telmisartan inhibits AGE-induced C-reactive protein production through
downregulation of the receptor for AGE via peroxisome proliferator-activated
receptor-gamma activation

【雑 誌 名】 Diabetologia

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 49 , 3094-3099

【著　　者】 Kumashiro R, Koga Y, Kuwahara R, Ide T, Hino T, Tanaka K, Hisamochi A, Ogata K,
Takao Y, Koga H, Nishida H, Okuda S, Sakamoto T, Sata M

【論　　題】 Granulocytapheresis (GCAP) for severe alcoholic hepatitis-A preliminary report

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 36 , 229-236

【著　　者】 Aishima S, Basaki Y, Oda Y, Kuroda Y, Nishihara Y, Taguchi K, Taketomi A,
Maehara Y, Hosoi F, Maruyama Y, Fotovati A, Oie S, Ono M, Ueno T, Sata M, Yano
H, Kojiro M, Kuwano M, Tsuneyoshi M

【論　　題】 High expression of insulin-like growth factor binding protein-3 is correlated with
lower portal invasion and better prognosis in human hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 Cancer sci

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 97 , 1182-1190

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Kumashiro R, Koga Y, Kuwahara R, Ide T, Hino T, Tanaka K, Hisamochi A, Ogata K,
Takao Y, Koga H, Nishida H, Okuda S, Sakamoto T, Sata M

【論　　題】 Granulocytapheresis (GCAP) for severe alcoholic hepatitis-A preliminary report

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 36 , 229-236

【著　　者】 Yamaguchi R, Okabe Y, Jimi A, Shiota K, Kodama T, Naito Y, Yasunaga M,
Kinoshita H, Kojiro M

【論　　題】 Pancreatic acinar cell carcinoma extending into the common bile and main pancreatic
ducts

【雑 誌 名】 Pathol Int

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 56 , 633-637

【著　　者】 Takeda T, Mitsuyama K, Tsuruta O, Kuboyama S, Kitazaki S, Sata M

【論　　題】 Role of vascular endothelial growth factor in protein loss of Menetrier's disease

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 18 , 571-576

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Inoue H, Ueno T, Sata
M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks the interleukin-6 signaling to
C-reactive protein expression in Hep3B cells by suppressing Rac-1 activation

【雑 誌 名】 Life Sci

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 79 , 1981-1987

【著　　者】 Yoshida T, Hisamoto T, Akiba J, Koga H, Nakamura K, Tokunaga Y, Hanada S,
Kumemura H, Maeyama M, Harada M, Ogata H, Yano H, Kojiro M, Ueno T,
Yoshimura A, Sata M

【論　　題】 Spreds, inhibitors of the Ras/ERK signal transduction, are dysregulated in human
hepatocellular carcinoma and linked to the malignant phenotype of tumors

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 25 , 6056-6066

【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Komatsu N, Ono T, Sata M, Itoh K, Yamada A

【論　　題】 Identification of hepatitis C virus (HCV) 2a-derived epitope peptides having the
capacity to induce cytotoxic T lymphocytes in human leukocyte antigen-A24+ and
HCV2a-infected patients

【雑 誌 名】 Cell Immunol

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 241 , 38-46

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Yano Y, Yamashita F, Kuwaki K, Fukumori K, Kato O, Yamamoto H, Ando E,
Tanaka M, Sata M

【論　　題】 Clinical features of hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma and their
association with alpha-fetoprotein and protein induced by vitamin K absence or
antagonist-II

【雑 誌 名】 Liver Int

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 26 , 789-795

【著　　者】 Mitsuyama K, Matsumoto S, Rose-John S, Suzuki A, Hara T, Tomiyasu N, Handa K,
Tsuruta O, Funabashi H, Scheller J, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 STAT3 activation via interleukin 6 trans-signalling contributes to ileitis in SAMP1/Yit
mice

【雑 誌 名】 Gut

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 55 , 1263-1269

【著　　者】 Nagaoka S, Itano S, Ishibashi M, Torimura T, Baba K, Akiyoshi J, Kurogi J,
Matsugaki S, Inoue K, Tajiri N, Takada A, Ando E, Kuromatsu R, Kaida H, Kurogi M,
Koga H, Kumashiro R, Hayabuchi N, Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Value of fusing PET plus CT images in hepatocellular carcinoma and combined
hepatocellular and cholangiocarcinoma patients with extrahepatic metastases:
preliminary findings

【雑 誌 名】 Liver Int

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 26 , 781-788

【著　　者】 Morimatsu Y, Akao N, Akiyoshi H, Kawazu T, Okabe Y, Aizawa H

【論　　題】 A familial case of visceral larva migrans after ingestion of raw chicken livers:
appearance of specific antibody in bronchoalveolar lavage fluid of the patients

【雑 誌 名】 Am J Trop Med Hyg

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 75 , 303-306

【著　　者】 中原慶太、立石秀夫、鶴田 修、渡辺靖友、田宮芳孝、芹川 習、米湊 健、豊永 純、
佐田通夫、武田仁良、有馬信之

【論　　題】 陥凹型胃癌に対する X 線的深達度診断プロセス

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 41 , 1327-1342

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Taniguchi E, Kawaguchi T, Shimada M, Kuwahara R, Nagao Y, Otsuka M, Iwasaki S,
Matsuda T, Ibi R, Shiraishi S, Itou M, Oriishi T, Kumashiro R, Tanaka S, Saruwatari
Y, Sata M

【論　　題】 Branched-chain amino Acid supplementation complements conventional treatment for
spontaneous bacterial peritonitis

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 51 , 1057-1060

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Liposome-mediated gene transfer of K1-5 suppresses tumor development and
improves the prognosis of hepatocellular carcinoma in mice

【雑 誌 名】 Med Mol Morphol

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 39 , 72-78

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Yoshida T, Shimizu K, Takegami Y, Shimizu T,
Inoue H, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment-epithelium-derived factor (PEDF) inhibits angiotensin-II-induced vascular
endothelial growth factor (VEGF) expression in MOLT-3 T cells through
anti-oxidative properties

【雑 誌 名】 Microvasc Res

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 71 , 222-226

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Ueno T,
Sata M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) inhibits advanced glycation end product
(AGE)-induced C-reactive protein expression in hepatoma cells by suppressing Rac-1
activation

【雑 誌 名】 FEBS Lett

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 580 , 2788-2796

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

【論　　題】 Antibody to hepatitis B core antigen is associated with the development of
hepatocellular carcinoma in hepatitis C virus-infected persons: a 12-year prospective
study

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 17 , 827-832
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【著　　者】 Selvendiran K, Koga H, Ueno T, Yoshida T, Maeyama M, Torimura T, Yano H,
Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Luteolin promotes degradation in signal transducer and activator of transcription 3 in
human hepatoma cells: an implication for the anti-tumor potential of flavonoids

【雑 誌 名】 Cancer Res

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 66 , 4826-4834

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Taniguchi E, Nakamura T, Inoue K, Sakata R,
Hashimoto O, Sakamoto M, Ohira H, Kumashiro R, Sata M, Yano H, Kojiro M,
Veitonmaki N, Cao Y

【論　　題】 Gene Transfer of Kringle 1-5 Suppresses Tumor Development and Improves Prognosis
of Mice With Hepatocellular Carcinoma

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 130 , 1301-1310

【著　　者】 Harada E, Nishiyori A, Tokunaga Y, Watanabe Y, Kuriya N, Kumashiro R, Kuno T,
Kuromaru R, Hirose S, Ichikawa K, Yoshino M

【論　　題】 Late-onset ornithine transcarbamylase deficiency in male patients: prognostic factors
and characteristics of plasma amino acid profile

【雑 誌 名】 Pediatr Int

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 48 , 105-111

【著　　者】 Ogata H, Chinen T, Yoshida T, Kinjyo I, Takaesu G, Shiraishi H, Iida M, Kobayashi
T, Yoshimura A

【論　　題】 Loss of SOCS3 in the liver promotes fibrosis by enhancing STAT3-mediated
TGF-beta1 production

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 25 , 2520-2530

【著　　者】 Mitsuyama K, Suzuki A, Tomiyasu N, Tsuruta O, Kitazaki S, Takeda T, Satoh Y,
Bennett BL, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Pro-inflammatory signaling by Jun-N-terminal kinase in inflammatory bowel disease

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 17 , 449-455

【著　　者】 Kanauchi O, Fukuda M, Matsumoto Y, Ishii S, Ozawa T, Shimizu M, Mitsuyama K,
Andoh A

【論　　題】 Eubacterium limosum ameliorates experimental colitis and metabolite of microbe
attenuates colonic inflammatory action with increase of mucosal integrity

【雑 誌 名】 World J Gastroenterol

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 12 , 1071-1077
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【著　　者】 Taniguchi E, Kin M, Torimura T, Nakamura T, Kumemura H, Hanada S, Hisamoto T,
Yoshida T, Kawaguchi T, Baba S, Maeyama M, Koga H, Harada M, Kumashiro R,
Ueno T, Mizuno S, Ikeda H, Imaizumi T, Murohara T, Sata M

【論　　題】 Endothelial progenitor cell transplantation improves the survival following liver injury
in mice

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 130 , 521-531

【著　　者】 Mitsuyama K, Tsuruta O, Matsui Y, Harada K, Tomiyasu N, Suzuki A, Takaki K,
Masuda J, Handa K, Satoh Y, Bennett BL, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Activation of c-Jun N-terminal kinase (JNK) signalling in experimentally induced
gastric lesions in rats

【雑 誌 名】 Clin Exp Immunol

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 143 , 24-29

【著　　者】 Takaki K, Mitsuyama K, Tsuruta O, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Attenuation of experimental colonic injury by thiazolidinedione agents

【雑 誌 名】 Inflamm Res

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 55 , 10-15

【著　　者】 Mitsuyama K, Tsuruta O, Tomiyasu N, Takaki K, Suzuki A, Masuda J, Yamasaki H,
Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Increased Circulating Concentrations of Growth-Related Oncogene (GRO)-alpha in
Patients with Inflammatory Bowel Disease

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 51 , 173-177

【著　　者】 Makino I, Nakamura K, Sato Y, Sato Y, Sezai S, Ikeda Y, Shinmura W, Watahiki H,
Yamamoto H, Hioki Y, Suzuki M, Kumada T, Honda T, Rikitoku T, Hisanaga Y,
Fukui H, Yamao J, Kawasaki H, Hosoda A, Onji M, Matsui H, Sata M, Torimura T,
Oho K, Maekawa R, Takagi Y,  Shakado S, Nakayama M, Gondo K, Fukushima H,
Kusaba T, Tsubouchi H, Hayashi K, Hori T, Iida Y, Yutoku K, Maetani N, Kubo Y,
Miyata Y

【論　　題】 Postmarketing surveillance of rabeprazole in upper gastrointestinal peptic lesions in
Japanese patients with coexisting hepatic disorders

【雑 誌 名】 Curr Ther Res Clin Exp

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 67 , 1-20
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【著　　者】 Mitsuyama K, Tomiyasu N, Suzuki A, Takaki K, Takedatsu H, Masuda J, Yamasaki
H, Matsumoto S, Tsuruta O, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 A form of circulating interleukin-6 receptor component soluble gp130 as a potential
interleukin-6 inhibitor in inflammatory bowel disease

【雑 誌 名】 Clin Exp Immunol

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 143 , 125-131

【著　　者】 Mitsuyama K, Tsuruta O, Matsui Y, Harada K, Tomiyasu N, Suzuki A, Takaki K,
Masuda J, Handa K, Satoh Y, Bennett BL, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Activation of c-Jun N-terminal kinase (JNK) signalling in experimentally induced
gastric lesions in rats

【雑 誌 名】 Clin Exp Immunol

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 143 , 24-29

【著　　者】 Yagi Y, Andoh A, Inatomi O, Bamba S, Tsujikawa T, Fujiyama Y, Mitsuyama K,
Yoshida T

【論　　題】 Modulation of platelet aggregation responses by leukocytapheresis therapy in patients
with active ulcerative colitis

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 41 , 540-546

【著　　者】 Suzuki A, Mitsuyama K, Koga H, Tomiyasu N, Masuda J, Takaki K, Tsuruta O,
Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Bifidogenic growth stimulator for the treatment of active ulcerative colitis: a pilot
study

【雑 誌 名】 Nutrition

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 76-81

【著　　者】 Mitsuyama K, Tomiyasu N, Takaki K, Masuda J, Yamasaki H, Kuwaki K, Takeda T,
Kitazaki S, Tsuruta O, Sata M

【論　　題】 Interleukin-10 in the pathophysiology of inflammatory bowel disease: increased serum
concentrations during the recovery phase

【雑 誌 名】 Mediators Inflamm

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 2006 , 26875

【著　　者】 Ueno T, Nakamura T, Torimura T, Sata M

【論　　題】 Angiogenic cell therapy for hepatic fibrosis

【雑 誌 名】 Med Mol Morphol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 39 , 16-21
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【著　　者】 Ikeda M, Fujiyama S, Tanaka M, Sata M, Ide T, Yatsuhashi H, Watanabe H

【論　　題】 Clinical features of hepatocellular carcinoma that occur after sustained virological
response to interferon for chronic hepatitis C

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 122-128

【著　　者】 Murashima S, Tanaka M, Haramaki M, Yutani S, Nakashima Y, Harada K, Ide T,
Kumashiro R, Sata M

【論　　題】 A decrease in AFP level related to administration of interferon in patients with chronic
hepatitis C and a high level of AFP

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 51 , 808-812

【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Akiyoshi J, Itano S, Otsuka M, Iwasaki S,
Matsuda T, Ibi R, Shiraishi S, Oriishi T, Tanaka S, Saruwatari Y, Sata M

【論　　題】 Appearance-specific satiety increases appetite and quality of life in patients with
metastatic liver tumor: a case report

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 41-46

【著　　者】 Ando E, Kuromatsu R, Tanaka M, Takada A, Fukushima N, Sumie S, Nagaoka S,
Akiyoshi J, Inoue K, Torimura T, Kumashiro R, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Surveillance program for early detection of hepatocellular carcinoma in Japan: results
of specialized department of liver disease

【雑 誌 名】 J Clin Gastroenterol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 40 , 942-948

【著　　者】 Ogata K, Ide T, Kumashiro R, Kumada H, Yotsuyanagi H, Okita K, Akahane Y,
Kaneko S, Tsubouchi H, Tanaka E, Moriwaki H, Nishiguchi S, Kakumu S, Mizokami
M, Iino S, Sata M

【論　　題】 Timing of interferon therapy and sources of infection in patients with acute hepatitis C

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 35-40

【著　　者】 Sasaki N, Ueno T, Morita Y, Nagata E, Sata M

【論　　題】 Usefulness of serum hepatic fibrosis markers in the diagnosis of nonalcoholic
steatohepatitis ( NASH )

【雑 誌 名】 Hepatogastroenterol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 678-681
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【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Yutani S, Ide T, Sata M, Itoh K, Yamada A

【論　　題】 New Epitope Peptides Derived from Hepatitis C Virus (HCV) 2a Which Have the
Capacity to Induce Cytotoxic T Lymphocytes in HLA-A2(+) HCV-Infected Patients

【雑 誌 名】 Microbiol Immunol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 857-865

【著　　者】 Korenori Ohtsubo, Eijiro Oku, Rie Imamura, Ritsuko Seki, Michitoshi Hashiguchi,
Koichi Osaki, Kazuaki Yakushiji, Kohji Yoshimoto, Hideaki Ogata, Hiroaki
Nagamatsu, Eiji Ando, Kazuhide Shimamatsu, Takashi Okamura, Michio Sata.

【論　　題】 Simultaneous Hepatic Relapse of Non-Hodgkins Lymphoma and Hepatocellular
Carcinoma in a Patient with Hepatitis C Virus-Related Cirrhosis

【雑 誌 名】 Acta Haematologica

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 116 , 266-271

「その他」

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、唐原 健、吉森建一、澤 優子、佐田通夫

【論　　題】 大腸内視鏡治療における拡大観察応用の最先端 計画的分割切除における拡大観察
の有用性

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 41 , 1772-1782

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 東西南北 (コラム )

【雑 誌 名】 久留米大学医学部同窓会報

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 12 ,

【著　　者】 板野 哲、久富順次郎、鈴木 弦、井上欣哉、長岡 栄、秋吉順史、田尻能祥、山崎
三樹、松垣 諭、永松洋明、佐田通夫

【論　　題】 右心房内腫瘍栓に対し放射線照射併用 IVR 治療をおこない改善を認めた Stage
IV-B 肝細胞癌の 1例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 奥雄一朗、秋吉順史、矢野 徹、長岡 栄、井上欣哉、田尻能祥、黒木淳一、鳥村拓
司、奥田康司、佐田通夫

【論　　題】 治療後 6年を経過し多発肝転移を認めた直腸カルチノイドの 1症例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 春田 剛、岡部義信、菅 偉哉、斎藤文彦、桑木光太郎、高田晃男、内藤嘉紀、川原
隆一、石川博人、酒井丈典、木下壽文、鶴田 修、佐田通夫

【論　　題】 IPMC 由来浸潤癌術後の肝転移に対して Gemcitabine + S1 が奏功した 1例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 宮原健輔、今村理恵、奥英二郎、関 律子、大坪維範、橋口道俊、大崎浩一、吉本
幸治、城島浩人、岡村 孝

【論　　題】 APL に非典型的な表面マーカーを認めた microgranular type の 2例

【雑 誌 名】 第 275回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 桑木光太郎、熊本正史、竹尾正彰、佐田通夫

【論　　題】 眼瞼浮腫、腹水にて発見され種々の自己抗体を認めた蛋白漏出胃腸症の 1例

【雑 誌 名】 第 275回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 高木浩史、京極幸子、鯵坂英彦、石井邦英、安倍弘彦、佐田通夫

【論　　題】 インターフェロン投与により心室性期外収縮の多発を認めた C型慢性肝炎の一例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 牛島知之、永松洋明、和田有希、石田祐介、光武良崇、佐谷 学、立石秀夫、板野
哲、吉田 博、佐田通夫

【論　　題】 System-I-2 を用いた動注化学療法により改善を認めた腹膜悪性中皮腫の 1例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 犬塚貞孝、池上素樹、池田 悟、榊 宗徳、田中俊彦、土橋清高、松尾 功、森 倫人、
西田多津子、岩崎亮二、古川次男、古賀満明、有島恒明、長尾由実子、佐田通夫

【論　　題】 佐賀県南部医療圏 (杵藤地区 )における肝癌撲滅を目指した取り組み

【雑 誌 名】 第 76回日本感染症学会西日本地方会総会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 岡部義信、菅 偉哉、斎藤文彦、酒井丈典、木下壽文、佐々木優、鶴田 修、佐田通
夫

【論　　題】 悪性胆道狭窄に対する経乳頭的 Niti-S ComVi stent の使用経験

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、斎藤文彦、鶴田 修、小野尚文、木下壽文、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 切除不能進行膵癌 (肝転移合併例 )に対する動注化学療法の位置づけ

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉貝浩史、酒井輝文、井手耕一、宮原真哉、住江博明、成田高三郎、辛島 卓、前
山泰彦、岡村修祐、佐田通夫

【論　　題】 消化管出血の診断と治療

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 斎藤文彦、岡部義信、菅 偉哉、澤田昌彦、草野弘宣、内藤嘉紀、木下壽文、有川
俊二、鶴田 修、佐田通夫、竹下宗範

【論　　題】 興味ある画像を呈した膵管内乳頭粘液性腫瘍由来の浸潤癌の 1例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 花田慎一郎、原田 大、古賀浩徳、M Bishr Omary、川口 巧、谷口英太郎、柳本親
利、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 小胞体ストレスと細胞内凝集体形成との関わり

【雑 誌 名】 第 3回酸化ストレスと肝研究会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 住江博明、酒井輝文、井手耕一、宮原真哉、吉貝浩史、成田高三郎、辛島 卓、前
山泰彦、岡村修祐、佐田通夫

【論　　題】 当院における急性胆道炎の診断と治療

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山田慎吾、南野隆一、鈴木飛鳥、井上博人、弥永 円、坂井慈実、佐田通夫

【論　　題】 腹部膨満感を強く認めた peritoneal lymphomatosis の一例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐田通夫、八橋 弘、清家正隆、井出達也、矢野博久

【論　　題】 C 型代償性肝硬変に対するインターフェロンβ治療への期待 - 肝癌撲滅のために -

【雑 誌 名】 Medical Tribune 特別企画

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 4 , 1-4

【著　　者】 安東栄治、佐田通夫

【論　　題】 低用量シスプラチン / 5 - FU 併用持続動注療法

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 53 , 698-706

【著　　者】 田中正俊、藤木 啓、佐田通夫

【論　　題】 小切開下ラジオ波焼灼療法

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 53 , 770-775

【著　　者】 井出達也、有永照子、久持顕子、緒方 啓、久原孝一郎、古賀郁利子、神代龍吉、
佐田通夫

【論　　題】 ペグインターフェロン・リバビリン併用療法における減量中止例の検討

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 井出達也

【論　　題】 B 型慢性肝炎に対する核酸アナログ製剤の投与

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 4307 , 89
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【著　　者】 天野恵介、安元真希子、有田桂子、白地美紀、小野典之、菅 偉哉、岡部義信、鶴
田 修、佐田通夫

【論　　題】 自然排膿後治癒した胃壁腫瘍の一例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 江森啓悟、於保和彦、都田憲司、森田幸彦、熊本正史、佐田通夫

【論　　題】 胃静脈瘤急性出血例の治療戦略

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 是此田博子、大坪維範、奥英二郎、関 律子、今村理恵、橋口道俊、大崎一浩、薬
師寺和昭、城島浩人、岡村 孝

【論　　題】 汎血球減少を契機に診断された非分泌型多発性骨髄腫の 1例

【雑 誌 名】 第 275回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 増田淳也、光山慶一、佐田通夫

【論　　題】 炎症性腸疾患における血管内皮前駆細胞の動態と治療的意義

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、14th DDW-Japan(第 48回日本消化器病学会大会、第 10
回日本肝臓学会大会 合同 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 103 , A415

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、唐原 健

【論　　題】 早期大腸癌の術前深達度診断と長期治療成績

【雑 誌 名】 Gastroenterological Endoscopy, 14th DDW-Japan(第 72回日本消化器内視鏡学会総
会、第 48回日本消化器病学会大会 合同 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48 , 1908

【著　　者】 住江修治、黒松亮子、板野 哲、安東栄治、高田晃男、福嶋伸良、黒木淳一、田尻
能祥、長岡 栄、秋吉順史、井上欣哉、鳥村拓司、佐田通夫

【論　　題】 肝細胞癌の腫瘍肉眼型における CO2 US angiography の有用性

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A448
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【著　　者】 長岡 栄、吉田隆文、秋吉順史、井上欣哉、黒木淳一、田尻能祥、鳥村拓司、佐田
通夫

【論　　題】 肝細胞癌の診断および予後と高感度 CRP に関する検討

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A447

【著　　者】 和田有希、立石秀夫、牛島知之、石田祐介、光武良崇、佐谷 学、永松洋明、島松
一秀、吉田 博、佐田通夫

【論　　題】 16 年経過した Cowden 病の 1例

【雑 誌 名】 Gastroenterological Endoscopy、14th DDW-Japan(第 72回日本消化器内視鏡学会
総会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48 , 2200

【著　　者】 安元真希子、岡部義信、内藤嘉紀、菅 偉哉、斎藤文彦、酒井丈彦、木下壽文、鶴
田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 比較的大きな肉眼形態を呈した十二指腸乳頭部腺腫 3例の検討

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、14th DDW-Japan(第 48回日本消化器病学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 103 , A916

【著　　者】 鳥村拓司、上野隆登、井上欣哉、谷口英太郎、中村 徹、坂本雅晴、橋本 修、佐田
通夫

【論　　題】 肝細胞癌の化学療法における血管内皮前駆細胞を用いた新しい drug delivery
system の開発

【雑 誌 名】 14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 武元良祐、後藤和人、崎山裕美子、有村英一郎、西 秀博、宮原稔彦、福泉公仁
隆、酒井浩徳、中島 収

【論　　題】 肝エラストメーターの使用経験

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 83 , 1591-1594

【著　　者】 高田晃男、永松洋明、黒松亮子、安東栄治、福嶋伸良、住江修治、鳥村拓司、佐
田通夫

【論　　題】 多発または悪性度の高い肝細胞癌に対する短期肝動注化学療法後の経皮的局所療
法の試み

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A460
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【著　　者】 森田幸彦、於保和彦、佐田通夫

【論　　題】 Pipe-line varix に対する内視鏡的治療

【雑 誌 名】 Gastroenterological Endoscopy,14th DDW-Japan(第 72回日本消化器内視鏡学会総
会、第 48回日本消化器病学会大会 合同 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48 , 2041

【著　　者】 鶴田 修

【論　　題】 早期大腸癌の内視鏡診断における最近のトピックスと展望

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 69 , 307-312

【著　　者】 居石哲治、於保和彦、佐田通夫

【論　　題】 食道静脈瘤治療における絶食の影響とその対策

【雑 誌 名】 14th DDW-Japan(第 37回日本消化吸収学会総会、第 48回日本消化器病学会大会、
第 72回日本消化器内視鏡学会総会 合同 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 黒松亮子、安東栄治、高田晃男、福嶋伸良、住江修治、佐田通夫

【論　　題】 3cm3個以下の初発肝癌と再発肝癌の治療法の選択

【雑 誌 名】 14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 永松洋明、板野 哲、佐田通夫

【論　　題】 高度進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法 :New  FP vs Low dose FP 療法

【雑 誌 名】 第 44回日本癌治療学会総会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 永松洋明、板野 哲、佐田通夫

【論　　題】 高度進行肝細胞癌に対する CDDP + 5FU 肝動注化学療法

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A463

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、斎藤文彦、鶴田 修、川原隆一、木下壽文、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 膵癌患者における初発症状および糖尿病合併症例の臨床的検討

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌 ,14th DDW-Japan(第 48回日本消化器病学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 103 , A985
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【著　　者】 伊藤 実、居石哲治、川口 巧、谷口英太郎、上野隆登、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 糖代謝調節消化管ホルモン (GLP-1)の C型慢性肝炎における変化

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、14th DDW-Japan(第 48回日本消化器病学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 130 , A952

【著　　者】 谷口英太郎、川口 巧、伊藤 実、居石哲治、佐田通夫

【論　　題】 体組成計を用いた肝硬変患者の栄養評価

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A479

【著　　者】 秋吉順史、長岡 栄、井上欣哉、田尻能祥、板野 哲、黒木淳一、佐田通夫

【論　　題】 上腸間膜動脈を介した置換型右肝動脈に対しリザーバーを留置した 20 症例におけ
る合併症の検討

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A464

【著　　者】 米湊 健、中原慶太、佐田通夫

【論　　題】 胃 ESD 偶発症の成因と防止策 ̶ 穿孔症例において ̶

【雑 誌 名】 Gastroenterological Endoscopy, 14th DDW-Japan(第 72回日本消化器内視鏡学会総
会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48 , 2100

【著　　者】 井上欣哉、鳥村拓司、中村 徹、谷口英太郎、橋本 修、坂本雅晴、秋吉順史、長岡
栄、田尻能祥、黒木淳一、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 ZD6474 による肝癌増殖抑制効果の検討

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A451

【著　　者】 花田慎一郎、原田 大、久米村寛大、M Bishr Omary、古賀浩徳、川口 巧、谷口英
太郎、吉田隆文、久本隆生、柳本親利、前山倫子、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 酸化ストレスによる小胞体ストレス誘導と細胞内凝集体形成の関わり

【雑 誌 名】 Digestive Desease Week-Japan 2006

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 suppl 2 , A 434
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【著　　者】 石田祐介、永松洋明、牛島知之、和田有希、光武良崇、佐谷 学、立石秀夫、島松
一秀、平城 守、吉田 博、佐田通夫

【論　　題】 高エコー像を呈した中分化肝細胞癌 5結節の検討

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A432

【著　　者】 佐田通夫、Entecavir Study Group

【論　　題】 新規抗ウイルス薬 Entecavir の B型慢性肝炎患者に対する国内臨床第 2相試験総
括

【雑 誌 名】 14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会、第 48回日本消化器病学会大会 合同
).札幌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 酒井輝文、佐田通夫

【論　　題】 除菌療法の今後の問題点

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、14th DDW-Japan(第 48回日本消化器病学会大会、第 72
回日本消化器内視鏡学会総会 合同 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 103 , A530

【著　　者】 井出達也、佐田通夫、藤原研司

【論　　題】 C型慢性肝炎における二重濾過血漿交換 (DFPP)によるウイルス減量導入療法 - ウ
イルス減量導入研究会 -

【雑 誌 名】 14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会、第 48回日本消化器病学会大会 合同
)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 熊本正史、於保和彦、都田憲司、江森啓悟、森田幸彦、鶴田 修、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 門脈 ̶ 大循環短絡路が肝予備能、生命予後に及ぼす影響の検討

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、14th DDW-Japan(第 48回日本消化器病学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 103 , A944

【著　　者】 安東栄治、黒松亮子、佐田通夫

【論　　題】 早期肝細胞癌における血小板数の予後への影響と脾摘後インターフェロン (IFN)
療法の有用性

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A468
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【著　　者】 江森啓悟、於保和彦、都田憲司、森田幸彦、熊本正史、鶴田 修、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 胃静脈瘤治療後の潰瘍内に静脈瘤形成を認めた 1例

【雑 誌 名】 Gastroenterological Endoscopy, 14th DDW-Japan(第 72回日本消化器内視鏡学会総
会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48 , 2115

【著　　者】 緒方 啓、柏木孝仁、井出達也、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 ペグインターフェロン・リバビリン (Peg-Rib)併用療法に抵抗性を示す HCV clone
の IRES 領域におけるウイルス学的解析

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A437

【著　　者】 鳥村拓司、上野隆登、古賀浩徳、井上欣哉、橋本 修、安東栄治、長岡 栄、佐田通
夫、矢野博久、神代正道、中島恵美、

【論　　題】 肝細胞癌の化学療法における血管内皮前駆細胞を用いた新しい drug delivery
system の開発

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、佐田通夫

【論　　題】 挿入困難例に対する大腸内視鏡挿入の工夫

【雑 誌 名】 第 24回日本大腸検査学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 31. 急性肝炎 / 劇症肝炎

【雑 誌 名】 救急・集中治療

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 18 , 1046-1051

【著　　者】 於保和彦、都田憲司、江森啓悟、森田幸彦、熊本正史、鶴田 修、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 内視鏡所見からみた胃穹窿部静脈瘤の血行動態と治療戦略

【雑 誌 名】 第 13回日本門脈圧亢進症学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】
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【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 肝星細胞と肝繊維化

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 56 , 307-313

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、小野尚文、斎藤文彦、長岡 栄、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 進行膵癌に対する持続動注化学療法

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 33 , 1226-1230

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、斎藤文彦、鶴田 修、小野尚文、木下壽文、内藤嘉紀、神代正
道、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 造影超音波検査 (CE-US)における膵癌の染影効果 - 病理組織学的検討 -

【雑 誌 名】 日本超音波医学会 (第 16回九州地方会 )

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 都田憲司、於保和彦、江森啓悟、森田幸彦、熊本正史、鶴田 修、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 若手医師から見た静脈瘤治療 - B-RTO を中心に -

【雑 誌 名】 日本門脈圧亢進症学会雑誌、第 13回日本門脈圧亢進症学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 12 , 63

【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 NASH の抗酸化療法

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 53 , 387-391

【著　　者】 井出達也、佐田通夫

【論　　題】 抗 HBV 薬

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 83 , 1337-1341

【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 肝星細胞と肝繊維化

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 56 , 307-313
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【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 B 型肝炎治療の最前線 - 抗ウイルス薬による B 型肝炎の治療 The recent treatment
of hepatitis B

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 218 , 899-903

【著　　者】 酒井輝文、吉貝浩史、佐田通夫

【論　　題】 肝静脈の貫通をともなった混合型肝癌の 1例

【雑 誌 名】 日本超音波医学会 (第 16回九州地方会 )

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 前山倫子、古賀浩徳、上野隆登、鳥村拓司、橋本 修、佐田通夫

【論　　題】 SLUG 発現による DDR2 を介したコラーゲン親和性の亢進

【雑 誌 名】 第 65回日本癌学会学術総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 熊本正史、於保和彦、都田憲司、江森啓悟、森田幸彦、鶴田 修、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 胃静脈瘤内視鏡的治療後潰瘍より胃内に血管瘤を形成した 2例

【雑 誌 名】 日本門脈圧亢進症学会雑誌、第 13回日本門脈圧亢進症学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 12 , 107

【著　　者】 熊本正史、於保和彦、都田憲司、江森啓悟、森田幸彦、鶴田 修、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 門脈 - 大循環短絡路が肝予備能、生命予後に及ぼす影響の検討

【雑 誌 名】 日本門脈圧亢進症学会雑誌、第 13回日本門脈圧亢進症学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 12 , 32

【著　　者】 古賀浩徳、上野隆登、鳥村拓司、橋本修、前山倫子、矢野博久、神代正道、佐田
通夫

【論　　題】 STAT3のユビキチン依存性分解亢進 :フラボノイドの新しい抗腫瘍作用機序

【雑 誌 名】 日本癌学会学術総会記事

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 45

【著　　者】 澤 優子、鶴田 修、河野弘志

【論　　題】 早期大腸癌の深達度診断能の検討

【雑 誌 名】 第 24回日本大腸検査学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 唐原 健

【論　　題】 大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層切開剥離法の位置付け

【雑 誌 名】 日本大腸肛門病学会雑誌 ,第 61回日本大腸肛門病学会総会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 59 ,

【著　　者】 池園 友、火野坂淳、安倍満彦、春田 剛、和田史孝、安東栄治、黒松亮子、坂本雅
晴、鳥村拓司、佐田通夫

【論　　題】 肝内に同時期に発生した肝細胞癌と悪性リンパ腫の 1例

【雑 誌 名】 第 274回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 鹿毛政義、上野隆登、神代龍吉

【論　　題】 学力強化について

【雑 誌 名】 第 19 回医学教育ワークショップ記録

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 15-21

【著　　者】 神代龍吉、林 純

【論　　題】 健康食品を正しく理解するために (対談 )

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 83 , 1238-1245

【著　　者】 於保和彦、上野隆登、魚住 淳

【論　　題】 上手な講義方法と賢い授業の聞き方

【雑 誌 名】 第 19 回医学教育ワークショップ記録

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 22-24

【著　　者】 葉 亮聡、田中一雄、和田達郎、佐田通夫

【論　　題】 異所性 ACTH 産生腫瘍の 1例

【雑 誌 名】 第 274回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 緒方 啓、井出達也、有永照子、久持顕子、久原孝一郎、古賀郁利子、神代龍吉、
佐田通夫

【論　　題】 C 型急性肝炎・全国調査の概要 - 厚生労働省科学研究班 -

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 83 , 1226

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 吉森建一、鶴田 修、河野弘志、唐原 健、佐田通夫

【論　　題】 総論 : 大腸 serrated polyp の内視鏡所見 - 鋸歯状腺腫 ( serrated adenoma ) の内視鏡
的診断と治療

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 10 , 291-296

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 東西南北 (コラム )

【雑 誌 名】 久留米大学医学部同窓会報

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 7 ,

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 薬物性肝障害

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 53 , 121-128

【著　　者】 Okabe Y, Tsuruta O, Saitou F, Suga H, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Management and problem of endoscopic biliary drainage

【雑 誌 名】 Dig Endosc

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 18 , S112-S114

【著　　者】 花田慎一郎、原田 大、古賀浩徳、M Bishr Omary、川口 巧、谷口英太郎、柳本親
利、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 小胞体ストレスと細胞内凝集体形成の関わり

【雑 誌 名】 第 2回京都肝セルバイオロジー研究会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 川口 巧、佐田通夫

【論　　題】 C 型肝炎における酸化ストレス

【雑 誌 名】 Current Therapy

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 24 , 66

【著　　者】 板野 哲、久富順次郎、久富斉子、田尻能祥、佐田通夫

【論　　題】 大動脈型特殊リザーバー (システム -I)を介した DSM 併用化学塞栓療法により著
効を得た肝細胞癌の 1例

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 和田史孝、田尻能祥、井上欣哉、黒木淳一、長岡 栄、秋吉順史、鳥村拓司、神代
龍吉、井出達也、河野弘志、佐田通夫

【論　　題】 転移性肝癌破裂を契機に発見された悪性黒色腫の一例

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 久持顕子、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 民間薬による薬物性肝障害について

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 森田恭代、長山幸路、相野 一、立石行生、長田英輔、佐々木望、神代龍吉、上野
隆登、佐田通夫

【論　　題】 健診者における NAFLD の検討並びに食事・運動療法の効果 - 医師・看護師・栄
養士・理学療法士・薬剤師のチーム医療による治療効果 -

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 森田恭代、長山幸路、相野 一、長田英輔、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 健診受診者における肝疾患を含む生活習慣病の性差の実態

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 55 , 849

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 薬物性肝障害の実態と最近の話題

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 69 , 175-181

【著　　者】 坂井慈実、志波直人、梅津祐一

【論　　題】 安全な経管栄養投与の検討 (粘度を上げた経腸栄養剤に 99mTc-DTPA を混入し胃
瘻より注入して )

【雑 誌 名】 リハビリテーション医学、第 43回日本リハビリテーション医学会学術集会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 43 ,

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 坂田隆一郎、上野隆登、中村 徹、橋本 修、佐田通夫

【論　　題】 非アルコール性脂肪性肝疾患患者へのカテキンの効果

【雑 誌 名】 第 3回日本カテキン学会総会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 馬場真二、梶原雅彦、田口 順、實藤俊昭、石井邦英、安倍弘彦、原 靖、辻 義明、
佐田通夫

【論　　題】 インターフェロン著効 10 年後に発生した混合型肝癌の 1切除例

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 岡部義信、内藤嘉紀、菅 偉哉、斎藤文彦、柳 克司、川原隆一、酒井丈典、木下壽
文、森光洋介、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 膵癌に対する ERP 膵液及び膵管ブラシ擦過細胞診の成績

【雑 誌 名】 第 37回日本膵臓学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、斎藤文彦、鶴田 修、小野尚文、川原隆一、酒井丈典、木下壽
文、内藤嘉紀、神代正道、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 膵癌の腫瘍内動脈数と造影超音波検査の染影効果についての検討

【雑 誌 名】 第 37回日本膵臓学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 斎藤文彦、岡部義信、菅 偉哉、佐田通夫

【論　　題】 自己免疫性膵炎に合併した膵外病変とその治療経過の検討

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 斎藤文彦、岡部義信、菅 偉哉、内藤嘉紀、川原隆一、石川博人、酒井丈典、木下
壽文、有川俊二、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 非典型的な画像所見を呈した膵腺房細胞癌の 1例

【雑 誌 名】 第 37回日本膵臓学会大会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 米湊 健、中原慶太、渡辺靖友、田宮芳孝、芹川 習、立石秀夫、鶴田 修、佐田通
夫

【論　　題】 ESD 導入後の当院における ESD 胃癌治療ガイドライン適応群、適応拡大群、適
応外群に対する治療成績の検討

【雑 誌 名】 第 87回日本消化器病学会九州支部例会、第 81回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐田通夫、橋爪 誠

【論　　題】 これからの内視鏡の役割 - 診断・治療・そして予防に

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 83 , 926-935

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 HBV キャリア女性の妊娠・出産

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 90-91

【著　　者】 於保和彦、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 生活習慣と食道・胃静脈瘤

【雑 誌 名】 成人病と生活習慣病

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 36 , 611-614

【著　　者】 井出達也、西田秀美、緒方 梢、矢野淳子、玉置清志、佐田通夫、奥田誠也

【論　　題】 C 型慢性肝炎における二重濾過血漿交換 (DFPP)によるウイルス減量導入療法

【雑 誌 名】 第 51回日本透析医学会学術集会・総会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志、吉森建一

【論　　題】 大腸癌の深達度診断 - 拡大診察

【雑 誌 名】 消化器内視鏡

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 18 , 770-774

【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志、吉森建一、佐田通夫

【論　　題】 VI 型 pit pattern における不整の程度と浸潤度 (2) 病理診断に迫る立場から b. VI 型
pit 細分類と病理組織構築の関係

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 10 , 207-214
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【著　　者】 板野 哲、久富順次郎、佐田通夫

【論　　題】 特殊リザーバー (System I)を用いた巨大結節併存肝細胞癌に対する分割 TAE

【雑 誌 名】 肝臓、第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 47 , A253

【著　　者】 嶋田麻里、川口 巧、谷口英太郎、伊藤 実、河野弘志、居石哲治、佐田通夫

【論　　題】 栄養学的サポートが、特発性細菌性腹膜炎および肝不全からの離脱に有効であっ
た一症例

【雑 誌 名】 第 273回日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 森田恭代、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 過栄養に起因する脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝炎患者における食事・運動療
法効果の比較

【雑 誌 名】 PEN 静脈経腸栄養ニュース 第 92 回日本消化器病学会総会シンポジウム報告

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 5 ,

【著　　者】 鳥村拓司、上野隆登、谷口英太郎、中村 徹、井上欣哉、坂本雅晴、橋本 修、神代
龍吉、矢野博久、神代正道

【論　　題】 血管内皮前駆細胞を用いた肝細胞癌の化学療法における新しい Drug delivery
system の開発

【雑 誌 名】 第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 富安信夫、佐田通夫

【論　　題】 臨床クイズ (問題提示者からの解答 )膵腫瘍、好酸球増多が認められた症例

【雑 誌 名】 内科専門医会誌

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 18 , 561

【著　　者】 森田幸彦、於保和彦、都田憲司、江森啓悟、熊本正史、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 食道静脈瘤に対する内視鏡的治療成績の検討

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌、第 71回日本消化器内視鏡学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 48 , 760

【著　　者】 石井邦英、田口 順、梶原雅彦、實藤俊昭、馬場真二、安倍弘彦

【論　　題】 インターフェロン療法時の口腔内症状に対するニザチジンの効果

【雑 誌 名】 肝臓、第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 47 , A170
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【著　　者】 永松洋明、板野 哲、佐田通夫

【論　　題】 高度進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法～ New FP 療法は Low dose FP 療法よ
り優れている～

【雑 誌 名】 肝臓、第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 47 , A25

【著　　者】 岡部義信、菅 偉哉、斎藤文彦、鶴田 修、内藤嘉紀、森光洋介、木下壽文、豊永
純、佐田通夫

【論　　題】 膵癌に対する ERP 下膵液及び膵管ブラシ擦過細胞診の成績

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌、第 71回日本消化器内視鏡学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 48 , 724

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、小野尚文、伊集院裕康、斎藤文彦、鶴田 修、豊永 純、佐田
通夫

【論　　題】 自己免疫性膵炎における造影超音波検査の有用性

【雑 誌 名】 Jpn J Med Ultrasonics,日本超音波医学会 (第 79回学術集会 )

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 33 , S427

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、斎藤文彦、鶴田 修、木下壽文、佐田通夫、豊永 純

【論　　題】 膵仮性嚢胞に対する治療成績と問題点

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌 ,第 71回日本消化器内視鏡学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 48 , 722

【著　　者】 斎藤文彦、岡部義信、菅 偉哉、高田晃男、長岡 栄、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 肝細胞癌悪性胆道狭窄に対する経乳頭的胆道ドレナージ術の成績

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌、第 71回日本消化器内視鏡学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 48 , 796

【著　　者】 佐谷 学、永松洋明、牛島知之、和田有希、石田祐介、光武良崇、立石秀夫、吉田
博、佐田通夫

【論　　題】 高齢者 C型慢性肝炎 (CH-C)に対するペグインターフェロン (PEG-IFN)α -2b/リ
バビリン (Riba)併用療法

【雑 誌 名】 肝臓、第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 47 , A226
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【著　　者】 富安信夫、佐田通夫

【論　　題】 臨床クイズ (問題 )膵腫瘍、好酸球増多が認められた症例

【雑 誌 名】 内科専門医会誌

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 18 , 438-439

【著　　者】 井出達也

【論　　題】 高齢者 C 型慢性肝炎に対する IFN / Ribavirin 併用療法の問題点とその対策

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 42 , 502-505

【著　　者】 井出達也、神代龍吉、有永照子、久持顕子、久原孝一郎、古賀郁利子、緒方 啓、
佐田通夫、西田秀美

【論　　題】 C 型慢性肝炎における二重濾過血漿交換 (DFPP)によるウイルス減量導入療法の試
み

【雑 誌 名】 第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 古賀浩徳、上野隆登、鳥村拓司、矢野博久、神代正道、佐田通夫

【論　　題】 ルテオリンはリン酸化 STAT3 (Tyr705)のユビキチン依存性分解を促進する

【雑 誌 名】 第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 田尻能祥、板野 哲、久富順次郎、長岡 栄、秋吉順史、黒木淳一、井上欣哉、永松
洋明、松垣 諭、山崎三樹、佐田通夫

【論　　題】 DSM 併用 FP(CDDP+5FU)肝動注療法の試み

【雑 誌 名】 肝臓、第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 47 , A68

【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志

【論　　題】 大腸腫瘍における pit pattern および微細血管模様による質および深達度診断能の
検討

【雑 誌 名】 日本消化器内視鏡学会雑誌 ,第 71回日本消化器内視鏡学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 48 , 574
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【著　　者】 増田淳也、光山慶一、山崎博、富安信夫、鈴木飛鳥、高木孝輔、豊永 純、佐田通
夫

【論　　題】 炎症性腸疾患における血管内皮前駆細胞の検討 :造血幹細胞との関連について

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、第 92回日本消化器病学会総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 103 , A200

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、唐原 健、吉森建一、佐田通夫

【論　　題】 早期大腸癌内視鏡治療におけるスネアの使い分け

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 41 , 550-551

【著　　者】 板野 哲、佐田通夫

【論　　題】 進行肝細胞癌における肝動注化学療法のレジメン別検討

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 42 , 362-369

【著　　者】 Toru Nakamura, Takuji Torimura, Masaharu Sakamoto, Eitaro Taniguchi, Osamu
Hashimoto, Kinya Inoue, Ryuichiro Sakata, Takato Ueno, Michio Sata

【論　　題】 Transplantation of endothelial progenitor cells improves carbon tetrachloride (CCL4
)-induced liver cirrhosis in rats

【雑 誌 名】 Journal of Hepatology,The 41st Annual Meeting of the European Association for the
Study of the Liver

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 44 , S46

【著　　者】 久持顕子、井出達也、佐田通夫

【論　　題】 B 型肝硬変に対するラミブジン治療の効果 - ALT 低値持続例における効果および
食道静脈瘤に対する影響

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、第 92回日本消化器病学会総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 103 , A48

【著　　者】 光山慶一、富安信夫、増田淳也、山崎 博、豊永 純、佐田通夫、西田秀美、奥田誠
也

【論　　題】 潰瘍性大腸炎 (UC)に対する白血球除去療法の作用機序の検討

【雑 誌 名】 日本医工学治療学会 (第 22回学術大会 )

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】
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【著　　者】 光山慶一、富安信夫、高木孝輔、増田淳也、山崎 博、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の作用機序の検討 :DNA マイクロアレイに
よる解析

【雑 誌 名】 第 92回日本消化器病学会総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 健康食品による肝障害

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 83 , 593-596

【著　　者】 黒松亮子、田中正俊、佐田通夫

【論　　題】 早期肝細胞癌の治療のタイミング

【雑 誌 名】 第 92回日本消化器病学会総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、斎藤文彦、鶴田 修、小野尚文、木下壽文、内藤嘉紀、神代正
道、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 膵癌の腫瘍内動脈数と造影超音波検査の染影効果の関係

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、第 92回日本消化器病学会総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 103 , A152

【著　　者】 井出達也、佐田通夫、西田秀美、矢野淳子、豊永まき、宮崎 洋、玉置清志、奥田
誠也

【論　　題】 C 型慢性肝炎における二重濾過血漿交換 (DFPP)によるウイルス減量導入療法の試
み

【雑 誌 名】 第 12回日本アフェレシス学会九州地方会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

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

【論　　題】 炎症性腸疾患における血管内皮前駆細胞の動態と意義

【雑 誌 名】 第 5回日本再生医療学会総会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、唐原 健、吉森建一、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 大腸疾患に関する拡大内視鏡の限界

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 21 , 467-475
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【著　　者】 於保和彦

【論　　題】 門脈圧亢進症治療の新しい展開 - Portosystemic sunt 閉塞の是非 -

【雑 誌 名】 第 18回肝臓フォーラム (西部 )

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫、柳 克司、川原隆一、木下壽文、
豊永 純、小野尚文、伊集院裕康

【論　　題】 第 35 回九州膵研究会 5. Levovist 造影エコー法による膵癌血流評価の試み

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 83 , 444

【著　　者】 岡部義信、内藤嘉記、河原明彦、横山俊朗、多比良朋希、鹿毛政義、木下壽文、
森光洋介、菅 偉哉、斎藤文彦、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 ERP 下膵液細胞診とブラッシング細胞診の最近の工夫

【雑 誌 名】 胆と膵

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 27 , 157-161

【著　　者】 菅 偉哉、岡部義信、鶴田 修、豊永 純、佐田通夫、柳 克司、川原隆一、木下壽文、
豊永 純、小野尚文、伊集院裕康

【論　　題】 第 35 回九州膵研究会 5. Levovist 造影エコー法による膵癌血流評価の試み

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 83 , 444

【著　　者】 酒井浩徳、福泉公仁隆、藤野達也、後藤和人、宮原稔彦、武元良祐、西 秀博、崎
山裕美子、有村英一郎

【論　　題】 国立病院機構九州医療センターにおける C 型慢性肝炎に対するインターフェロン
治療成績 F1、 2 症例と F3、 4 症例における比較検討

【雑 誌 名】 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 肝硬変に対する治療に関
する研究 平成 17 年度総括・分担研究報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 32-36

【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 緑茶 (カテキン )による発癌予防とその理論的背景

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 52 , 435-439
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【著　　者】 河盛隆造 (司会 )、綿田裕孝、森 豊、上野隆登、森田恭代

【論　　題】 生活習慣病としての 2 型糖尿病 Up date

【雑 誌 名】 Medical Tribune

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 37-39

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 ウイルス性肝炎

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 30 , 173-176

【著　　者】 井出達也、佐田通夫

【論　　題】 B 型慢性肝炎

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 83 , 219-221

【著　　者】 今村理恵、橋口道俊、薬師寺和昭、大崎浩一、吉本幸治、緒方秀章、奥英二郎、
大坪維範、岡村 孝、佐田通夫

【論　　題】 骨髄線維症に対する根治療法として同種造血細胞移植を行い有良好な経過を得て
いる 2例

【雑 誌 名】 第 28回日本造血細胞移植学会総会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 橋口道俊、今村理恵、薬師寺和昭、大坪維範、吉本幸治、緒方秀章、大崎浩一、
関 律子、岡村 孝、佐田通夫

【論　　題】 自家移植後の 2nd relapse(MRD 再発 )の急性前骨髄球性白血病に亜砒酸治療で 3
回目の寛解導入に成功し、HLA 一致ドナーから同種末梢血幹細胞移植を行い寛解
を維持している一例

【雑 誌 名】 第 28回日本造血細胞移植学会総会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

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

【論　　題】 潰瘍性大腸炎 (UC)に対する白血球除去療法の作用機序 :骨髄と炎症性シグナル発
現に及ぼす影響

【雑 誌 名】 第 103回日本内科学会講演会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 井出達也、佐田通夫、由谷 茂、伊東恭悟

【論　　題】 I 型治療法 : 私の工夫

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 52 , 91-95

【著　　者】 神代龍吉、久持顕子、佐田通夫

【論　　題】 健康食品による肝障害

【雑 誌 名】 総合臨床

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 55 , 150-151

【著　　者】 佐田通夫、上野隆登、森田恭代

【論　　題】 肥満と肝疾患

【雑 誌 名】 日本内科学会雑誌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 95 , 3-7

【著　　者】 上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 肝臓の機能と性差

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 55 , 89

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【論　　題】 肝癌の発症予防 - その対策と治療 -

【雑 誌 名】 筑紫医師会報

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 30 , 41-45

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、佐田通夫

【論　　題】 早期大腸癌の内視鏡治療

【雑 誌 名】 medicina

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 43 , 1318-1321

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、唐原 健、吉森建一、佐田通夫

【論　　題】 拡大内視鏡による消化管診断 - 大腸
病理と腺口形態 - pit pattern の分類

【雑 誌 名】 消化管 Network

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 7 , 58-59
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【著　　者】 光山慶一

【論　　題】 腸内フローラを標的とした炎症性腸疾患の治療

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 298-306

【著　　者】 藤野達也、後藤和人、有村英一郎、崎山裕美子、武元良祐、西 秀博、宮原稔彦、
福泉公仁隆、才津秀樹、酒井浩徳

【論　　題】 C 型慢性肝炎に対する PEG-IFNα 2b + ribavirin 併用療法における早期治療効果
予測  - 血中 HCV 抗原によるモニタリング解析 -

【雑 誌 名】 肝臓

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 47 , 355-356

【著　　者】 神代龍吉

【論　　題】 薬物性肝炎

【雑 誌 名】 消化器の臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 9 , 280-284

【著　　者】 岡部義信

【論　　題】 膵臓がんについて

【雑 誌 名】 クローバーだより

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 1

【著　　者】 岡部義信、豊永 純

【論　　題】 胆管癌

【雑 誌 名】 今月の治療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 130 , s208-s210

【著　　者】 中原慶太、豊永 純、鶴田 修、渡辺靖友、田宮芳孝、芹川 習、米湊 健、佐田通夫

【論　　題】 早期胃癌の診断と新しい内視鏡治療 : ESD

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 797-802

【著　　者】 田中正俊、多比良朋希、佐田通夫

【論　　題】 2) 生検の進め方

【雑 誌 名】 臨床腫瘍プラクティス

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 2 , 345-349
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【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志、吉森建一、佐田通夫

【論　　題】 VI 型 pit pattern における不整の程度と浸潤度 (2) 病理診断に迫る立場から b. VI 型
pit 細分類と病理組織構築の関係

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 10 , 207-214

【著　　者】 井出達也、佐田通夫

【論　　題】 ラミブジン /アデフォビル治療の効果と耐性株出現状況

【雑 誌 名】 Bio Clinica

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 415-419

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫、川口 巧

【論　　題】 C 型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝外病変の検討 - 特に HCV キャリアに
対する大規模な疫学調査

【雑 誌 名】 大和証券ヘルス財団の助成による・・・研究業績集第 29 集

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 155-160

【著　　者】 木下壽文、酒井丈典、丸山祐一郎、川原隆一、石川博人、安永昌史、内田信治、
奥田康司、白水和雄、岡部義信、菅 偉哉、佐田通夫

【論　　題】 胆管癌の肉眼型と予後との関係 - 胆管切除術の見直し -

【雑 誌 名】 胆と膵

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 27 , 621-625

【著　　者】 佐田通夫

【論　　題】 肝癌の撲滅をめざして - ウイルス肝炎治療の進歩 -

【雑 誌 名】 室医報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 193-197

【著　　者】 福嶋伸良、黒松亮子、井出達也、鳥村拓司、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 2. B 型肝炎における肝発癌予防

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 1082-1089

【著　　者】 鳥村拓司、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 肝癌の発生進展と血管新生

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 313-319
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【著　　者】 井出達也

【論　　題】 インターフェロン + リバビリン併用療法時の貧血に対する EPA の治療効果

【雑 誌 名】 久留米内科医会

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 10

【著　　者】 Masaru Harada, DM. Toivola, P.Strnad, M Bishr Omary

【論　　題】 Autophagy helps clear intracellular Mallory body inclusions in mouse liver

【雑 誌 名】 The American Society for Cell Biology, 46th Annual Meeting

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fusako Ohara. Kazuhiro Masuoka. Takahiro Fukuda. Yoshinobu Kanda. Kazuaki
Yakushiji.

【論　　題】 Feasibility of Reduced-Intensity Cord Blood Transplantation (RICBT) as a Salvage
Therapy for Graft Failure (GF) :Results of Nationwide Survey of 63 Patients.

【雑 誌 名】 American Society of Hematology (ASH)

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Tatsuya Ide, Hidemi Nishida, Jyunko Yano, Hideharu Tanaka, Seiya Okuda, Michio
Sata

【論　　題】 Novel therapeutic strategy for chronic hepatitis C : Double filtration plasmapheresis
and (PEG) interferon/ribavirin Combination therapy

【雑 誌 名】 International Congress on ESRD 2006

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Toru Nakamura, Takuji Torimura, Masaharu Sakamoto, Eitaro Taniguchi, Osamu
Hashimoto, Kinya Inoue, Ryuichiro Sakata, Masaru Harada, Takato Ueno,  Michio
Sata

【論　　題】 Endothelial progenitor cell transplantation ameliorates established liver fibrosis and
dysfunction in liver cirrhotic model rats

【雑 誌 名】 Hepatology, 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver
Diseases (AASLD)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 44 , 238A

【著　　者】 Mitsuyama K, Uchida M, et al.

【論　　題】 A novel prebiotic, milk culture with whey  propionibacterium freudenreichii ET-3, is
effective for dextran sulfate sodium-induced colitis in mice

【雑 誌 名】 14th United European Gastroenterology Week

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Torimura T, Ueno T, et al.

【論　　題】 5-Fluorourancil secreted by endothelial progenitor cells with cytosine deaminase
cDNA in tumor tissues suppresses growth of hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases
(AASLD)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Oriishi T, Itou M, et al

【論　　題】 Usefulness of nutritional supplements during endoscopic therapy of esophageal varices
in patients with liver cirrhosis

【雑 誌 名】 28th European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) Congress

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kazuo Tanaka, Yumiko Nagao, Tatsusya Ide, Ryukichi Kumashiro, Michio Sata

【論　　題】 Antibody to hepatitis B core antigen is associated with the development of
hepatocellular carcinoma in hepatitis C virus - infected people; a 12-year prospective
study

【雑 誌 名】 11th World Congress on Advances in Oncology and 9th International Symposium on
Molecular Medicine

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Yoshinobu Okabe, Hideya Suga, Osamu Tsuruta, Atsushi Toyonaga, Michio Sata

【論　　題】 Endosonography and contrast-enhanced ultrasonography finding in autoimmune
pancreatitis

【雑 誌 名】 Gut, 14th United European Gastroenterology Week

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 55 , A238

【著　　者】 Yoshitaka Tamiya, Keita Nakahara, Ken Kominato, Osamu Serikawa, Yasutomo
Watanabe, Hideo Tateishi, Osamu Tsuruta, Atsushi Toyonaga, Michio Sata

【論　　題】 Pneumomediastinum as a complication of endoscopic submucosal dissection for
esophageal neoplasms

【雑 誌 名】 Gut, 14th United European Gastroenterology Week

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 55 , A221
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【著　　者】 Kinya Inoue, Takuji Torimura, Takato Ueno, Eitaro Taniguchi, Osamu Hashimoto,
Masaharu Sakamoto, Toru Nakamura, Ryuichiro Sakata, Ryukichi Kumashiro,
Hirohisa Yano, Masamichi Kojiro, Michio Sata

【論　　題】 ZD6474, an orally available inhibitor of VEGF-receptor tyrosine kinase and
EGF-receptor tyrosine kinase, suppress tumor growth of hepatocellular carcinoma in
mice

【雑 誌 名】 Hepatology, 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver
Diseases (AASLD)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 44 , 525A

【著　　者】 Takafumi Yoshida, Sho-ichi Yamagishi, Kazuo Nakamura, Takanori Matsui, Tsutomu
Imaizumi, Masayoshi Takeuchi, Takato Ueno, Michio Sata

【論　　題】 Telmisartan inhibits AGE-induced C-reactive protein (CRP) production through
down-regulation of receptor for AGE (RAGE) via peroxisome proliferator-activated
receptor-gamma activation

【雑 誌 名】 4th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 Masaru Harada, P. Strnad, EZ. Resurreccion, NO. Ku, M Bishr Omary

【論　　題】 Keratin 18 overexpression but not phosphorylation or filament organization protect
from Mallory body formation

【雑 誌 名】 Gordon Research Conference: Intermediate Filaments 2006

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Okabe Y, Tsuruta O, Saitou F, Suga H, Toyonaga A, Sata M

【論　　題】 Management and problem of endoscopic biliary drainage

【雑 誌 名】 Dig Endosc

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 18 , S112-S114

【著　　者】 Akiko Hisamochi, Masayoshi Kage, Teruko Arinaga, Tatsuya Ide, Ryukichi
Kumashiro, Michio Sata

【論　　題】 An analysis of drug-indeed liver injury, which showed the histological findings very
similar to autoimmune hepatitis

【雑 誌 名】 Gastroenterology, DDW-USA (107th Annual Meeting of the American
Gastroenterology Association)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 130 , A-801
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【著　　者】 Oho K, MIyakoda K, et al

【論　　題】 Endoscopic differences of gastric cardiac varices from fundal varices in acute bleeding

【雑 誌 名】 Gastrointestinal Endoscopy, DDW-USA (American Society for Gastrointestinal
Endoscopy Annual Postgraduate Course)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 63 , AB117

【著　　者】 黒松亮子、田中正俊、安東栄治、高田晃男、福嶋伸良、住江修治、黒木淳一、佐
田通夫

【論　　題】 初発肝癌と再発肝癌における Stage 別予後の比較

【雑 誌 名】 第 42回日本肝臓学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Masaru Harada, M Bishr Omary

【論　　題】 Autophagy contributes intracellular inclusion clearance in cultured cells, and prevents
or promotes cell death depending on its level of stimulation

【雑 誌 名】 DDW-USA (107th Annual Meeting of the American Gastroenterology Association)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Yoshinobu Okabe, Osamu Tsuruta, Hideya Suga, Fumihiko Saitou, Atsushi Toyonaga,
Michio Sata

【論　　題】 Endoscopic ultrasonography patterns of autoimmune pancreatitis

【雑 誌 名】 Gastrointestinal Endoscopy, DDW-USA (American Society for Gastrointestinal
Endoscopy Annual Postgraduate Course)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 63 , AB263

【著　　者】 Takafumi Yoshida, Takao Hisamoto, Hironori Koga, Kazuo Nakamura, Akihiko
Yoshimura, Michio Sata

【論　　題】 Spreds, inhibitors of the RAS/ERK signal transduction, are dysregulated in human
hepatocellular carcinoma and linked to the malignant phenotype of tumors

【雑 誌 名】 Gastroenterology, DDW-USA (107th Annual Meeting of the American
Gastroenterology Association)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 130 , A-831

【著　　者】 Osamu Hashimoto, Takato Ueno

【論　　題】 Early G1-phase inhibitor of cell cycle progression by Wee1 inhibitor PD0166285 in
the B16 mouse melanoma cell line

【雑 誌 名】 97th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR)

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Ryuichiro Sakata, Takato Ueno, Toru Nakamura, Osamu Hashimoto, Masaharu
Sakamoto , Takuji Torimura, Michio Sata

【論　　題】 Green tea with high-density catechins improves liver function and fat infiltration in
non-alcoholic fatty liver disease patients : a double-blind placebo-controlled study

【雑 誌 名】 Journal of Hepatology, The 41st Annual Meeting of the European Association for the
Study of the Liver

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 44 , S262

【著　　者】 岡部義信、菅 偉哉、斎藤文彦、鶴田 修、木下壽文、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 自己免疫性膵炎に対する EUS 像の検討

【雑 誌 名】 日本消化器病学会雑誌、第 92回日本消化器病学会総会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 103 , A225

【著　　者】 Koga H, Karuppaiyah S, Ueno T, Yoshida T, Maeyama M, Torimura T, Yano H,
Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Phosphorylation-site-specific degradation of STAT3 by luteolin in human hepatoma
cells: an implication for the anti-tumor potential of flavonoids

【雑 誌 名】 Proceeding of the American Association for Cancer Research 96th Annual Meeting

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 47 , 173

【著　　者】 Koga H, Karuppaiyah S, Ueno T, Yoshida T, Maeyama M, Torimura T, Yano H,
Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Phosphorylation-site-specific degradation of STAT3 by luteolin in human hepatoma
cells: an implication for the anti-tumor potential of flavonoids

【雑 誌 名】 97th Annual Meeting of American Association for Cancer Research

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 Eiji Ando, Ryoko Kuromatsu, Masatoshi Tanaka, Nobuyoshi Fukushima, Akio Takata,
Shuji Sumie, Sakae Nagaoka, Kinya Inoue, Junya Akiyoshi, Junichi Kurogi,
Nobuyoshi Tajiri, Takuji Torimura, Takato Ueno, Michio Sata

【論　　題】 Surveillance program for early detection of hepatocellular carcinoma in Japan. Result
of  specialized department of liver disease

【雑 誌 名】 Journal of Hepatology, The 41st Annual Meeting of the European Association for the
Study of the Liver

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 44 , S96

【著　　者】 Mitsuyama K

【論　　題】 A novel aspect of intestinal microflora profile in UC

【雑 誌 名】 International Symposium on Recent Advances in Inflammatory Bowel Disease Tokyo
2006(炎症性腸疾患国際シンポジウム )

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Tanikawa T, Torimura T

【論　　題】 Studies on oxidative stress in liver diseases: important future trends in liver research

【雑 誌 名】 Med Mol Morphol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 39 , 22-27

23.内科学（消化器）

- 121 -



24.内科学（心臓・血管）

「単行本 /著書」

【著　　者】 勝田洋輔、今泉 勉
総編 :井上 博、増山 理、編者 :川名正敏

【タイトル】 冠循環と心筋虚血

【書名・発行所】「エキスパートをめざす循環器診療 3.虚血性心疾患」南江堂

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 10-17

【著　　者】 岡 直樹、大村治也、今泉 勉
編者 :和田 攻、大久保昭行、矢崎義雄、大内尉義

【タイトル】 心筋症

【書名・発行所】「内科外来診療実践ガイドー縮刷版ー」文光堂

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 115-119

【著　　者】 永田 剛、甲斐久史、今泉 勉
編者 :堀 正二

【タイトル】 心臓カテーテル検査による血行動態の診断

【書名・発行所】「新 目でみる循環器病シリーズ 9心不全ー診断・治療・管理ー」メジカルビュー
社

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 86-97

【著　　者】 山岸昌一、今泉 勉
監修 :矢崎義雄
編者 :門脇 孝、春日雅人、清野 進、渥美義仁

【タイトル】 色素上皮由来因子 (PEDF)の網膜症発症・進展抑制作用

【書名・発行所】「分子糖尿病学の進歩ー基礎から臨床までー 2006」金原出版

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 150-155

【著　　者】 高城喜典、今泉 勉
編者 :山口 徹、堀 正二

【タイトル】 心筋梗塞の再発予防

【書名・発行所】「循環器疾患最新の治療 2006-2007」南江堂

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 119-122
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【著　　者】 吉田輝久
監修 :今泉 勉
編者 :安部治彦

【タイトル】 頻脈性不整脈による失神発作

【書名・発行所】「失神の診断と治療」メディカルレビュー社

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 183-208

【著　　者】 監修 :今泉 勉

【タイトル】 「失神の診断と治療」

【書名・発行所】メディカルレビュー社

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 全 334

【著　　者】 Sasaki K, Heeschen C, Aicher A, Dimmeler S
Editor: Xu O,Wiley

【タイトル】 Chapter 23: Ischemia-induced neovascularization

【書名・発行所】 A Handbook of Mouse Models of Cardiovascular Disease, Indianapolis,USA

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 287-297

【著　　者】 足達 寿、今泉 勉
監修 :篠山重威、矢崎義雄

【タイトル】 CURRENT  REPORTS

【書名・発行所】「THE CIRCULATION FRONTIER」メジカルビュー社

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 101-105

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Otsubo H, Yoshida T, Hiraki T, Inage T, Matsumoto M, Imaizumi T

【論　　題】 Portable-type signal-averaged electrocardiography with dipyridamole to detect patients
with coronary artery disease. - A prospective study-

【雑 誌 名】 Circ J

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 70 , 1568-1573

【著　　者】 齋藤 裕、勝田洋輔、有馬 健、嶋田寿文、香月与志夫、竹下吉明、森田博彦、横山
晋二、鬼塚一郎、永田 剛、金谷誠司、高城喜典、江口裕之、本間友基、甲斐久
史、今泉 勉

【論　　題】 冠動脈拡張症を伴う急性冠症候群に対する経皮的冠動脈形成術の治療成績

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapeutics

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 6 , 79-86
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【著　　者】 足達 寿、榎本美佳

【論　　題】 循環器疾患の予防に向けての炎症反応指標の応用に関する研究 :特に炎症反応指
標と冠危険因子の重積と予後の関連について

【雑 誌 名】 厚生労働省循環器病研究委託費 14公 -6研究報告集 (主任研究者 :都島基夫 )

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24-26

【著　　者】 吉田輝久、稲毛智仁、竹内智宏、永元康嗣、権藤健樹、福田裕次郎、今泉 勉

【論　　題】 繰り返す失神発作にソタロールが有効であった 1例

【雑 誌 名】 Prog Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 2013-2015

【著　　者】 吉田典子、池田久雄、杉 健三、今泉 勉

【論　　題】 運動性無月経の女子スポーツ選手における内皮依存性および非依存性血管拡張反
応の障害

【雑 誌 名】 心臓

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 38 , 17-19

【著　　者】 水田吉彦、甲斐久史

【論　　題】 心不全を合併した患者の降圧薬の使い方、特集 /降圧治療薬の使用法と問題点

【雑 誌 名】 循環器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 59 , 331-335

【著　　者】 水田吉彦、今泉 勉

【論　　題】 αβ遮断薬

【雑 誌 名】 高血圧 (下 )最新の研究動向

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 305-309

【著　　者】 Miyazaki H, Oka N, Koga A, Ohmura H, Ueda T, Imaizumi T

【論　　題】 Comparison of gene expression profiling in pressure and volume overload-induced
myocardial hypertrophies in rats.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 29 , 1029-1045

【著　　者】 Otsubo H, Yoshida T, Hiraki T, Inage T, Matsumoto M, Imaizumi T

【論　　題】 Portable-type signal-averaged electrocardiography with dipyridamole to detect patients
with coronary artery disease. - A prospective study-

【雑 誌 名】 Circ J

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 70 , 1568-1573
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【著　　者】 Jinnouchi Y, Yamagishi S, Takeuchi M, Ishida S, Jinnouchi Y, Jinnouchi J, Imaizumi
T

【論　　題】 Atorvastatin decreases serum levels of advanced glycation end products (AGEs) in
patients with type 2 diabetes.

【雑 誌 名】 Clin Exp Med

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 6 , 191-193

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Koga H,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Telmisartan inhibits AGE-induced C-reactive protein (CRP) production through
down-regulation of receptor for AGE (RAGE) via peroxisome proliferator-activated
receptor-gamma activation.

【雑 誌 名】 Diabetologia

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 49 , 3094-3099

【著　　者】 Tahara N, Kai H, Ishibashi M, Nakaura H, Kaida H, Baba K, Hayabuchi N,Imaizumi T

【論　　題】 Simvastatin attenuates plaque inflammation. -Evaluation by fluorodeoxyglucose
positron emission tomography.

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 48 , 1825-1831

【著　　者】 Kai H, Mori T, Tokuda K, Takayama N, Tahara N, Takemiya K, Kudo H, Sugi Y,
Fukui D, Yasukawa H, Kuwahara F, Imaizumi T

【論　　題】 Pressure overload-induced transient oxidative stress mediates perivascular
inflammation and cardiac fibrosis through angiotensin II.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 29 , 711-718

【著　　者】 Otsuka H, Akashi H, Murohara T, Okazaki T, Shintani S, Tayama K, Sasaki KI,
Imaizumi T, Aoyagi S

【論　　題】 The prostacyclin analog beraprost sodium augments the efficacy of therapeutic
angiogenesis induced by autologous bone marrow cells.

【雑 誌 名】 Ann Vasc Surg

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 20 , 646-652

【著　　者】 Yamagishi S, Adachi H, Nakamura K, Matsui T, Jinnouchi Y, Takenaka K, Takeuchi
M, Enomoto M, Furuki K, Hino A, Shigeto Y, Imaizumi T

【論　　題】 Positive association between serum levels of advanced glycation end products and the
soluble form of receptor for advanced glycation end products  in nondiabetic subjects.

【雑 誌 名】 Metabolism

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 55 , 1227-1231
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【著　　者】 Matsuguma K, Ueda S, Yamagishi S, Matsumoto Y, Kaneyuki U, Shibata R, Fujimura
T, Matsuoka H, Kimoto M, Kato S, Imaizumi T, Okuda S

【論　　題】 Molecular mechanism for elevation of asymmetric dimethylarginine and its role for
hypertension in chronic kidney disease.

【雑 誌 名】 J Am Soc Nephrol

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 17 , 2176-2183

【著　　者】 Enomoto M, Adachi H, Yamagishi S, Takeuchi M, Furuki K, Hino A, Hiratsuka A,
Takajo Y, Imaizumi T

【論　　題】 Positive association of serum levels of advanced glycation end products  with
thrombogenic markers in humans.

【雑 誌 名】 Metabolism

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 55 , 912-917

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Takeuchi M, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) prevents diabetes- or advanced glycation
end products (AGE)-elicited retinal leukostasis.

【雑 誌 名】 Microvasc Res

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 72 , 86-90

【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Inagaki Y, Takenaka K, Jinnouchi Y, Yoshida
Y, Matsuura T, Narama I, Motomiya Y, Takeuchi M, Inoue H, Yoshimura Y, Bucala
R, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor inhibits advanced glycation end product-induced
retinal vascular hyperpermeability by blocking reactive oxygen species-mediated
vascular endothelial growth factor expression.

【雑 誌 名】 J Biol Chem

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 281 , 20213-20220

【著　　者】 Yamagishi S, Adachi H, Abe A, Yashiro T, Enomoto M, Furuki K, Hino A, Jinnouchi
Y, Takenaka K, Matsui T, Nakamura K, Imaizumi T

【論　　題】 Elevated serum levels of pigment epithelium-derived factor in the metabolic
syndrome.

【雑 誌 名】 J Clin Endocrinol Metab

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 91 , 2447-2450
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【著　　者】 Yamagishi S, Adachi H, Abe A, Yashiro T, Enomoto M, Furuki K, Hino A, Jinnouchi
Y, Takenaka K, Matsui T, Nakamura K, Imaizumi T

【論　　題】 Elevated serum levels of pigment epithelium-derived factor  in the metabolic
syndrome.

【雑 誌 名】 J Clin Endocrinol Metab

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 91 , 2447-2450

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Ueno T,
Sata M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) inhibits advanced glycation end product
(AGE)-induced C-reactive protein expression in hepatoma cells by suppressing Rac-1
activation.

【雑 誌 名】 FEBS Lett

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 580 , 2788-2796

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Yoshida T, Shimizu K, Takegami Y, Shimizu T,
Inoue H, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment-epithelium-derived factor (PEDF) inhibits angiotensin II-induced vascular
endothelial growth factor (VEGF) expression in MOLT-3 T cells through
anti-oxidative properties.

【雑 誌 名】 Microvasc Res

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 71 , 222-226

【著　　者】 Taniguchi E, Kin M, Torimura T, Nakamura T, Kumemura H, Hanada S, Hisamoto T,
Yoshida T, Kawaguchi T, Baba S, Maeyama M, Koga H, Harada M, Kumashiro R,
Ueno T, Mizuno S, Ikeda H, Imaizumi T, Murohara T, Sata M

【論　　題】 Endothelial progenitor cell transplantation improves the survival following liver injury
in mice.

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 130 , 521-531

【著　　者】 Yoshida N, Ikeda H, Sugi K, Imaizumi T

【論　　題】 Impaired endothelium-dependent and -independent vasodilation in young female
athletes with exercise-associated amenorrhea.

【雑 誌 名】 Arterioscler Thromb Vasc Biol

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 26 , 231-232

24.内科学（心臓・血管）

- 127 -



【著　　者】 Aicher A, Heeschen C, Sasaki KI, Urbich C, Zeiher AM, Dimmeler S

【論　　題】 Low-energy shock wave for enhancing recruitment of endothelial progenitor cells. A
new modality to increase efficacy of cell therapy in chronic hind limb ischemia.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 114 , 2823-2830

【著　　者】 Sasaki K, Heeschen C, Aicher A, Ziebart T, Honold J, Urbich C, Rossig L, Koehl U,
Koyanagi M, Mohamed A, Brandes RP, Martin H, Zeiher AM, Dimmeler S

【論　　題】 Ex vivo pretreatment of bone marrow mononuclear cells with endothelial NO synthase
enhancer AVE9488 enhances their functional activity for cell therapy.

【雑 誌 名】 Proc Natl Acad Sci U S A

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 103 , 14537-14541

【著　　者】 Honold J, Lehmann R, Heeschen C, Walter DH, Assmus B, Sasaki K, Martin H,
Haendeler J, Zeiher AM, Dimmeler S

【論　　題】 Effects of granulocyte colony simulating factor on functional activities of endothelial
progenitor cells in patients with chronic ischemic heart disease.

【雑 誌 名】 Arterioscler Thromb Vasc Biol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 2238-2243

【著　　者】 Ishibashi A, Yokokura Y, Adachi H

【論　　題】 Factors associated with poor prognosis of ischemic stroke.

【雑 誌 名】 Medical Postgraduates

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 44 , 87-94

【著　　者】 Kaida H, Ishibashi M, Nakamura M, Baba K, Tahara N, Uozumi J, Tomita N, Arikawa
S, Hayabuchi N

【論　　題】 Early gastric cancer and early colon cancer detected simultaneously by PET cancer
screening incidentally.

【雑 誌 名】 Ann Nucl Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 20 , 317-320

【著　　者】 Chi A, Valencia J C, Hu Z-Z, Watabe H, Yamaguchi H, Mangini N J, Huang H,
Canfield V A, Cheng K C, Yang F, Abe R, Yamagishi S, Shabanowitz J, Hearing V J,
Wu C, Appella E, Hunt D F

【論　　題】 Proteomic and bioinformatic characterization of the biogenesis and function of
melanosomes.

【雑 誌 名】 J Proteome Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 3135-3144
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【著　　者】 Yokosuka K, Park J S, Jimbo K, Yamada K, Sato K, Tsuru M, Takeuchi M, Yamagishi
S, Nagata K

【論　　題】 Advanced glycation end-products (AGEs) downregulate intervertebral disc cell
production of proteoglycans in vitro.

【雑 誌 名】 J Neurosurg: Spine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 324-329

【著　　者】 Ueda S, Yamagishi S, Takeuchi M, Kohno K, Shibata R, Matsumoto Y, Kaneyuki U,
Fujimura T, Hayashida A, Okuda S

【論　　題】 Oral adsorbent AST-120 decreases serum levels of AGEs in patients with chronic renal
failure.

【雑 誌 名】 Mol Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 180-184

【著　　者】 Motomiya Y,Yamagishi S, Adachi H, Abe A

【論　　題】 Elevated serum levels of pigment epithelium-derived factor in patients with end-stage
renal disease.

【雑 誌 名】 Clin Chem

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 52 , 1970-1971

【著　　者】 Niiya Y, Abumiya T, Shichinohe H, Kuroda S, Kikuchi S, Ieko M, Yamagishi S,
Takeuchi M, Sato T, Iwasaki Y

【論　　題】 Susceptibility of brain microvascular endothelial cells to advanced glycation end
products-induced tissue factor upregulation is associated with intracellular reactive
oxygen species.

【雑 誌 名】 Brain Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 1108 , 179-187

【著　　者】 Kato T, Inoue T, Yamagishi S, Murooka T, Okimoto T, Node K

【論　　題】 Low-density lipoprotein subfractions and the prevalence of silent lacunar infarction in
subjects with essential hypertension.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 303-307

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Inoue H, Ueno T, Sata
M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks the interleukin-6 signaling to
C-reactive protein expression in Hep3B cells by suppressing Rac-1.

【雑 誌 名】 Life Sciences

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 79 , 1981-1987
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【著　　者】 Yamagishi S, Kikuchi S, Nakamura K, Matsui T, Makino T, Norisugi O, Shimizu T,
Inoue H, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks angiotensin II-induced T cell
adhesion to endothelial cells by suppressing intercellular adhesion molecule-1.

【雑 誌 名】 Hormone and Metabolic Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 38 , 546-548

「その他」

【著　　者】 甲斐久史、田原宣広、今泉 勉

【論　　題】 動脈硬化の炎症をみる -FDG-PET法を用いた動脈硬化活動性の評価 -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 69 , 354-357

【著　　者】 有馬 健、勝田洋輔、今泉 勉

【論　　題】 自己骨髄単核球移植による虚血性神経障害の新しい治療法

【雑 誌 名】 実験医学増刊「急速進展する血管研究」

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 24 , 2900-2904

【著　　者】 山岸昌一、中村和生、今泉 勉

【論　　題】 酸化ストレスと RAS-糖代謝 - 糖代謝異常における RASの関与

【雑 誌 名】 Angiotensin Research

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 3 , 244-249

【著　　者】 大内田昌直

【論　　題】 器質的心疾患と不整脈 ～心筋症～

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 30 , 934-938

【著　　者】 古賀允久、甲斐久史、川井友美子、甲斐麻美子、片岡泰文、今泉 勉

【論　　題】 高血圧患者における非薬物治療の重要性

【雑 誌 名】 日本病院薬剤師会雑誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 42 , 1021-1024

【著　　者】 齋藤 裕、勝田洋輔、松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 収縮不全と RAS

【雑 誌 名】 Angiotensin Research

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 3 , 187-191

24.内科学（心臓・血管）

- 130 -



【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 拡張不全の診断と治療

【雑 誌 名】 CARDIAC PRACTICE

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 17 , 251-257

【著　　者】 安川秀雄、杉 雄介、今泉 勉

【論　　題】 慢性心不全̶新しい展開と治療 :心不全の進展因子としての炎症性体液因子の心
筋障害

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 55 , 821-825

【著　　者】 岡 直樹、上田集宣、今泉 勉

【論　　題】 肥大型心筋症の遺伝子異常と予後およびハイリスク症例の同定

【雑 誌 名】 CARDIAC PRACTICE

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 17 , 35-39

【著　　者】 梅井秀和、松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 白衣高血圧

【雑 誌 名】 日本臨床増刊「高血圧第三版」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 64 , 68-72

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 高血圧性心肥大における血圧変動の意義

【雑 誌 名】 循環器専門医

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 14 , 277-281

【著　　者】 工藤博司、甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 血圧変動 :「朝の血圧が高い」どのような降圧薬をいつ飲ませればよいのか

【雑 誌 名】 治療 (J. Therapy)

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 88 , 1291-1294

【著　　者】 甲斐久史

【論　　題】 拡張不全の臨床と基礎「高血圧心における拡張不全と心筋線維化」

【雑 誌 名】 循環器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 337-340

24.内科学（心臓・血管）
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【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 高血圧性心肥大における血圧変動の意義

【雑 誌 名】 循環器専門医

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 14 , 277-281

【著　　者】 甲斐久史

【論　　題】 慢性心不全治療の進歩「リモデリング」

【雑 誌 名】 日本臨牀

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 64 , 855-860

【著　　者】 水田吉彦、甲斐久史

【論　　題】 心不全を伴う高血圧の降圧目標と降圧薬の選択「虚血性心疾患・心不全」

【雑 誌 名】 循環器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 59 , 342-347

【著　　者】 梅井秀和、松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 白衣高血圧

【雑 誌 名】 日本臨床増刊「高血圧第三版」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 64 , 68-72

【著　　者】 Kai H, Kuwahara F, Tokuda K, Imaizumi T

【論　　題】 Perivascular inflammation and hypertensive cardiovascular remodeling.

【雑 誌 名】 Current Hypertension Reviews

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 2 , 263-269

【著　　者】 Takenaka K, Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Imaizumi T

【論　　題】 Role of advanced glycation end products (AGEs) in thrombogenic abnormalities in
diabetes.

【雑 誌 名】 Curr Neurovascular Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 1 , 73-77

【著　　者】 Sato T, Iwaki M, Shimogaito N, Wu X, Yamagishi S, Takeuchi M

【論　　題】 TAGE (Toxic AGEs) theory in diabetic complications.

【雑 誌 名】 Curr Mol Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6 , 351-358

24.内科学（心臓・血管）

- 132 -



【著　　者】 Ueda S, Yamagishi S, Kaneyuki U, Okuda S

【論　　題】 Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and cardiovascular disease.

【雑 誌 名】 Vascular Disease Prevention

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 291-295

【著　　者】 Sato T, Shimogaito N, Wu X, Kikuchi S, Yamagishi S, Takeuchi M

【論　　題】 TAGE (Toxic AGEs) theory and Alzheimer's disease.

【雑 誌 名】 American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 197-208

24.内科学（心臓・血管）
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25.内科学（内分泌代謝）

「単行本 /著書」

【著　　者】 垂井清一郎 ,門脇 孝 ,花房俊昭 編
山田研太郎 他

【タイトル】 清涼飲料水ケトーシス

【書名・発行所】朝倉書店 , 最新糖尿病学

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 p724-726

【著　　者】 難波光義 ,谷澤幸生 編
今村洋一 ,山田研太郎

【タイトル】 CGMS(Continuous Glucose Monitoring System)

【書名・発行所】文光堂 ,糖尿病の薬物治療 (糖尿病カレントライブラリー⑥ )

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 p113-117

【著　　者】 難波光義 ,谷澤幸生 編
山田研太郎 ,今村洋一

【タイトル】 プレプログラマブル CSII

【書名・発行所】文光堂 ,糖尿病の薬物治療 (糖尿病カレントライブラリー⑥ )

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 p97-100

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 三宅育代 , 馬場健吉 , 迎徳範 , 賀来寛雄 , 甲斐田勇人 , 石橋正敏 , 広松雄治 , 山田研
太郎

【論　　題】 【内分泌クリニカル・カンファランス】 甲状腺 18-FDG-PET(2[18F]Fluoro 2 Deoxy
Glucose positron emission tomography)における甲状腺疾患の頻度 2673例での検討
.

【雑 誌 名】 ホルモンと臨床 54巻秋季増刊

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 54 , 105-113

【著　　者】 Hirota N, Otabe S, Nakayama H, Yuan X, Yamada K

【論　　題】 Sequential activation of caspases and synergistic beta-cell cytotoxicity by palminate
and anti-Fas antibodies.

【雑 誌 名】 Life Sci.

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 79 , 1312-1316

25.内科学（内分泌代謝）
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【著　　者】 小林究 , 坂本菊男 , 宮嶋義巳 , 中島格 , 広松雄治

【論　　題】 甲状腺内に発生した異所性上皮小体腺腫

【雑 誌 名】 耳鼻と臨床

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 52 , 60-67

【著　　者】 三宅育代 ,馬場憲吉 ,迎徳範 ,賀来寛雄 ,甲斐田勇人 ,石橋正敏 ,広松雄治 ,山田研
太郎

【論　　題】 18-FDG-PET(2[18F]Fluoro 2 Deoxy Glucose positron emission tomography)におけ
る甲状腺疾患の頻度―2673例での検討―

【雑 誌 名】 ホルモンと臨床 54 秋季増刊号 2006「内分泌クリニカル・カンファランス 46」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 p105-13

【著　　者】 Hiromatsu Y, Fukutani T, Ichimura M, Mukai T, Kaku H, Miyake I, Yamada K.

【論　　題】 Autoimmune hypophysitis treated with intravenous glucocorticoid therapy.

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 45 , 1249-1252

【著　　者】 Miyake I, Takeuchi Y, Kuramoto T, Kaku H, Nakayama H, Takata K, Kurita Y,
Shigemori M, Hiromatsu Y, Yamada K

【論　　題】 Autoimmune hypophysitis treated with intravenous glucocorticoid therapy.

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 45 , 1249-1252

【著　　者】 Yuji Hiromatsu, Tomoka Fukutani, Michiko Ichimura, Tokunori Mukai, Hiroo Kaku,
Ikuyo Miyake, Kentaro Yamada

【論　　題】 Interleukin-12B Gene Polymorphism does not Confer Susceptibility to Graves’
Ophthalmopathy in Japanese Population

【雑 誌 名】 Endocr J

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 53 , 753-759

【著　　者】 Hiromatsu Y, Fukutani T, Ichimura M, Mukai T, Kaku H, Miyake I, Yamada K.

【論　　題】 Interleukin-12B gene polymorphism does not confer susceptibility to Graves'
ophthalmopathy in Japanese population.

【雑 誌 名】 Endocr J

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 53 , 753-759

25.内科学（内分泌代謝）
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【著　　者】 Hiromatsu Y, Fukutani T, Ichimura M, Mukai T, Kaku H, Miyake I, Yamada K.

【論　　題】 Interleukin-12B gene polymorphism does not confer susceptibility to Graves'
ophthalmopathy in Japanese population.

【雑 誌 名】 Endocr J

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 53 , 753-759

【著　　者】 Hiromatsu Y, Mukai T, Kaku H, Miyake I, Ichimura M, Fukutani T, Nakayama H,
Takata K, Imamura Y, Shoji S, Yamada K, Koda Y, Bednarczuk T

【論　　題】 IL-18 gene polymorphism confers susceptibility to the development of anti-GAD65
antibody in Graves' disease.

【雑 誌 名】 Diabet Med

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 23 , 211-215

【著　　者】 Mukai T, Hiromatsu Y, Ichimura M, Fukutani T, Kaku H, Miyake I, Shoji S, Koda Y,
Bednarczuk T.

【論　　題】 Lack of association of interleukin-18 gene polymorphisms with susceptibility of
Japanese populations to Graves' disease or Graves' ophthalmopathy.

【雑 誌 名】 Thyroid

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 16 , 243-248

【著　　者】 Mukai T, Hiromatsu Y, Ichimura M, Fukutani T, Kaku H, Miyake I, Shoji S, Koda Y,
Bednarczuk T

【論　　題】 Lack of association of interleukin-18 gene polymorphisms with susceptibility of
Japanese populations to Graves' disease or Graves' ophthalmopathy

【雑 誌 名】 Thyroid

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 16 , 243-248

【著　　者】 Hiromatsu Y, Mukai T, Kaku H, Miyake I, Ichimura M, Fukutani T, Nakayama H,
Takata K, Imamura Y, Shoji S, Yamada K, Koda Y, Bednarczuk T

【論　　題】 IL-18 gene polymorphism confers susceptibility to the development of anti-GAD65
antibody in Graves' disease

【雑 誌 名】 Diabet Med

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 23 , 211-215

【著　　者】 Naotoshi Hirota, Shuichi Otabe, Hitomi Nakayama, Xiaohong Yuan, Kentaro Yamada

【論　　題】 Sequential activation of caspases and synergistic β -cell cytotoxicity by palmitate and
anti-Fas antibodies

【雑 誌 名】 Life Sciences

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 79 , 1312-1316

25.内科学（内分泌代謝）
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【著　　者】 Yuji Hiromatsu, Tomoka Fukutani, Michiko Ichimura, Tokunori Mukai, Hiroo Kaku,
Ikuyo Miyake, Kentaro Yamada

【論　　題】 Interleukin-12B gene polymorphism does not confer susceptibility to Graves’
ophthalmopathy in Japanese population

【雑 誌 名】 Endocr J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , p753-9

【著　　者】 Otabe S,Nakayama H, Fukutani T,Yuan X,Hirota N,Inada C,Yamada K

【論　　題】 Clinical and genetic features of childhood-onset type 2 diabetes in Japan

【雑 誌 名】 Int J Diadetes & Metabolism

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 14 , 106-109

「その他」

【著　　者】 廣松雄治

【論　　題】 【バセドウ病とその周辺疾患 基礎・臨床研究の最新動向】 特殊なバセドウ病 バセ
ドウ病眼症の進展 ステロイド治療 .

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 64 , 2279-2285

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 無自覚性低血糖のおそれがある患者に対する留意点を教えて下さい

【雑 誌 名】 Diabetes Team Now

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 p12

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 無自覚性低血糖とは ?
無自覚性低血糖について教えて下さい

【雑 誌 名】 肥満と糖尿病

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 5 , p936-937

【著　　者】 司会 :山田研太郎 ,他出席者 :内潟安子 ,加藤光敏 ,井上岳

【論　　題】 座談会 空腹感と低血糖 -臨床の現場から -

【雑 誌 名】 肥満と糖尿病

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 5 , 691-706

25.内科学（内分泌代謝）
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【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 低血糖負荷試験とは ?

【雑 誌 名】 肥満と糖尿病

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 5 , 774-775

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 清涼飲料水ケトーシス

【雑 誌 名】 別冊日本臨床 新領域別症候群シリーズ No.3 内分泌代謝症候群 (第 2版 )(Ⅲ )
-その他の内分泌疾患を含めて -

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 90-93

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 やさしく教えて !ドクター編 質問「清涼飲料水ケトーシスという病気があるそう
ですが、どのようなものでしょうか。」

【雑 誌 名】 弥生

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 p6

【著　　者】 廣松雄治

【論　　題】 【甲状腺疾患の新しい考え方】 バセドウ病眼症に対する新しい考え方

【雑 誌 名】 ホルモンと臨床

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 54 , 665-673

【著　　者】 中山ひとみ、小田辺修一、上野隆登、廣田有俊、原暁紅、福谷知香、山田研太郎

【論　　題】 nSREBP-1cトランスジェニックマウスにおける NASH様肝病変

【雑 誌 名】 Diabetes Frontier

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 17 , 540

【著　　者】 廣松雄治

【論　　題】 【内分泌症候群 その他の内分泌疾患を含めて】 甲状腺 甲状腺機能亢進症 バセドウ
病眼症 .

【雑 誌 名】 日本臨床 別冊内分泌症候群

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 307-310

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 高脂血症患者の検査値の評価について

【雑 誌 名】 クリニックマガジン ,(株 )クリニックマガジン ,東京

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 42-43

25.内科学（内分泌代謝）
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【著　　者】 中山ひとみ、小田辺修一、上野隆登、廣田有俊、原暁紅、福谷知香、山田研太郎

【論　　題】 nSREBP-1cトランスジェニックマウスにおける NASH様肝病変

【雑 誌 名】 第 20回日本糖尿病動物研究会年次学術集会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 今村洋一 ,山田研太郎

【論　　題】 持続血糖測定システム

【雑 誌 名】 DIABETES JOURNAL 糖尿病と代謝

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , p27-8

【著　　者】 三宅育代 ,賀来寛雄 ,広松雄治

【論　　題】 内分泌症候群 (第 2版 )Ⅰ その他の内分泌疾患を含めて
甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症に伴うミオパチー

【雑 誌 名】 日本臨床 別冊 新領域別症候群シリーズ No.1

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 405-408

【著　　者】 Nakayama H, Otabe S, Ueno T,Hitota N,Yuan X,Fukutani T,Yamada K

【論　　題】 Transgenic mice expressing nuclear SREBP-1c in adipose tissue exhibit liver histology
similar to nonalcoholic steatohepatitis

【雑 誌 名】 American Diabetes Association's 66th Annual Scientific Session

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

25.内科学（内分泌代謝）
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26.内科学（腎臓）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Matsuguma K, Ueda S, Yamagishi S, Matsumoto Y, Kaneyuki U, Shibata R, Fujimura
T, Matsuoka H, Kimoto M, Kato S, Imaizumi T, Okuda S.

【論　　題】 Molecular mechanism for elevation of asymmetric dimethylarginine and its role for
hypertension in chronic kidney disease.

【雑 誌 名】 J Am Soc Nephrol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 2176-2183

【著　　者】 Iida S, Kohno K, Yoshimura J, Ueda S, Usui M, Miyazaki H, Nishida H, Tamaki K,
Okuda S.

【論　　題】 Carbonic-adsorbent AST-120 reduces overload of indoxyl sulfate and the plasma level
of TGF-� 1 in patients with chronic renal failure.

【雑 誌 名】 Clin Exp Nephrol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 10 , 262-267

【著　　者】 Matsuguma K, Ueda S, Yamagishi S, Matsumoto Y, Kaneyuki U, Shibata R, Fujimura
T, Matsuoka H, Kimoto M, Kato S, Imaizumi T, Okuda S.

【論　　題】 Molecular mechanism for elevation of asymmetric dimethylarginine and its role for
hypertension in chronic kidney disease.

【雑 誌 名】 J Am Soc Nephrol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 2176-2183

【著　　者】 Ueda S, Yamagishi S, Kaneyuki U, Okuda S.

【論　　題】 Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and cardiovascular disease

【雑 誌 名】 Vasc Dis Prevent

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 291-295

【著　　者】 Ueda S,Yamagishi S,Takeuchi M,Kohno K,Shibata R,Matsumoto Y,Kaneyuki
U,Fujimura T,Hayashida A,Okuda S

【論　　題】 Oral Adsorbent AST-120 Decreases Serum Levels of AGEs in Patients with Chronic
Renal Failure

【雑 誌 名】 MOL MED

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 180-184

26.内科学（腎臓）
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「その他」

【著　　者】 玉置 清志、奥田 誠也

【論　　題】 浮腫の診断と検査の進め方

【雑 誌 名】 総合臨床

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 55 , 2594-2600

【著　　者】 兼行 詩子、奥田 誠也

【論　　題】 高齢者の急性腎不全をどう診るか

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 4275 , 57-62

【著　　者】 小池 清美、奥田 誠也

【論　　題】 中毒性腎症 造影剤腎症と重金属中毒

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 64 , 614-617

【著　　者】 小池 清美、奥田 誠也

【論　　題】 造影剤と腎障害

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 4266 , 105-106

26.内科学（腎臓）
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27.小児科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 加我牧子、稲垣真澄編

【タイトル】 AD/HD支援システムの構築ー学校・地域との連携の実際

【書名・発行所】医師のための発達障害児・者診断治療ガイドブック、診断と治療社

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 134-141

【著　　者】 滝川一廣、小林隆児、杉山登志郎、青木省三編

【タイトル】 ADHDをもつ子どもへの夏期治療プログラム

【書名・発行所】そだちの科学、日本評論社

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 6 , 49-55

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 尾形明子 , 鈴木伸一 , 大園秀一 , 佐伯俊成 , 萬谷智之 , 小林正夫 , 山脇成人

【論　　題】 小児がん患児の学校不適応と母親の子どもの健康に関する認知

【雑 誌 名】 小児がん

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 43 , 180-185

【著　　者】 松岡 豊、大園 秀一

【論　　題】 がんと PTSD

【雑 誌 名】 こころの科学

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 129 , 83-88

【著　　者】 Egami K, Muta H, Ishii M, Suda K, Sugahara Y, Iemura M, Matsuishi T.

【論　　題】 Prediction of resistance to intravenous immunoglobulin treatment in patients with
Kawasaki disease.

【雑 誌 名】 J Pediatrics

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 149 , 237-240

27.小児科学
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【著　　者】 Sakai H, Visser R, Ikegawa S, Ito E, Numabe H, Watanabe Y, Mikami H, Kondoh T,
Kitoh H, Sugiyama R, Okamoto N, Ogata T, Fodde R, Mizuno S, Takamura K,
Egashira M, Sasaki N, Watanabe S, Nishimaki S, Takada F, Nagai T, Okada Y, Aoka
Y, Yasuda K, Iwasa M, Kogaki S, Harada N, Mizuguchi T, Matsumoto N.

【論　　題】 Comprehensive genetic analysis of relevant four genes in 49 patients with
Marfan syndrome or Marfan-related phenotypes.
Am J Med Genet A. 2006 Jul 11

【雑 誌 名】 Am J Med Genet A

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Suda K, Matsumura M, Hayashi H, Nishimura, K.

【論　　題】 Comparison of efficacy of medium-sized cutting balloons - vs - standard balloon for
dilation of peripheral pulmonary stenosis.

【雑 誌 名】 Am J Cardiol

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 97 , 1060-1063

「その他」

【著　　者】 大園 秀一

【論　　題】 第 3回米国精神社会腫瘍学会 (APOS)に参加して

【雑 誌 名】 Hiroshima BiMeS News

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 20
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28.放射線医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 (単著 )内田政史 (編者 )桑鶴良平

【タイトル】 腹部・骨盤部の画像診断 ここが鑑別ポイント 第 2章 胆道

【書名・発行所】羊土社

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 58-69

【著　　者】 末藤大明、早渕尚文 編者山田章吾

【タイトル】 悪性リンパ腫

【書名・発行所】早期のがん治療方法の選択 金原出版株式会社

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 180-195

【著　　者】 早渕尚文 編者平岡真寛・笹井啓資・井上俊彦

【タイトル】 対症療法

【書名・発行所】放射線治療マニュアル 株式会社中外医学社

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 535-548

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 内田政史

【論　　題】 3D画像応用に必要な PACSネットワーク内でのワークステーションの位置づけと
構築

【雑 誌 名】 新医療

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 126-129

【著　　者】 早渕尚文 ,末藤大明 ,芝本雄太 ,鹿間直人 ,柏戸宏造 ,中村和正

【論　　題】 消化管悪性リンパ腫に対する放射線治療

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 21 , 299-305

【著　　者】 内田政史

【論　　題】 肝、胆道領域の simulaton, navigation画像と 3Dラボへの応用

【雑 誌 名】 INNERVISON

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 64

28.放射線医学

- 144 -



【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 放射線治療を理解してもらうための適切な報道

【雑 誌 名】 新医療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 112-113

【著　　者】 内田政史 ,有川俊二 ,品川正治 ,早渕尚文

【論　　題】 肝胆膵領域における高精細 CT Angiographyと CT Cholangiographyの有用性

【雑 誌 名】 日独医報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 51 , 54-64

【著　　者】 Arikawa S, Uchida M, Shinagawa M, Tohnan T, Hayabuchi N

【論　　題】 Significant of the "beak sign" in the Differential Diagnosis of Uterine Lipoleiomyoma
from Ovarian Dermoid cyst

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 53 , 37-40

【著　　者】 Uchida M, Ishibashi M, Arikawa S, Shinagawa M, Hayabuchi N

【論　　題】 High-Resolution Computed Tomographic Angiography/Computed Tomographic
Cholangiography Image Fusion of the Hepatobiliary System

【雑 誌 名】 J Comput Assist Tomogr

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 30 , 913-916

【著　　者】 Yusuke Uchiyama, Toshi Abe, Norimitsu Tanaka, Kazuyuki Kojima, Masafumi
Uchida, Masaru Hirohata, Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Factors contributing to blood-brain barrier disruption following intracarotid injection
of nonionic iodinated contrast medium for cerebral angiography: experimental study in
rabbits

【雑 誌 名】 Radiation Medicine

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 24 , 321～ 326

【著　　者】 Kaida H, Ishibasi M, Nakamura M, Baba K, Tahara N, Uozumi J, Tomita N, Arikawa
S, Hayabuchi N

【論　　題】 Early gastric cancer and early colon cancer detected simultaneously by PET cancer
screening incidentally

【雑 誌 名】 Annals of Nuclear Medicine

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 20 , 317-320

28.放射線医学
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【著　　者】 Nagata S, Nishimura H, Uchida M, Hayabuchi N, Zenmyou M, Fukahori S

【論　　題】 Giant angioleiomyoma in extremity : report of two cases

【雑 誌 名】 Magn Reson Med Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 113-118

【著　　者】 Nagata S, Nishimura H, Uchida M, Hayabuchi N, Zenmyou M, Harada H

【論　　題】 Giant cell-rich osteosarcoma of the distal femur : radiographic and magnetic resonance
imaging findings

【雑 誌 名】 Radiat Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 228-232

【著　　者】 Tahara N, Kai H, Ishibashi M, Nakamura H, Kaida H, Baba K, Hayabuchi N,
Imaizumi T

【論　　題】 Simvastatin attenuates plaque inflammation - evaluation by fluorodeoxyglucose
positron emission tomography -

【雑 誌 名】 J Am Coll Cardiol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 1825-31

【著　　者】 Nagaoka S, Torimura T, Itano S, Ishibashi M, Akiyoshi J, Kurogi J,  Matsugaki S,
Inoue K,Tajiri N, Takada1A, Ando E, Kuromatsu R, Kurogi M, Kumashiro R, Kojiro
M, Hayabuchi N, Sata M

【論　　題】 Value of PET plus CT fusion images in hepatocellular carcinoma and combined
hepatocellular and cholangiocarcinoma patients with extra hepatic metastases:
Preliminary experience

【雑 誌 名】 Liver Int

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 781-788

【著　　者】 Naito Y, Kinoshita H, Okabe Y, Kawahara R, Sakai T, Suga H, Arikawa S, Oshima K,
Kojiro M

【論　　題】 CD56(NCAM)Expression in Pancreatic Carcinoma and the Surrounding Pancreatic
Tissue

【雑 誌 名】 Kurume Medical JOurnal

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 59-62

「その他」

【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 衆議院予算委員会と放射線治療

【雑 誌 名】 画像診断 すとらびむす

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 26 , 1065

28.放射線医学
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【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 悪性リンパ腫の放射線治療

【雑 誌 名】 第 24回 Radiology Update Fukuoka学術講演会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 がん医療における放射線治療の現状と今後の役割

【雑 誌 名】 平成 18年第 1回「市民のためのがん治療の会」福岡講演会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 長田周治 ,内田政史 ,副島 崇 ,早渕尚文

【論　　題】 MT subtraction法を用いた高分解能軟骨三次元表示MRIの研究

【雑 誌 名】 INNERVISION

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 63

【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 今何故放射線治療なのか ,放射線治療に問題はないのか ?

【雑 誌 名】 Newsletter 市民のためのがん治療の会

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 2-3

【著　　者】 Seiji Kurata, Masatoshi Ishibashi, Hayato Kaida, Yuji Hiromatsu*,
Ikuyo Miyake*, and Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Assessment of FDG uptake on the thyroid region inthe cancer screening

【雑 誌 名】 第 46回日本核医学会総会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Seiji Kurata, Masatoshi Ishibashi, Hayato Kaida, Hidemi Nishida, Seiya Okuda,
Naofumi Hayabuchi

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

【雑 誌 名】 Annal Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Athens, Greece

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

28.放射線医学
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29.神経精神医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 前田久雄 「編者」日本てんかん学会用語事典編集委員会

【タイトル】 Aura(Aura continua)

【書名・発行所】てんかん学用語事典 日本てんかん学会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 15

【著　　者】 内野俊郎、恵紙英昭、石郷岡 純 (総編集 )

【タイトル】 急性期の入院治療プラン

【書名・発行所】チームで変える !第二世代抗精神病薬による統合失調症治療 . 中山書店

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 86～ 90

【著　　者】 前田正治 ,大江美佐里、編者上島国利 ,三村將 ,中込和幸 ,平島奈津子

【タイトル】 なぜ ,トラウマを負っても PTSDを発症する人としない人がいるのか ?

【書名・発行所】 EBM精神疾患の治療 2006-2007、中外医学社

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 256-261

【著　　者】 前田正治

【タイトル】 外傷後ストレス障害

【書名・発行所】今日の治療指針、医学書院

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 717-718

【著　　者】 内村直尚 ;桑原啓郎、日本睡眠学会 編

【タイトル】 トランスジューサの原理

【書名・発行所】臨床睡眠検査マニュアル

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 2-7

【著　　者】 内村直尚 ;桑原啓郎、日本睡眠学会 編

【タイトル】 生体アンプ・各種フィルタの特性とデジタル脳波計の特徴

【書名・発行所】臨床睡眠検査マニュアル

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8-15

29.神経精神医学
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【著　　者】 内村直尚 ;日本臨床精神神経薬理学会専門医制度委員会 編集

【タイトル】 時間薬理学

【書名・発行所】臨床精神神経薬理学テキスト

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 71-77

【著　　者】 内村直尚 ;清水徹男 編著

【タイトル】 生活習慣病との関係からみた不眠症治療を探る

【書名・発行所】睡眠障害治療の新たなストラテジー

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 77-82

【著　　者】 Masaharu Maeda, Takayuki Maruoka, Hisao Maeda

【タイトル】 Psychological Consequences for Students Who Survived the Ehime Maru Accidednt:
A 26-Months Follow-Up Study

【書名・発行所】 PTSD: Brain Mechanisms and Clinical Implications. Springer.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 193-202

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大江美佐里 ,前田正治 ,境理恵 ,赤司英博 ,田中みとみ ,丸岡隆之 ,恵紙英昭 ,前田
久雄

【論　　題】 注意サインへの気づきを目的とした短期再発予防プログラムの実施

【雑 誌 名】 臨床精神医学

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 35 , 1699-1706

【著　　者】 内野俊郎、牧田 潔

【論　　題】 急性期治療病棟における心理教育の実践

【雑 誌 名】 最新精神医学

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 11 , 527-532

【著　　者】 原口健三、前田正治、内野俊郎、牧田 潔、前田久雄

【論　　題】 精神障害者に対する偏見・スティグマの研究 -精神科実習は精神障害に対する社
会的距離を縮めるか ?-

【雑 誌 名】 作業療法

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 25 , 439-448

29.神経精神医学
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【著　　者】 前田正治、土生川光成

【論　　題】 PTSDと悪夢 :夢のエピソード記憶化現象について

【雑 誌 名】 こころの科学

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 129 , 35-42

【著　　者】 前田正治

【論　　題】 トラウマケアにおけるデイケア治療の可能性

【雑 誌 名】 デイケア実践研究

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 10 , 85-89

【著　　者】 安元真吾、恵紙英昭、前田久雄

【論　　題】 久留米大学病院精神神経科における卒後研修システムの紹介と現状

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 52 , 36-19

【著　　者】 恵紙英昭、後藤直樹、近間浩史、福山裕夫、辻丸秀策、岡村尚昌、牧田 潔、前田
久雄

【論　　題】 高校生の飲酒についてのアンケート調査

【雑 誌 名】 日本アルコール精神医学雑誌

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 13 , 5-20

【著　　者】 前田正治、比嘉美弥、加藤 寛

【論　　題】 輸送災害と外傷性ストレス反応に関する研究総説

【雑 誌 名】 平成 17年度厚生労働科学研究費補助金 総括・分担研究報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 117-132

【著　　者】 大江美佐里、前田正治、加藤 寛

【論　　題】 ガルーダ航空機事故 10年後調査 :心理的影響と有効な精神保健的援助のあり方に
ついて

【雑 誌 名】 平成 17年度厚生労働科学研究費補助金 総括・分担研究報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 83-96

【著　　者】 前田正治、丸岡隆之、前田久雄

【論　　題】 ガルーダ機墜落事故とえひめ丸沈没事故 :輸送災害における被災者ケア

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 48 , 295-302
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【著　　者】 前田 久雄

【論　　題】 デイケア通所患者の抗精神病薬使用の調査研究

【雑 誌 名】 精神科急性期治療病棟・リハビリテーション病棟等の在り方に関する研究 平成 17
年度厚生労働科学研究費補助金 総合・分担研究報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 136～ 149

【著　　者】 前田久雄

【論　　題】 精神科急性期治療病棟における患者の退院転帰と再入院に関する研究

【雑 誌 名】 精神科急性期病棟・リハビリテーション病棟等の在り方に関する研究 . 平成 15年
度ー平成 17年度総合研究報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 405-414

【著　　者】 大江 美佐里

【論　　題】 産業施設災害が及ぼす心理的影響 -対処行動とトラウマ症状に関する諸考察 -

【雑 誌 名】 トラウマティック・ストレス

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 4 , 39-48

【著　　者】 前田正治、比嘉美弥

【論　　題】 輸送災害と外傷性ストレス反応 :船舶・航空・鉄道事故に関する研究総説

【雑 誌 名】 トラウマティック・ストレス

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 4 , 49-60

【著　　者】 内野俊郎、坂本明子

【論　　題】 家族支援と薬物療法

【雑 誌 名】 Schizophrenia Frontier

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 7 , 45~49

【著　　者】 井上雅之、森田喜一郎、上野雄文、小路純央、西浦佐知子、土井亮、安陪等思、
前田久雄

【論　　題】 fMRIによる急性期及び回復期の統合失調症者における表情認知研究

【雑 誌 名】 脳と精神の医学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 17 , 73-77

【著　　者】 橋爪祐二

【論　　題】 睡眠障害と睡眠の役割―よりよい眠りを求めて―

【雑 誌 名】 ぜんかれん

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 8-13

29.神経精神医学

- 151 -



【著　　者】 橋爪祐二

【論　　題】 睡眠時無呼吸症候群と精神神経疾患

【雑 誌 名】 JOHNS

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 823-825

【著　　者】 松山誠一朗 ,内村直尚 ,大島博治 ,平野 隆 ,大島正親 ,前田久雄

【論　　題】 塩酸ジフェンヒドラミン (ドリエル )を大量服薬したアルコール依存症患者の 1
例

【雑 誌 名】 日本アルコール精神医学雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 33-36

【著　　者】 Uchimura N,Nakajima T,Hayashi K,Nose I,Hashizume Y,Ohyama T,Habukawa
M,Kotorii N,Kuwahara H,Maeda H

【論　　題】 Effect of zolpidem on sleep architecture and its next-morning residual effect in
insomniac patients:A randomized crossover comparative study with brotizolam.

【雑 誌 名】 Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 30 , 22-29

【著　　者】 内村直尚 ;小曽根基裕、八木朝子、伊藤洋、田村義之、井上雄一、佐々木三男、
Mario Giovanni Terzano、清水徹男

【論　　題】 睡眠パラメータ CAPを用いたゾルピデムの精神生理性不眠症患者における睡眠の
質 (安定性 )に対する検討―プラセボ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】 新薬と臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 737-753

【著　　者】 内村直尚 ;桑原啓郎、小川清司、大木薫、大島悦子、森槌康貴、小城鶴美、宮地
律子、大仁田美和、大田裕明、高良史司、山口由美子、城間清美、財部初美、前
田久雄

【論　　題】 PSG共通データを用いた睡眠段階判定における問題点の検討

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 485-492

【著　　者】 内村直尚 ;橋爪祐二、土生川光成、小鳥居望、山本克康、前田久雄

【論　　題】 生活習慣病と睡眠の深い関係を考える―働く世代の調査から―

【雑 誌 名】 診断と治療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 94 , 501-511
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【著　　者】 前田久雄、石田重信、丸岡隆之

【論　　題】 デイケア通所患者の抗精神病薬使用の調査研究

【雑 誌 名】 平成 17年度厚生労働省科学研究費補助金 (厚生労働科学障害保健福祉総合研究事
業 )ー精神科急性期病棟・リハビリテーション病棟等の在り方に関する研究ー 平
成 15年度～平成 17年度総合研究報告書 2006

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 427-439

【著　　者】 前田正治、丸岡隆之、前田久雄

【論　　題】 ガルーダ機墜落事故とえひめ丸沈没事故 輸送災害における被災者ケア

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 295-302

【著　　者】 丸岡隆之

【論　　題】 心的外傷後ストレス障害の薬物療法

【雑 誌 名】 第 7回九州地区 SSRI研究会学術講演会記録集

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 14

【著　　者】 前田久雄、石田重信、丸岡隆之、大江美佐里

【論　　題】 久留米大学病院における抗精神病薬使用の調査研究

【雑 誌 名】 平成 16年度厚生労働省科学研究費補助金 (厚生労働科学障害保健福祉総合研究事
業 )ー精神科急性期病棟・リハビリテーション病棟等の在り方に関する研究ー 平
成 15年度～平成 17年度総合研究報告書 2006

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 415-426

【著　　者】 前田久雄、石田重信、丸岡隆之、小山明日香、伊藤弘人

【論　　題】 精神科急性期治療病棟における患者の退院後転帰と再入院に関する研究

【雑 誌 名】 平成 15年度厚生労働省科学研究費補助金 (厚生労働科学障害保健福祉総合研究事
業 )ー精神科急性期病棟・リハビリテーション病棟等の在り方に関する研究ー 平
成 15年度～平成 17年度総合研究報告書 2006

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 405-414

【著　　者】 前田久雄、石田重信、丸岡隆之

【論　　題】 デイケア通所患者の抗精神病薬使用の調査研究

【雑 誌 名】 厚生労働省科学研究費補助金 障害保健福祉総合研究事業 精神科急性期病棟・リハ
ビリテーション病棟等の在り方に関する研究平成 17年度総括・分担研究報告書

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 136-148
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【著　　者】 Mori K,Harano M,Uchimura N

【論　　題】 Search of susceptibility SNP for shizophrenia in the Pael-R gene.

【雑 誌 名】 American journal of Medical Genetics

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 141B , 793

【著　　者】 Wing Sze Lo,Cunyou Zhao,Zhi Wen Xu,Jianhuan Chen,Zhikiang Yu,Frank W
Pun,Ka-Lok Tong,Siu-Kin Ng,Shu-Kin Ng,Shui-Ying Tsang,Harano M,Micha
Gawlik,Uchimura N,Gerald Stober,Hong Xue

【論　　題】 Cross-population validation of schizophrenia-association and functional analysis on
mRNA Expression and eletrophysiological properties of two isoforms of GABRB2.

【雑 誌 名】 American Journal of Medical Genetics

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 141B , 800-801

【著　　者】 Tsuchiya S,Tsuchiya K,Tsuchiya K,Kaku Y,Uchimura N

【論　　題】 Familial development of narcolepsy and periodic limb movement disorder.

【雑 誌 名】 Sleep and Biological Rhythms

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 179-182

【著　　者】 Yamamoto K, Uchimura N, Habukawa M, Takeuchi N, Oshima H, Oshima M, Maeda
H

【論　　題】 Evaluation of the effects of paroxetine in the treatment of REM sleep behavior
disorder

【雑 誌 名】 Sleep and Biological Rhythms

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 190-192

「その他」

【著　　者】 富永良善、前田正治、大澤智子、加藤 寛

【論　　題】 われわれが行うべきことー自然災害と大規模交通災害への関与を通してー

【雑 誌 名】 兵庫県こころのケアセンター平成 17年度事業報告書

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 2 , 60-81

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 生活習慣病と睡眠障害

【雑 誌 名】 PTM最新の疾患別治療マニュアル

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 9 ,
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【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 現在の医療経済的仕組みの中で総合病院型精神科救急は成り立つか ?

【雑 誌 名】 第 14回日本精神科救急学会 シンポジウム

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田久雄

【論　　題】 精神科治療の段階性および階層性

【雑 誌 名】 日本精神神経学雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 108 ,

【著　　者】 前田久雄

【論　　題】 情動の中枢機構と統合失調症にみられるその病態ー動物実験による知見および脳
機能画像を用いた研究ー

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 48 , 517～ 522

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 統合失調症の当事者への心理教育

【雑 誌 名】 第二回 統合失調症への心理社会的介入研究班リーダー研修会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 上司と部下の心理学ー心に響くコミュニケーションー

【雑 誌 名】 福岡県精神科病院協会・福岡地区看護部長会研修会 7月 31日

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 統合失調症の急性期に行う心理教育と薬物療法

【雑 誌 名】 さいたま精神科フォーラム

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 久留米大学急性期治療病棟における工夫～第二世代抗精神病薬とリハビリテー
ションの位置づけ～

【雑 誌 名】 山口県西部症例検討会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山本克康、内村直尚、土生川光成、竹内暢、小鳥居望、大島正親、大島博治、有
吉祐、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 30回日本睡眠学会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 恵紙英昭、小路純央、稲永和豊、國芳雅広、大山司郎、新垣安亮、王丸道夫、田
代聖二、前田久雄

【論　　題】 老年期認知症の周辺症状および老年期精神障害に対する当帰芍薬散の治療効果

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 S-56,221

【著　　者】 五十君啓泰、前田正治、丸岡隆之、恵紙英昭、橋爪祐二、前田久雄

【論　　題】 大学病院急性期治療病棟の地域社会における現状

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 S-92,319

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 急性期の統合失調症患者への心理教育～久留米大学精神科急性期治療病棟の経験
から～

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 精神科リハビリテーションと薬物療法

【雑 誌 名】 東予・南予地区精神科学術講演会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 統合失調症の当事者への心理教育

【雑 誌 名】 統合失調症への心理社会的介入研究班リーダー研修会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 統合失調症のあらましと治療

【雑 誌 名】 沖縄中部家族会講演会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】
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【著　　者】 内野俊郎

【論　　題】 心理教育普及ガイドライン・ツールキットプロジェクトについて

【雑 誌 名】 第 9回心理教育・家族教室ネットワーク

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 坂本明子、大江美佐里

【論　　題】 統合失調症の当事者への心理教育・専門家も楽しめる心理教育～当事者への心理
教育のバリエーション～

【雑 誌 名】 第 9回心理教育・家族教室ネットワーク

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 内野 俊郎

【論　　題】 プライマリー医療における不安性障害～パニック障害への対応を中心に～

【雑 誌 名】 飯塚地区内科医学術講演会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田久雄

【論　　題】 葛藤反応型うつ病 (笠原・木村 )の薬物療法

【雑 誌 名】 最新精神医学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 11 , 81～ 82

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 高齢者の不眠とその対応

【雑 誌 名】 老年精神医学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 1278-1284

【著　　者】 内村直尚 ,芝山幸久 ,筒井末春

【論　　題】 うつによる不眠症んは速やかな睡眠薬の投与を

【雑 誌 名】 CLINIC magagine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 1 , 30-35

【著　　者】 内村直尚 ,山本克康

【論　　題】 レム睡眠行動障害の診断と治療

【雑 誌 名】 最新精神医学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 461-468
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【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 序論 (特集・睡眠障害の診断と治療 )

【雑 誌 名】 最新精神医学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 417-418

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠薬の臨床用量依存をどうみる

【雑 誌 名】 臨床精神薬理

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 9 , 2003-2010

【著　　者】 内村直尚 ,土生川光成

【論　　題】 不眠症の原因・診断・分類および治療

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 357-362

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 不眠・せん妄に対する薬剤と注意点

【雑 誌 名】 整形外科看護

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 39-42

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠薬は癖になって止められなくなるのか ?

【雑 誌 名】 治療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 88 , 885-889

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 慢性疼痛と睡眠障害

【雑 誌 名】 ペインクリニック

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 27 , 94-102

【著　　者】 Chikama K, Egami H, Goto N, Fukuyama H, Tsujimaru S, Maeda H

【論　　題】 Questionnaire Survey of Senior High School Students' drinking Behaviors

【雑 誌 名】 XXV CINP Chicago,USA 9-13 July 2006

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Egami H, Shoji S, Inanaga K, Kuniyoshi M, Oyama S, Shingaki Y, Omaru M, Tashiro
S, Maeda H

【論　　題】 The application of Toki-Shakuyaku-San(TJ-23), a Japanese Herbal Medicine, on
Behavioral And Psychological Symptoms of Dementia And Psychotic States in Elderly

【雑 誌 名】 XXV CINP Chicago,USA 9-13 July 2006

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

29.神経精神医学

- 159 -



30.皮膚科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 橋本 隆

【タイトル】 自己免疫性水疱症の血清診断

【書名・発行所】皮膚科のコツと落とし穴、編集 :西岡 清

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 156-157

【著　　者】 橋本 隆

【タイトル】 自己免疫性水疱症の全身療法

【書名・発行所】皮膚科のコツと落とし穴、編集 :西岡 清

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 126-127

【著　　者】 橋本 隆、石井文人

【タイトル】 IgA天疱瘡̶臨床像と抗原解析を中心に、皮膚疾患の最新医療

【書名・発行所】先端医療シリーズ 38 先端医療技術研究

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 127-130

【著　　者】 名嘉真国武、前山泰彦、夏秋洋平、橋本 隆

【タイトル】 自己免疫性水疱症検査

【書名・発行所】臨床検査

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 907-911

【著　　者】 石井文人、橋本 隆

【タイトル】 自己免疫性水疱症検査、臨床検査、先天性皮膚疾患の遺伝子検査

【書名・発行所】臨床検査

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 897-900

【著　　者】 辛島正志、橋本 隆

【タイトル】 BPAG1(BP230)と中間径線維との細胞生物学的相互作用の検討

【書名・発行所】第 20回角化症研究会記録集 (東京商工会議所 )、協和企画

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12-15
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【著　　者】 石井文人、濱田尚宏、安元慎一郎、橋本
会

【タイトル】 臨床的に peeling skin syndromeを疑った 1例

【書名・発行所】第 20回角化症研究会記録集 (東京商工議所 )、協和企画

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 96-98

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 楠原　正洋

【論　　題】 リンパ球と樹状細胞の検査

【雑 誌 名】 臨床検査

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 50 , 901-906

【著　　者】 楠原　正洋

【論　　題】 スポロトリコーシスの地域情報

【雑 誌 名】 Monthly Book Derma.

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 114 , 70-75

【著　　者】 濱田尚宏 ,橋本 隆

【論　　題】 先天性皮膚疾患の遺伝子検査 .

【雑 誌 名】 臨床検査

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 845-853

【著　　者】 田中倫子 ,濱田尚宏 ,橋本 隆

【論　　題】 後天性表皮水疱症 .

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 778-780

【著　　者】 桃崎直也 ,夏秋洋平 ,横須賀美也子 ,小野文武 ,濱田尚宏 ,黒瀬浩一郎 ,名嘉眞武国
,橋本 隆

【論　　題】 リンパ節転移を伴った基底細胞癌の 2例 .

【雑 誌 名】 日本皮膚外科学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 10 , 92-93

【著　　者】 濱田尚宏

【論　　題】 皮膚粘膜ヒアリノーシス .

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 586^587
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【著　　者】 植村文子、山元 修、橋本 隆、中野龍次、戸倉新樹

【論　　題】 線状 IgA水疱性皮膚症の 2例

【雑 誌 名】 皮膚臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 85-88

【著　　者】 神代恵美、前山泰彦、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 Harlequin症候群

【雑 誌 名】 皮膚病診療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 28 , 1478-1480

【著　　者】 浅野千賀、三浦義則、黒田 啓、藤本栄大、多島新吾、大西善博、石井文人、橋本
隆

【論　　題】 尋常性乾癬に合併した自己免疫性表皮下水疱症

【雑 誌 名】 臨皮

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 990-994

【著　　者】 吉田まり子、前山泰彦、名嘉眞武国、安元慎一郎、橋本 隆、井口憲一郎

【論　　題】 糖尿病を伴わない necrobiosis lipoidicaの 1例

【雑 誌 名】 臨皮

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 1020-1022

【著　　者】 名嘉真国武、前山泰彦、夏秋洋平、橋本 隆

【論　　題】 自己免疫性水疱症検査

【雑 誌 名】 臨床検査

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 907-911

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 皮膚科における形態学的検査から分子生物学的検査まで

【雑 誌 名】 臨床検査

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 833-835

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 2種の自己抗原未同定の自己免疫性水疱症における抗原解析ー自己免疫性水疱症 -

【雑 誌 名】 最新の話題、医学のあゆみ

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 218 , 966-970
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【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 はじめにー自己免疫性水疱症 -最新の話題

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 218 , 931

【著　　者】 石井文人、楠原正洋、橋本 隆

【論　　題】 Semicircular Lipoatrophyの 1例

【雑 誌 名】 皮膚臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 1220-1221

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 粘膜皮膚眼症候群

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 1183-1186

【著　　者】 樋口雅子、橋本 隆

【論　　題】 水疱を形成した激しい接触皮膚炎

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 810-811

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 掌蹠に水疱を形成した 1例 (診断例 )

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 794-795

【著　　者】 橋川恵子、石井文人、橋本 隆

【論　　題】 Transient bullous dermolysis of the newborn

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 792-793

【著　　者】 濱田尚宏、橋本 隆

【論　　題】 Hemorrhagic Darier’s disease

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 786-787
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【著　　者】 石井文人、橋本 隆

【論　　題】 Peeling skin syndrome

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 784-785

【著　　者】 田中倫子、濱田尚宏、橋本 隆

【論　　題】 後天性表皮水疱症

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 778-780

【著　　者】 森 敏恵、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 免疫不全者にみられた単純疱疹

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 766-767

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 水疱をみたらー水疱を示す疾患の病診連携̶

【雑 誌 名】 Visual Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 754-757

【著　　者】 名嘉眞武国、橋本 隆

【論　　題】 水疱性類天疱瘡

【雑 誌 名】 皮膚病診療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 28 , 571-574

【著　　者】 森 敏恵、廣田香織、名嘉眞武国、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 tufted angioma

【雑 誌 名】 皮膚病診療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 28 , 447-450

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 増える「水疱性類天疱瘡」を見逃すな

【雑 誌 名】 日経メディカルオンライン

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4.
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【著　　者】 木村容子、猿田 寛、田中倫子、三原 典、濱田尚宏、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 体幹と四肢に発生した皮膚型結節性多発動脈炎の 1例

【雑 誌 名】 皮膚臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 333-336

【著　　者】 坂口正展、芦田雅士、上田正登、石井文人、橋本 隆

【論　　題】 BP180の NC16a部位と C末端部位に対する自己抗体を示した粘膜類天疱瘡の 1
例

【雑 誌 名】 皮膚臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 1129-1132

【著　　者】 川島拓也、永山博敏、鈴木良夫、石井文人、橋本 隆

【論　　題】 小児の後天性表皮水疱症

【雑 誌 名】 皮膚病診療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 28 , 583-586

【著　　者】 木村容子、上田明弘、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 塩酸プラゾシンとアルファカルシドールの併用療法が奏功した硬化性萎縮性苔癬
の 1例

【雑 誌 名】 臨皮

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 360-362

【著　　者】 石田和加、野本浩生、牧野輝彦、日野孝之、北川太郎、諸橋正昭、石井文人、橋
本 隆

【論　　題】 B細胞リンパ腫に伴った主要随伴性天疱瘡の 1例

【雑 誌 名】 臨皮

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 331-334

【著　　者】 前山 直、前山泰彦、辛島正志、安元慎一郎、橋本 隆、森光洋介

【論　　題】 糖尿病性皮膚壊疽切断部に生じた verrucous skin lesions on the feet in diabetic
neuropathyの 1例

【雑 誌 名】 皮膚臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 93-95

【著　　者】 吉田まり子、濱田尚宏、安元慎一郎、橋本 隆、天谷雅行、橋本公二

【論　　題】 BP230 ELISA法の開発について

【雑 誌 名】 臨皮

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 79-82
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【著　　者】 橋本 隆、石井文人

【論　　題】 IgA天疱瘡̶臨床像と抗原解析を中心に、皮膚疾患の最新医療

【雑 誌 名】 先端医療シリーズ 38先端医療技術研究所

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 127-130

【著　　者】 Lin N, Urabe K, Moroi Y, Uchi H, Nakahara T, Dainichi T, Kokuba H, Tu Y, Furue M

【論　　題】 Overexpression of phosphorylated-STAT3 and phosphorylated-ERK protein in
dermatofibrosarcoma protuberans

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 16 , 262‒ 265

【著　　者】 Liu H, Moroi Y, Yasumoto S, Kokuba H, Imafuku S, Nakahara T, Dainichi T, Uchi H,
Tu Y, Furue M, Urabe K

【論　　題】 Immunohistochemical localization of activated Stat3 and hTERT protein in psoriasis
vulgaris

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 16 , 205‒ 207

【著　　者】 Dainichi T, Amano S, Matsunaga Y, Iriyama S, Hirao T, Hariya T, Hibino T, Katagiri
C, Takahashi M, Ueda S, Furue M

【論　　題】 Chemical peeling by SA-PEG remodels photo-damaged skin: suppressing p53
expression and normalizing keratinocyte differentiation

【雑 誌 名】 J Invest Dermatol

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 126 , 416-421

【著　　者】 Yoshida M, Hamada T, Amagai M, Hashimoto K, Uehara R, Yamaguchi K, Imamura
K, Okamoto E, Yasumoto S, Hashimoto T

【論　　題】 Enzyme-linked immunosorbent assay using bacterial recombinant proteins of human
BP230 as a diagnostic tool for bullous pemphigoid

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 41 , 21-30

【著　　者】 Yokokura H, Demitsu T, Kakurai M, Umemoto N, Azuma R, Yamada T, Suzuki M,
Jimbu Y, Yoneda K, Ishii N, Hashimoto T

【論　　題】 Paraneoplastic pemphigus mimicking erosive mucosal lichen planus associated with
primary hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 33 , 842-845
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【著　　者】 Mayuzumi M, Akiyama M, Nishie W, Ukae S, Abe M, Sawamura D, Hashimoto T,
Shimizu H

【論　　題】 Childhood epidermolysis bullosa acquisita with autoantibodies against the
noncollagenous 1 and 2 domains of type VII collagen: case report and review of the
literature

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 155 , 1048-1052

【著　　者】 Inaoki M, Ishii N, Hashimoto T, Fujimoto W

【論　　題】 Cicatricial pemphigoid with widespread bullous eruption

【雑 誌 名】 J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 33 , 727-729

【著　　者】 Hattori N, Komine M, Kaneko T, Shimazu K, Tsunemi Y, Koizumi M, Goto J,
Hashimoto T

【論　　題】 A case of epidermolysis bullosa simplex with a newly found missence mutation and
polymorphism in the highly concerved helix termination motif among type 1 keratin,
which was previously reported as a pathologic missense mutation

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】  155 , 1062-1063

【著　　者】 Lazarczyk M, Wozniak K, Ishii N, Gorkiewicz-Petkov A, Hashimoto T, Schwarz R,
Kowalewski C.

【論　　題】 Coexistence of psoriasis and pemphigoid--only a coincidence?

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 18 , 619-623

【著　　者】 Yoshida M, Meyama Y, Yasumoto S, Hashimoto T

【論　　題】 Vulvo-vaginal-gingival syndrome of lichen planus

【雑 誌 名】 Int J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 45 , 1252-1254

【著　　者】 Wozniak K, Kowalewski C, Hashimoto T, Glinska-Wielochowska M, Schwarz RA

【論　　題】 Penicillin-induced anti-p200 pemphigoid. An unusual morphology

【雑 誌 名】 Acta Dermato-Venerol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Kowalewski C, Hashimoto T, Amagai M, Jablonska S, Mackiewicz W, Wozniak K

【論　　題】 IgA/IgG pemphigus. A new atypical subset of pemphigus?

【雑 誌 名】 Acta Dermato-Venereol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 86 , 357-358

【著　　者】 Yamada T, Suzuki M, Koike Y, Kida K, Murata S, Ishii N, Hashimoto T, Ohtsuki M

【論　　題】 A case of epidermolysis bullosa acquisita with autoantibody to anti-p200 pemphigoid
antigen and exfoliative esophagitis

【雑 誌 名】 Dermatology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 212 , 381-384

【著　　者】 Kowalewski C, Hashimoto T, Amagai M, Jablonska S, Mackiewicz W, Wozniak K

【論　　題】 IgA/IgG pemphigus: A new subset of pemphigus

【雑 誌 名】 Acta Derm venereol (Stockh)

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 86 , 357-358

【著　　者】 Wozniak K, Waszczykowska E, Hashimoto T, Ishii N, Torzecka JD, Narbutt J,
Rogozinski T, Schwartz RA, Kowalewski C

【論　　題】 Anti-epiligrin cicatricial pemphigoid initially limited to the upper respiratory tract

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】  154 , 779-781

【著　　者】 Torrelo A, Hashimoto T, Mediero IG, Colmenero I, Zambrano A

【論　　題】 Pemphigus foliaceous in a child

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 31 , 288-289

【著　　者】 Heng A, Nwaneshiud A, Hashimoto T, Amagai M, Stanley JR

【論　　題】 Intraepidermal neutrophilic IgA/IgG anti-desmocollin pemphigus

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 154 , 1018-1020

「その他」

【著　　者】 井上義彦、濱田尚宏、春日 麗、清川兼輔、橋本 隆

【論　　題】 重度褥瘡に対する持続陰圧洗浄療法の治療経験

【雑 誌 名】 日本皮膚科学会第 339回福岡地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 濱田尚宏、坂口幸子、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 久留米大学皮膚科におけるケラチン病の遺伝子診断

【雑 誌 名】 第 13回分子皮膚科学フォーラム

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 桃崎直也、木村容子、小野文武、濱田尚宏、名嘉眞武国、橋本 隆、黒瀬浩一郎

【論　　題】 下腹部に生じたアポクリン腺癌の 1例

【雑 誌 名】 第 21回日本皮膚外科学会総会学術集会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 濱田尚宏、木村容子、井上義彦、黒瀬浩一郎、名嘉眞武国、橋本 隆

【論　　題】 前額正中皮弁と硬口蓋粘膜移植により再建した下眼瞼悪性黒色腫の 1例

【雑 誌 名】 第 21回日本皮膚外科学会総会学術集会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 濱田尚宏、坂口幸子、石井文人、辛島正志、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 伴性遺伝性魚鱗癬の 1家系

【雑 誌 名】 第 21回角化症研究会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上義彦、濱田尚宏、木村容子、橋本 隆

【論　　題】 仙骨部に発生した巨大懸垂性 nevus lipomatosus cutaneous superficialisの 1例

【雑 誌 名】 日本皮膚科学会第 337回福岡地方会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 類天疱瘡の治療薬の副作用が心配

【雑 誌 名】 きょうの健康、連載 :なんでも健康相談

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 135

【著　　者】 木村容子、濱田尚宏、安元慎一郎、橋本 隆、久保田由美子

【論　　題】 ヒトパルボウイルス B19感染に伴う多形滲出性紅斑の 1例

【雑 誌 名】 第 13回感染症・サーフェスバリア研究会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

30.皮膚科学
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【著　　者】 橋本 隆

【論　　題】 類天疱瘡、体の悩み 聞いて効く

【雑 誌 名】 産経新聞

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 3

【著　　者】 名嘉眞武国、橋川恵子、樋口雅子、黒瀬浩一郎、橋本 隆、濱田尚宏、宮里 稔

【論　　題】 妊娠に伴った色素分界線条の 3例

【雑 誌 名】 日本皮膚科学会第 45回沖縄地方会 野中薫雄教授退任記念会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 濱田尚宏

【論　　題】 公立八女総合病院

【雑 誌 名】 皮膚疾患の最新医療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 301

【著　　者】 石井文人 ,濱田尚宏 ,安元慎一郎 ,橋本 隆

【論　　題】 臨床的に peeling skin syndromeを疑った 1例 .

【雑 誌 名】 第 20回角化症研究会記録集

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 96-98

【著　　者】 濱田尚宏 ,小野文武 ,樋口雅子 ,黒瀬浩一郎 ,西岡昭二 ,名嘉眞武国 ,安元慎一郎 ,
橋本 隆

【論　　題】 強直性脊椎炎を合併した膿疱性乾癬の 1例

【雑 誌 名】 第 20回日本乾癬学会記録集

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 91-92

【著　　者】 Chan I, Liu L, Hamada T, Wessagowit V, McGrath JA.

【論　　題】 The molecular basis of lipoid proteinosis: spectrum of mutations in the extracellular
matrix parotein 1 gene.

【雑 誌 名】 The society of Investigative Dermatology 2006

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Hamada T, Ono F, Yasumoto S, McGrath JA, Hashimoto T.

【論　　題】 The recurrent N767S mutation in the ATP2A2 gene in a Japanese family with
hemorrhagic Darier’s disease mimicking epidermolysis bullosa simplex with mottled
pigmentation.

【雑 誌 名】 The society of Investigative Dermatology 2006

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

30.皮膚科学
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31.外科学（白水）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 藤本公則、佐土原順子、甲斐田勇人、石橋正敏、早渕尚史、松尾敏弘、高森信三

【論　　題】 非小細胞肺癌における縦隔・肺門リンパ節転移診断‐ CT, MRI, FDG-PETについ
て‐

【雑 誌 名】 画像診断

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 38-51

【著　　者】 高森信三、福永真理、橋本好司、本田順一

【論　　題】 聴診器の清潔度 .

【雑 誌 名】 Current Concepts in Infectious Diseases

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 18-19

【著　　者】 Koga T, Ushijima K, Kage M, Ichiki M, Kitajima T, Narita Y, Mizoguchi Y, Hanada
M, Ehara R, Nishimura M, Takamori S, Aizawa H

【論　　題】 Pulmonary metastasis of endometrial stromal sarcoma.

【雑 誌 名】 Kurume Med J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 95-97

【著　　者】 Sadohara J, Fujimoto K, Mller NL, Kato S, Takamori S, Ohkuma K, Terasaki H,
Hayabuchi N

【論　　題】 Thymic epithelial tumors: Comparison of CT and MRI imaging findings of low-risk
thymomas, high-risk thymomas, and thymic carcinomas.

【雑 誌 名】 Eur J Radiol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 70-79

31.外科学（白水）
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32.外科学（青柳）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Aoyagi S, Fukunaga S, Arinaga K, Yokokura Y, Yokokura H, Egawa N

【論　　題】 Late Re-operation for Aortic and Mitral Starr Edward Ball Valve Prostheses

【雑 誌 名】 Asia Cardiovasc & Thoracic Annals

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 14 , 467-471

【著　　者】 Aoyagi S, Arinaga K, Fukunaga S, Tayama E, Kosuga T, Akashi H

【論　　題】 Leaflet Movement of the ATS Valve Replacement with a Starr-Edwards Mitral Disk
Valve Prosthesis

【雑 誌 名】 Ann Thorac Surg

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 82 , 853-857

【著　　者】 Aoyagi S, Fukunaga S, Tayama E, Arinaga K, Oda T, Kosuga T

【論　　題】 Long-Term Survivors After Valve Replacement with a Starr-Edwards Mitral Disk
Valve Prosthesis

【雑 誌 名】 Artif Organs

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 30 , 484-487

【著　　者】 Aoyagi S, Fukunaga S, Ishihara K, Egawa N, Hosokawa Y, Nakamura E

【論　　題】 Coronary Artery Fistula From the Left Circumflex to the Coronary Sinus

【雑 誌 名】 International Heart Journal

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 47 , 147-152

【著　　者】 Eiki Tayama, Koichi Arinaga, Takahiro Shojima, Kazuyoshi Takagi, Yoshinori
Yokokura, Kazuhiro Yoshikawa, Hidetsugu Hori, Shuji Fukunaga, Hidetoshi Akashi,
Shigeaki Aoyagi

【論　　題】 Infection management in a patient with a left ventricular assist device: a case report of
long-term cefazolin sodium hydrate administration

【雑 誌 名】 J Artif Organs

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 9 , 118-121

32.外科学（青柳）

- 172 -



「その他」

【著　　者】 和田至弘、中村英司、細川幸夫、永川紀子、赤岩圭一、小須賀智一、飛永覚、石
原健次、田中厚寿、廣松伸一、明石英俊、青柳成明

【論　　題】 遺残坐骨動脈瘤の一例

【雑 誌 名】 第 89回日本血管外科学会九州地方会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣松伸一、石原健次、赤岩圭一、田中厚寿、永川紀子、大塚裕之、岡崎悌之、横
倉寛子、細川幸夫、中村英司、飛永覚、明石英俊、青柳成明

【論　　題】 深部静脈血栓症合併患者の周術期管理ー一時的下大静脈フィルターの有用性ー

【雑 誌 名】 第 26回日本静脈学会総会 一般演題 (旭川 )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣松伸一、岡崎悌之、石原健次、田中厚寿、飛永覚、大塚裕之、赤岩圭一、横倉
寛子、永川紀子、細川幸夫、中村英司、福永周司、明石英俊、青柳成明

【論　　題】 腹部大動脈瘤術後合併症の予防と対策 (特に冠動脈と消化管合併症の予防 )

【雑 誌 名】 第 34回日本血管外科学会総会 パネルディスカッション (東京 )

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 中村英司、飛永覚、明石英俊、廣松伸一、岡崎悌之、石原健次、田中厚寿、赤岩
圭一、大塚裕之、横倉寛子、永川紀子、細川幸夫、青柳成明

【論　　題】 A型解離術後における AR症例の検討

【雑 誌 名】 第 36回日本心臓血管外科学会

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】

【著　　者】 E.Nakamura、H.Akashi、S.Tobinaga、S.Hiromatsu、T.Okazaki、A.Tanaka、
K.Ishihara、H.Otsuka、Y.Hosokawa、S.Aoyagi

【論　　題】 Clinical studies for intramural hematoma of the ascending aorta and the aortic arch;
Surgical operation or medication

【雑 誌 名】 14th Annual meeting of the asian society for cardiovascular surgery

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

32.外科学（青柳）
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33.小児外科

「単行本 /著書」

【著　　者】 (編者 )森脇久隆 ,大村健二 ,井上善文 (執筆者 )田中芳明 ,朝川貴博

【タイトル】 Ⅳ章 特定栄養素欠乏とその対策
C小児 .

【書名・発行所】栄養療法ミニマムエッセンシャル .  南江堂

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 P.76～ P.78

【著　　者】 (編者 )森脇久隆 ,大村健二 ,井上善文 (執筆者 )田中芳明 ,朝川貴博

【タイトル】 Ⅳ章 特定栄養素欠乏とその対策
B 新生児、乳児 .

【書名・発行所】栄養療法ミニマムエッセンシャル .  南江堂

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 P.73～ P.75

【著　　者】 (編者 )森脇久隆 ,大村健二 ,井上善文  (執筆者 )田中芳明 ,甲斐田章子

【タイトル】 Ⅲ章 小児の栄養必要量の決定法 .

【書名・発行所】栄養療法ミニマムエッセンシャル .  南江堂

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 P.27～ P.34

【著　　者】 浅桐公男、溝手博義

【タイトル】 鼠径ヘルニア

【書名・発行所】綜合臨牀 増刊

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 1043-1046

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 八木 実

【論　　題】 外科系領域における漢方治療の現況 .
小児消化器外科領域における漢方治療と EBM

【雑 誌 名】 新潟医学会誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 120 , 559-563

【著　　者】 浅桐公男、田中芳明、秋吉建二郎、疋田茂樹、中溝博隆、小林英史、朝川貴博、
田中宏明、石井信二、八木 実

【論　　題】 特殊な癒着形態により内ヘルニアを呈した腸回転異常症の 1例

【雑 誌 名】 日本小児外科学会雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 42 , 640-643

33.小児外科
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【著　　者】 田中芳明、八木 実

【論　　題】 TPNに伴う肝障害の病因・病態

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 218 , 409-412

【著　　者】 田中芳明、小森登志江、石井信二、甲斐田章子、朝川貴博、小林英史、中溝博隆、
秋吉建二郎、浅桐公男、八木 実、谷川 健

【論　　題】 CoQ10の臨床的研究 慢性肝機能障害における酸化ストレス傷害に対する
Coenzyme Q10の効果

【雑 誌 名】 機能性食品と薬理栄養

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 3 , 231-240

【著　　者】 田中芳明 ,石井信二 ,小森登志江 ,緒方宏美 ,甲斐田章子 ,朝川貴博 ,小林英史 ,秋
吉建二郎 ,浅桐公男 ,靍 知光 ,八木 実 ,溝手博義

【論　　題】 病態別栄養管理における健康食品の臨床応用

【雑 誌 名】 日本病態栄養学会誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 9 ,  P.137～ P.197

【著　　者】 田中芳明 ,小森登志江 ,石井信二 ,甲斐田章子 ,朝川貴博 ,小林英史 ,秋吉建二郎 ,
浅桐公男 ,八木 実 ,谷川 健

【論　　題】 CoQ10の臨床的研究
慢性肝機能障害の酸化ストレス傷害に対する CoQ10の効果 .

【雑 誌 名】 機能性食品と薬理栄養

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 3 , P.231～ P.240

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 One bag TPN.

【雑 誌 名】 栄養評価と治療

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 23 , 467-471

【著　　者】 八木 実、本間信治

【論　　題】 西洋医学を補足する漢方薬の臨床応用と EBM
術後胃腸運動と六君子湯

【雑 誌 名】 治療

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 40 , 33-35

33.小児外科
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【著　　者】 小林久美子、窪田正幸、八木 実、木下義晶、奥山直樹、山崎 哲、大滝雅博、
村田大樹

【論　　題】 遅発性横隔膜ヘルニアに対して腹腔鏡下根治手術を施行した 2例

【雑 誌 名】 日本小児外科学会誌

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 42 , 51-55

【著　　者】 田中芳明、小林英史、朝川貴博、八木 実

【論　　題】 Immunonutritionにおける各種免疫修飾成分の役割

【雑 誌 名】 外科治療

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 94 , 687-694

【著　　者】 秋吉建二郎、田中芳明、浅桐公男、小林英史、朝川貴博、甲斐田章子、田中宏明、
緒方宏美、石井信二、八木 実

【論　　題】 ヒト血清アルブミンの投与により血中 (1→ 3)-β - D-glucan値が上昇したと考え
られた 1例

【雑 誌 名】 日本小児外科学会誌

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 42 , 252-257

【著　　者】 田中芳明 ,中溝博隆 ,八木 実

【論　　題】 4.小腸大量切除術後 (短腸症候群も含めて ) (1)医師サイドから .

【雑 誌 名】 栄養評価と治療

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 23 , 347-351

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 臨床栄養における栄養素の重要性 - n-3系多価不飽和脂肪酸と微量栄養素 -

【雑 誌 名】 信州医学雑誌

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 54 , P.111～ P.111

【著　　者】 八木 実

【論　　題】 わが国の小児医学医療の展望 .
小児消化器疾患診断治療の現状と展望

【雑 誌 名】 新潟医学会誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 120 , 141-146

【著　　者】 秋吉建二郎 ,田中芳明 ,八木 実

【論　　題】 乳児痔瘻について :保存療法の具体例と手術時期は ?

【雑 誌 名】 小児外科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 38 , P.330～ P.332

33.小児外科
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【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 酸化ストレスに対する抗酸化療法 .

【雑 誌 名】 第 10回 CCM輸液・栄養研究会記録集

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 81-99

【著　　者】 甲斐田章子 ,大塩猛人 ,日野昌雄 ,篠原永光 ,田中芳明

【論　　題】 便秘症として経過を見られていた巨大卵巣奇形腫の 1例 .

【雑 誌 名】 小児がん

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 43 , 216-219

【著　　者】 疋田茂樹、坂本照夫、田中芳明、浅桐公男、秋吉建二郎、八木 実、井上光鋭、
田中粋子

【論　　題】 クリティカルケアにおける NSTの重要性

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 30 , 641-647

【著　　者】 田中芳明、八木  実、石井信二、朝川貴博、甲斐田章子、小林英史、中溝博隆、
秋吉建二郎、浅桐公男、溝手博義

【論　　題】 侵襲下における腸管機能と代謝動態 各種病態下の腸管機能の評価としての血中
diamine oxidase(DAO)活性の測定意義

【雑 誌 名】 外科と代謝・栄養

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 40 , 51-53

【著　　者】 浅桐公男、田中芳明、秋吉建二郎、疋田茂樹、中溝博隆、小林英史、朝川貴博、
田中宏明、
石井信二、八木 実

【論　　題】 特殊な癒着形態により内ヘルニアを呈した腸回転異常症の 1例

【雑 誌 名】 日本小児外科学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 42 , 640-643

【著　　者】 Iinuma Y, Kubota M, Yagi M, Kawamura H, Tsuchida M, Takahashi S, Abo T

【論　　題】 Peripheral CD5+ B cells reflect regional immunity of the liver in pediatric cholestatic
diseases

【雑 誌 名】 Acta Medica et Biologica

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 54 , 119-124
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【著　　者】 Tanaka S, Kubota M, Yagi M, Okuyama N, Ohtaki M, Yamazaki S, Shirai Y,
Hatakeyama K

【論　　題】 reatment of a case with right-sided diaphragmatic hernia associated with an abnormal
vessel communication between a herniated liver and the right lung

【雑 誌 名】 Journal of Pediatric Surgery

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 41 , E25-E28

【著　　者】 Tanaka S, Kubota M, Yagi M, Okuyama N, Ohtaki M, Yamazaki S, Hirayama Y,
Kurosaki I, Hatakeyama K

【論　　題】 An 11-year-old male patient demonstrating cholangiocarcinoma associated with
congenital biliary dilation

【雑 誌 名】 Journal of Pediatric Surgery

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 41 , E15-E19

「その他」

【著　　者】 田中芳明、朝川貴博、小林英史、秋吉建二郎、浅桐公男、八木 実、溝手博義

【論　　題】 第 68回日本臨床外科学会総会 サージカルフォーラム「久留米大学病院 NSTの現
状と課題 」

【雑 誌 名】 日本臨床外科学会雑誌

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 67 , 390

【著　　者】 田中芳明、朝川貴博、石井信二、甲斐田章子、小林英史、中溝博隆、秋吉建二郎、
浅桐公男、八木 実

【論　　題】 第 28回日本臨床栄養学会総会 シンポジウム「胆道閉鎖症における酸化ストレス
障害に対する抗酸化療法」

【雑 誌 名】 Nutrition Week 2006 プログラム・講演要旨集

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 114

【著　　者】 田中芳明、八木 実、石井信二、朝川貴博、甲斐田章子、小林英史、中溝博隆、秋
吉建二郎、浅桐公男、溝手博義

【論　　題】 第 43回日本外科代謝栄養学会 シンポジウム (侵襲下における腸管機能と代謝動態
)「各種病態下の腸管機能の評価としての血中 diamine oxidase(DAO)活性の測定意
義」

【雑 誌 名】 外科と代謝・栄養

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 40 , 51-53
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【著　　者】 田中芳明、朝川貴博、小林英史、秋吉建二郎、浅桐公男、八木 実、溝手博義

【論　　題】 第 106回日本外科学会定期学術集会  サージカルフォーラム「侵襲下における酸化
ストレス傷害に対するポリフェノール含有抗酸化栄養剤の効果」

【雑 誌 名】 日本外科学会雑誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 107 , 243

【著　　者】 田中芳明、朝川貴博、小林英史、秋吉建二郎、浅桐公男、八木 実

【論　　題】 第 21回日本静脈経腸栄養学会 要望演題「手術侵襲下におけるポリフェノール含
有抗酸化栄養剤による抗酸化療法」

【雑 誌 名】 静脈経腸栄養

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 21 , 133
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34.脳神経外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 宮城知也、重森 稔

【タイトル】 Ⅳ .臨床応用編 B.頭蓋内病変の超音波検査 7.ICUでの頭部外傷の超音波診断

【書名・発行所】脳神経超音波マニュアル、日本脳神経超音波学会

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 188-191

【著　　者】 塩見直人、徳富孝志、重森 稔

【タイトル】 第 3章画像診断

【書名・発行所】高次脳機能障害ハンドブックー診断・評価から自立支援まで、医学書院

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47-58

【著　　者】 朝倉哲彦、太田富雄、飯塚秀明、金 彪、重森 稔、田中雄一郎、田中隆一、根来
真、藤巻高光、堀 智勝、真柳佳昭、溝井和夫、森竹浩三、横田 晃、水野 昇

【タイトル】

【書名・発行所】脳神経外科学用語集
南江堂

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 1-431

【著　　者】 徳富孝志

【タイトル】 4.外傷 1.軽症の頭部外傷で CTを施行する基準は何か ?帰宅させてもよいとする
基準は何か ?

【書名・発行所】脳神経外科 専門医にきく最新の臨床、中外医学社

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 246-249

【著　　者】 重森 稔

【タイトル】 第 3章頭部外傷 1.頭部外傷

【書名・発行所】 EBMに基づく脳神経疾患の基本治療方針、メジカルビュー社

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 194-203

【著　　者】 徳富孝志、重森 稔

【タイトル】 第 3章頭部外傷 2.小児の頭部外傷

【書名・発行所】 EBMに基づく脳神経疾患の基本治療方針、メジカルビュー社

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 204-208
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【著　　者】 Shigemori M

【タイトル】 Recent Projects on Neurotrauma in Japan

【書名・発行所】 Minimally Invasive Neurosurgery and Multidisciplinary Neurotraumatology、
Springer

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 268-273

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大場さとみ、山下 伸、蓮尾 博、徳富孝志、赤須 崇、重森 稔

【論　　題】 実験的頭部外傷後のラット海馬 CA1ニューロンにおける過興奮に対する軽度低体
温の効果

【雑 誌 名】 神経外傷

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 29 , 38-43

【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】 重症頭部外傷に対する急性期治療の現状 :頭部外傷データバンクの分析から

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 11 , 133-140

【著　　者】 寺崎瑞彦、重森 稔、福島慎太郎

【論　　題】 Eloquent areaの悪性脳腫瘍の手術

【雑 誌 名】 脳腫瘍の外科 -脳腫瘍手術の進歩と限界 -

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 366-373

【著　　者】 徳富孝志

【論　　題】 頭部外傷ガイドライン

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 30 , 1731-1734

【著　　者】 小川武希、徳富孝志

【論　　題】 頭部外傷ガイドラインの検証

【雑 誌 名】 脳神経外科ジャーナル

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 15 , 498-504
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【著　　者】 宮城知也、塩見直人、原 真弥、香月裕志、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 一側開頭術直後に対側血腫を生じた頭部外傷例の臨床的特徴

【雑 誌 名】 日本神経救急学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 19 , 16-20

【著　　者】 塩見直人、宮城知也、香月裕志、前田充秀、重森 稔、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 重症頭部外傷初期診療におけるドクターヘリの有用性

【雑 誌 名】 日本救急医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 17 , 219-226

【著　　者】 宮城知也、塩見直人、原 真弥、香月裕志、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 一側開頭術直後に対側血腫を生じた頭部外傷例の臨床的特徴

【雑 誌 名】 日本神経救急学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 19 , 16-20

【著　　者】 安陪等思、広畑 優、内山雄介、竹内靖治、藤村直子、田中法瑞、萩原直司、本田
英一郎、宇都宮英綱、早渕尚文

【論　　題】 脳血管障害の治療選択における画像診断の現状

【雑 誌 名】 日獨医報

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 51 , 20-29

【著　　者】 大場さとみ、塩見直人、重森 稔

【論　　題】 超高齢者慢性硬膜下血腫の臨床的特徴と治療成績

【雑 誌 名】 脳神経外科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 34 , 273-278

【著　　者】 坂本菊男、清川兼輔、徳富孝志、重森 稔、中島 格

【論　　題】 頭蓋底手術

【雑 誌 名】 頭頸部外科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 15-20

【著　　者】 安陪等思、内山雄介、田中法瑞、早渕尚文、広畑 優、宮城知也

【論　　題】 Interventional neuroradiologyの現況

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 114-119
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【著　　者】 安陪等思、広畑 優、竹内靖治

【論　　題】 脳動脈瘤塞栓術

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 51 , 1320-1327

【著　　者】 Fukushima S, Terasaki M, Tajima Y, Shigemori M

【論　　題】 Granulocytic sarcoma: an unusual complication of acute promyelocytic leukemia
causing cerebellar hemorrhage

【雑 誌 名】 J Neurosurg

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 105 , 912-915

【著　　者】 Nakamura N, Yamaura A, Shigemori M, Ogawa T, Tokutomi T, Ono J, Kawamata T,
Sakamoto T

【論　　題】 Final Report of the Japan Neurotrauma Data Bank Project 1998-2001: 1,002 Cases of
Traumatic Brain Injury

【雑 誌 名】 Neurologia medico-chirurgica(Tokyo)

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 46 , 567-574

【著　　者】 Fukushima S, Terasaki M, Tajima Y, Shigemori M

【論　　題】 Granulocytic sarcoma: an unusual complication of acute promyelocytic leukemia
causing cerebellar hemorrhage

【雑 誌 名】 J Neurosurg

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 105 , 912-915

【著　　者】 Terasaki M, Abe T, Tajima Y, Fukushima S, Hirohata M, Shigemori M

【論　　題】 Primary choroid plexus T-cell lymphoma and multiple aneurysms in the CNS

【雑 誌 名】 Leukemia & Lymphoma

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 47 , 1680-1682

【著　　者】 Terasaki M, Abe T, Tajima Y, Fukushima S, Hirohata M, Shigemori M

【論　　題】 Primary choroid plexus T-cell lymphoma and multiple aneurysms in the CNS

【雑 誌 名】 Leukemia & Lymphoma

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 47 , 1680-1682
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【著　　者】 Maeda M, Kato S, Fukushima S, Kaneyuki U, Fujii T, Kazanietz MG, Oshima K,
Shigemori M

【論　　題】 Regulation of vascular smooth muscle proliferation and migration by beta2-chimaerin,
a non-protein kinase C phorbol ester receptor

【雑 誌 名】 International Journal of Molecular Medicine

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 17 , 559-566

【著　　者】 Hirohata M, Abe T, Fujimura N, Takeuchi Y, Shigemori M

【論　　題】 Preoperative Embolization of Brain Tumor with Pial Artery or Dural Branch of
Internal Carotid Artery as Feeding Artery

【雑 誌 名】 Interventional Neuroradiology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 246-251

【著　　者】 Sugita Y, Kusano K, Tokunaga O, Mineta T, Abe M, Harada H, Shigemori M

【論　　題】 Olfactory neuroepithelioma: An immunohistochemical and ultrastructural study

【雑 誌 名】 Neuropathology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 400-408

【著　　者】 Uchiyama Y, Abe T, Tanaka N, Kojima K, Uchida M, Hirohata M, Hayabuchi N

【論　　題】 Factors contributing to blood-brain barrier disruption following intracarotid injection
of nonionic iodinated contrast medium for cerebral angiography: experimental study in
rabbits

【雑 誌 名】 Radiat Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 321-326

【著　　者】 Hirohata M, Abe T, Fujimura N, Takeuchi Y, Shigemori M

【論　　題】 Preoperative Embolization of Brain Tumor with Pial Artery or Dural Branch of
Internal Carotid Artery as Feeding Artery

【雑 誌 名】 Interventional Neuroradiology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 246-251

【著　　者】 Fujimura N, Ohta M, Abdo G, Ylmaz H, Lovblad K.O., Rufenacht D.A.

【論　　題】 Method to Quantify Flow Reduction in Aneurysmal Cavities of Lateral Wall
Aneurysms Produced by Stent Implants Used for Flow Diversion

【雑 誌 名】 Interventional Neuroradiology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 197-200
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「その他」

【著　　者】 内門久明、服部剛典、重森 稔

【論　　題】 亜急性脊髄連合変性症の画像診断

【雑 誌 名】 Neuro・Imaging Conference筑後・佐賀症例集

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 11 , 52-53

【著　　者】 丸岩 光、村田久美、内門久明

【論　　題】 水頭症にて発症した脊髄神経鞘腫の一例

【雑 誌 名】 Neuro・Imaging Conference筑後・佐賀症例集

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 11 , 50-51

【著　　者】 徳富孝志

【論　　題】 脳震盪

【雑 誌 名】 BRAIN

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 8-9

【著　　者】 松本昌泰、山口武典、小川 彰、藤本 司、峰松一夫、矢坂正弘、長束一行、堤 由
紀子、古賀政利、斎藤こずえ、井口保之、寺崎修司、木村和美、古井英介、坂口
学、川口正一郎、藤本 茂、緒方利安、豊田一則、榛沢和彦、山村 修、伊関 洋、
市橋 光、岩崎喜信、内山真一郎、梅村晋一郎、小穴勝麿、大井静雄、大槻秀夫、
北川一夫、口脇博治、栗坂昌宏、栗栖 薫、郡山達男、榊 寿右、塩貝敏之、重森
稔、杉原 浩、高瀬憲作、竹中 克、立花克郎、種子田 譲、徳富孝志、豊田章宏、
永井秀政、長尾省吾、長澤史朗、永田 泉、永野惠子、永廣信治、橋本卓雄、橋本
信夫、橋本洋一郎、秦 利之、林 隆、半田伸夫、東泉隆夫、兵頭明夫、藤代健太
郎、古幡 浩、堀 智勝、松本正幸、森竹浩三、安井信之、山田和雄、吉本高志、吉
峰俊樹

【論　　題】 頸部血管超音波検査ガイドライン

【雑 誌 名】 Neurosonology

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 19 , 49-67

【著　　者】 森本一弥、竹内靖治、藤村直子、広畑 優、重森 稔

【論　　題】 頭蓋内外狭窄性病変に対する CASと EC-IC bypassの併用後に bypassの閉塞をき
たした 2症例

【雑 誌 名】 The 24th Meeting of The Mt.Fuji Workshop on CVD

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 24 , 96-100

【著　　者】 重森 稔、宮城知也

【論　　題】 外傷性脳損傷に対する軽度低体温療法の controversy

【雑 誌 名】 神経研究の進歩

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 50 , 315-326
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【著　　者】 重森 稔

【論　　題】 編集後記

【雑 誌 名】 脳卒中の外科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 34 , 144

【著　　者】 重森 稔、徳富孝志、森田喜一郎、石田重信、梅津祐一

【論　　題】 実施機関事業報告 久留米大学

【雑 誌 名】 福岡県高次脳機能障害支援モデル事業平成 17年度報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 23-33

【著　　者】 宮城知也、原 真弥、塩見直人、重森 稔

【論　　題】 Ⅲ外因性疾患 頭部外傷

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 30 , 98-102

【著　　者】 藤村直子、広畑 優、竹内靖治、安陪等思、重森 稔

【論　　題】 Coil embolization後に動眼神経麻痺、脳幹浮腫の増悪を認めた急激に進行する動
眼神経麻痺で発症した左 BA-SCA large aneurysmの 1例

【雑 誌 名】 第 13回脳血管内治療仙台セミナー講演集

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 96-100

【著　　者】 宮城知也、原 真弥、塩見直人、重森 稔

【論　　題】 Ⅲ外因性疾患 頭部外傷

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 30 , 98-102
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35.整形外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 永田見生、佐藤公昭→ Nagata K., Sato K.:

【タイトル】 Diagnostic lmaging of cervical ossification of the posterior longitudinal ligament

【書名・発行所】 OPLL 2nd Edition, K. Yonenobu, K. Nakamura, T. Toyama(Eds.)Springer,

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 127-143

【著　　者】 永田見生

【タイトル】 3章 診察と診断 その他の診察法

【書名・発行所】最新整形外科学大系 胸腰椎・腰椎・仙骨 12、中山書店

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 52-59

【著　　者】 永田見生

【タイトル】 永田見生

【書名・発行所】 3章 診察と診断 触診
最新整形外科学大系 胸腰椎・腰椎・仙骨 12、中山書店

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48-51

【著　　者】 白濵正博

【タイトル】 下肢長管骨骨折に対する髄内釘法

【書名・発行所】整形外科看護 メデイカ出版

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 31-38

【著　　者】 白濵正博

【タイトル】 股関節脱臼、脱臼骨折

【書名・発行所】整形外科診療実践ガイド、文光堂

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 997-1000

【著　　者】 白濵正博

【タイトル】 骨盤輪骨折

【書名・発行所】整形外科診療実践ガイド、文光堂 ,、

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 992-997
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【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【タイトル】 理学療法のすすめ方

【書名・発行所】産業保健ハンドブック III 腰痛 ̶臨床・予防管理・補償のすべて̶ 財団法人 産業
医学振興財団 ,東京

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 49-53

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【タイトル】 手術適応と時期、腰部脊柱管狭窄症

【書名・発行所】整形外科 Knack & Pitfalls脊椎外科の要点と盲点 :胸腰椎 文光堂 ,東京

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 68-71

【著　　者】 金﨑克也

【タイトル】 足指骨折・脱臼

【書名・発行所】整形外科 診療実践ガイド、第 1版、文光堂

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 1049

【著　　者】 金﨑克也

【タイトル】 中足骨骨折

【書名・発行所】整形外科 診療実践ガイド、第 1版、文光堂 :、

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 1048

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大川孝浩、熊谷 優、井上明生、永田見生

【論　　題】 進行期・末期股関節症に対する関節温存手術としての Chiari手術の工夫

【雑 誌 名】 Orthopaedics

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 19 , 39～ 47

【著　　者】 JS. Park, Nagata K.

【論　　題】 Double-Door Laminoplasty Using Autologous Spinous Process for the Management of
Cervical Myelopathy

【雑 誌 名】 The Kurume Medical Jounal

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 13-22
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【著　　者】 村上秀孝、箕田正人、秋吉一明、二田水 節、田中秀武、北川敬二、森 啓介、神保
幸太郎、吉田史郎ほか

【論　　題】 ビンゴ式簡易問診票を用いた腰痛・下肢痛症例の実態調査

【雑 誌 名】 新薬と臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 110-116

【著　　者】 田中寿人、小峰光徳、黒川宏亮

【論　　題】 上腕骨近位部骨折に対する Intrafocal pinning法―認知症患者に対して―

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 380-384

【著　　者】 田中寿人、黒川宏亮、大野晴子

【論　　題】 アレンドロネートの骨粗鬆症患者に対する骨量及び、骨梁構造維持作用について

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 147-150

【著　　者】 柳 東次郎、梅津祐一

【論　　題】 廃用症候群を吟味する -無動、不動、低活動、臥床の影響の理解と予防
廃用による筋力低下のメカニズム

【雑 誌 名】 Monthly Book Medical Rehabilitation

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 72 , 27-33

【著　　者】 Shouda T., Hiraoka K., Komiya S., Hamada T., Zenmyo M., Iwasaki H., Isayama T.,
Fukushima N., Nagata K., Yoshimura A.

【論　　題】 Suppression of IL-6 production and proliferation by blocking STAT3 activation in
malignant soft tissue tumor cells.

【雑 誌 名】 Cancer Letters.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 231 , 176-184

【著　　者】 山田 圭、吉田健治、山下寿、田中憲治、中村英智、西田俊晴、高山純一、仲摩憲
次郎
田中順子、後藤琢也

【論　　題】 大腿骨頚部基部骨折を合併した大腿骨転子部骨折の治療経験

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 28 , 475-480
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【著　　者】 永田高志、山下 寿 :

【論　　題】 研修医のための整形外科の常識 12. 新型インフルエンザのシナリオ .

【雑 誌 名】 ER magazine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 320-326

【著　　者】 永田高志、山下 寿 :

【論　　題】 研修医のための整形外科の常識 11. 米国における脊髄損傷患者の治療 .

【雑 誌 名】 ER magazine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 126-130

【著　　者】 永田高志、山下 寿

【論　　題】 研修医のための整形外科の常識 10. マサチューセッツ総合病院を訪ねて .

【雑 誌 名】 ER magazine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 126-130

【著　　者】 永田高志、山下 寿 :

【論　　題】 研修医のための整形外科の常識 9. ボストンメディカルセンターをたずねて .

【雑 誌 名】 ER magazine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 44-48

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 腰痛疾患の診断と治療

【雑 誌 名】 名古屋内科医会会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 124 , 26-33

【著　　者】 白濵正博、坂井健介、田中邦彦、永田見生

【論　　題】 寛骨臼骨折に対する観血的治療 ―特に複合骨折に対する進入法と固定法につい
てー

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 28 , 108-112

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章

【論　　題】 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の初期症例の検討̶同一術者が同一時期に
行った Love法との比較̶

【雑 誌 名】 別冊整形外科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 166-169
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【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章

【論　　題】 頚椎黄色靭帯石灰化症の手術例の検討̶

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 397-399

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、境野昌範、横須賀公章

【論　　題】 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の治療経験 :̶片側単椎間に施行した初期 30
例の検討̶

【雑 誌 名】 脊椎・脊髄神経手術手技

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 126-128

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【論　　題】 脊椎疾患に対するプロスタグランジン E1製剤の臨床効果

【雑 誌 名】 痛みと臨床

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6 , 334-339

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章

【論　　題】 内視鏡視下腰椎椎間板ヘルニア摘出術 (MED法 )の初期症例の検討 ;同一術者が
同一時期に行った Love変法との比較

【雑 誌 名】 西日本脊椎研究会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 161-165

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、境野昌範、横須賀公章

【論　　題】 変性側弯を伴う腰部脊柱管狭窄症の治療成績̶変性側弯を伴わない症例との比較
̶

【雑 誌 名】 西日本脊椎研究会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 35-38

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【論　　題】 化膿性脊椎炎に対する経皮的病巣掻爬ドレナージ ̶適応と手術手技、後療法の実
際̶

【雑 誌 名】 MB Orthop

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 41-46

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、境野昌範、神保幸太郎、横須賀公章

【論　　題】 腰椎内視鏡手術後に発生した深部感染の 2例

【雑 誌 名】 日本骨・関節感染症研究会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 48-51
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【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、志波直人

【論　　題】 リハビリテーションの現場で役立つバイオメカニクス 7.胸郭

【雑 誌 名】 Journal of Clinical Rehabilitation

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 68-71

【著　　者】 大川孝浩、熊谷 優、井上明生、永田見生

【論　　題】 進行期・末期股関節症に対する関節温存手術としての Chiari手術の工夫 .

【雑 誌 名】 Monthly Book orthopedic「特集 :変形性股関節症の関節温存手術」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 39-47

【著　　者】 副島　崇

【論　　題】 変形性膝関節症における運動療法の役割と患者指導の実際

【雑 誌 名】 Clinic Magazine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 33-35

【著　　者】 熊谷 優、大川孝浩、日高大次郎、久保 学、永田見生

【論　　題】 当科で経験した梨状筋症候群の 3例

【雑 誌 名】 Hip Joint

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 191-193

【著　　者】 熊谷 優、大川孝浩、日高大次郎、永田見生、井上明生

【論　　題】 妊娠・分娩・授乳は Chiari骨盤骨切り術の治療成績に影響するか ?

【雑 誌 名】 Hip Jpint

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 71-73

【著　　者】 熊谷 優、大川孝浩、日高大次郎、永田見生、井上明生

【論　　題】 進行期、末期変形性股関節症に対する関節温存手術
-Chiari手術の変遷及び治療成績 -

【雑 誌 名】 Hip Joint

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 55-58

【著　　者】 Kanesaki K., Hieda H., Nagata K.:

【論　　題】 Current status of navigated cup replacement in dysplastic hip

【雑 誌 名】 ORTHOPEDICS

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , S113-116
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【著　　者】 Washio M., Horiuchi T., Kiyohara C., Kodama H., Tada Y., Asami T., Takahasi .,
Kobashi G., Abe T., Tanaka Hisato, Nogami N., Harada M., Tsukamoto H., Ide S.,
Nagasawa K., Ushiyama O., Hotokebuchi T., Okamoto K., Sakamoto N., Sakaki S.,
Miyake Y., Yokoyama T., Mori M., Oura A., Sinomura Y., Suzuki H., Yamamoto M.,
Inaba Y., Nagai M.:

【論　　題】 Smoking,drinking,sleeping habits,and other lifestyle factors and the risk of systemic
lupus erythematosus in Japanese females: findings from the KYSS study

【雑 誌 名】 Mod Rheumatol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 143-150

【著　　者】 Takamiya Y., Nagata K., Fukuda K., Shibata A., Ishitake T., Suenaga T.

【論　　題】 Cervical spine disorders in farm workers requiring neck extension actions

【雑 誌 名】 J Orthop Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 235-240

【著　　者】 Goto T., Sato K., Yagi M., Hamada T., Nagata K.

【論　　題】 The effect of the improved below-the knee unloading cast in early load capability.

【雑 誌 名】 Orthopaedics International

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 4-11

【著　　者】 Kanazawa T, Soejima T, Murakami H, Inoue T, Katouda M, Nagata K

【論　　題】 An immunohistological study of the integration at the bone-tendon interface after
reconstruction of the anterior cruciate ligament in rabbits

【雑 誌 名】 Journal of  Bone and Joint Surgery ( British volume)

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 88 , 682-687

「その他」

【著　　者】 副島 崇 田中信博 村上秀孝 井上貴司 永田見生 堀部秀二

【論　　題】 小児外側円板状半月切除後の関節の変化

【雑 誌 名】 第 23回膝関節フォーラム

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 田中寿人

【論　　題】 診察室から

【雑 誌 名】 佐賀新聞 情報欄 木曜日 4週毎 2006年 9月 7日より連載中

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】
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【著　　者】 田中寿人、小峰光徳、渡辺英夫

【論　　題】 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折の治療法選択―クロスバンド式胸腰仙椎コルセット―

【雑 誌 名】 日本脊椎脊髄病学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 69

【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】 Ewing肉腫の治療成績

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 80 , 635

【著　　者】 山田 圭、佐藤公昭、朴 珍守、石橋裕美子、永田見生

【論　　題】 超高齢者 (80歳以上 )の頚髄症手術適応の判断要因についての検討

【雑 誌 名】 日本脊椎脊髄病学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 485

【著　　者】 山田 圭、永田見生、佐藤公昭、朴 珍守、海江田高輝、平川洋平

【論　　題】 超高齢者の頚髄症の手術例の検討 -高齢者との比較検討を含めた予後の検討 -

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 80 , S79

【著　　者】 永田見生、江頭芳樹、町 ミチ

【論　　題】 高齢者における腰下肢痛 -腰部脊柱管狭窄症の診断と治療 -(座談会・認定医制度
研修単位取得企画 )

【雑 誌 名】 日本臨床内科医会会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , S-1-S-6

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 腰部脊柱管狭窄症の病態と治療

【雑 誌 名】 日本老年医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 43 , 147-148

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 高齢者における腰下肢痛 -腰部脊柱管狭窄症の診断と治療 -(第 2回日本臨床内科
学会 ランチョンセミナー )

【雑 誌 名】 Nikkei Medical 日経メディカル

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 123-125
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【著　　者】 永田見生

【論　　題】 化膿性脊椎炎 -診断と治療―

【雑 誌 名】 Monthly Book Orthopaedics

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 ,

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 腰部脊柱管狭窄症の病態と治療

【雑 誌 名】 日本老年医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 43 , 147-148

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章

【論　　題】 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の初期症例の検討 :同一術者が同一時期に
行った Love法との比較

【雑 誌 名】 日本脊椎脊髄病学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 317

【著　　者】 大川孝浩、熊谷 優、日高大次郎、樋口富士男、井上明生、永田見生

【論　　題】 術前 X線評価による進行期・末期股関節症における Chiari手術の危険因子の検討
.

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 80 , S462
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36.眼科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 編者 :水木信久

【タイトル】 感染性ぶどう膜炎 8)HTLV-1関連ぶどう膜炎

【書名・発行所】「すぐに役立つ眼科診療の知識 基礎からわかるぶどう膜炎」、金原出版

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 274-276

【著　　者】 山川良治
編者 :黒坂大次郎

【タイトル】 極小切開白内障手術で行う同時手術 bimanual micro phacoは緑内障同時手術でき
わめて有用

【書名・発行所】眼科インストラクションコース No.9 白内障手術 極小切開完全マスター、
メジカルビュー社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 130-136

【著　　者】 山川良治
編者 :黒坂大次郎

【タイトル】 術中眼圧内の考え方ーボトルはどこまでの高さが許されるか

【書名・発行所】眼科インストラクションコース No.9 白内障手術 極小切開完全マスター、
メジカルビュー社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 22-23

【著　　者】 山川良治
編者 :根木昭

【タイトル】 One Point Advice 汎網膜光凝固後の眼圧上昇

【書名・発行所】眼科プラクティス 11.緑内障診療の進めかた、文光堂

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 97

【著　　者】 山川良治
編者 :根木昭

【タイトル】 眼科手術に伴う緑内障

【書名・発行所】眼科プラクティス 11.緑内障診療の進めかた、文光堂

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 94-96
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 鶴丸修士、三好和、新井三樹、山川良治

【論　　題】 偽水晶体眼緑内障に行った下方からの線維柱帯切開術の成績

【雑 誌 名】 眼科臨床医報

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 100 , 859-862

【著　　者】 中村宗平、田口千香子、浦野 哲、河原澄枝、吉村浩一、疋田直文、山川良治、手
島靖夫

【論　　題】 原発性眼内悪性リンパ腫の 8例

【雑 誌 名】 日本眼科紀要

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 57 , 678-682

【著　　者】 照屋健一、末田順、新井三樹、鶴丸修士、山川良治、平田憲、広瀬竜夫

【論　　題】 セプラフィルム Rによるガスタンポナーデ不要の網膜裂孔閉鎖

【雑 誌 名】 眼科臨床医報

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 100 , 612-615

【著　　者】 長島弘明、熊谷和之、古川真理子、荻野誠周

【論　　題】 黄斑浮腫を伴う網膜静脈分枝閉塞症に対する硝子体手術ー後部硝子体剥離の有無
による比較ー

【雑 誌 名】 眼科臨床医報

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 100 , 616-619

【著　　者】 杉田稔、門田遊、熊谷直樹、笠岡政孝、久持彩子、山川良治、堀大蔵

【論　　題】 久留米大学における羊膜移植術の術後成績

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 60 , 1443-1447

【著　　者】 山川良治、原 善太郎、鶴丸修士、山本佳乃、浦野 哲

【論　　題】 極小切開白内障手術と緑内障同時手術

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 60 , 1379-1383

【著　　者】 越山健、中村宗平、田口千香子、浦野哲、河原澄枝、疋田直文、山川良治

【論　　題】 潰瘍性大腸炎に合併した汎ぶどう膜炎の 3例

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 60 , 1237-1243
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【著　　者】 笠岡政孝、門田遊、山川良治、山口順子、山本素士、杉田稔、久持彩子

【論　　題】 先天眼振のある近視性乱視に Laser In Situ Keratomileusis(LASIK)を施行した 1例

【雑 誌 名】 日本眼科紀要

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 57 , 390-393

【著　　者】 鶴 秀敏、末田 順、門田 遊、吉村浩一、山川良治

【論　　題】 バックリング手術時の角膜保護用コンタクトレンズ

【雑 誌 名】 眼科手術

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 19 , 250～ 252

【著　　者】 山本佳乃、三好 和、山川良治、熊野けい子、吉村浩一

【論　　題】 無硝子体緑内障眼に対する線維柱帯切除術の成績

【雑 誌 名】 あたらしい眼科

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 23 , 523～ 527

【著　　者】 山川良治

【論　　題】 糖尿病網膜症の治療ー黄斑症

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 83 , 108-114

【著　　者】 山川良治

【論　　題】 緑内障開創器ー弁繋君

【雑 誌 名】 眼科手術

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 19 , 37-41

【著　　者】 新井三樹

【論　　題】 視覚障害者の旅行を企画する際に注意すべきこと

【雑 誌 名】 日本旅行医学会学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 47-53

【著　　者】 河原澄枝

【論　　題】 非感染性ぶどう膜炎治療の最先端 ステロイド局所投与̶点眼・眼球周囲注射

【雑 誌 名】 あたらしい眼科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 1387-1390
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【著　　者】 新井　三樹

【論　　題】 In vivo and in vitro feasibility studies of intraocular use of Seprafilm to close retinal
breaks in bovine and rabbit eyes.

【雑 誌 名】 Investigative Ophthalmology & Visual Science.

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 47 , 1142～ 1148

【著　　者】 Sueda J, Sakuma T, Nakamura H, Usumoto N, Okuno T, Arai M, Hirose T.

【論　　題】 In vivo and in vitro feasibility studies of intraocular use of Seprafilm to close retinal
breaks in bovine and rabbit eyes.

【雑 誌 名】 Investigative Ophthalmology & Visual Science

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 47 , 1142～ 1148

【著　　者】 Yuzawa E, Urano T, Nakahara M, Miyata K, Matsuura T, Taketani F, Hara Y,
Mochizuki M.

【論　　題】 Pattern-reversal visual avoked potentials in patients with human T-lymphotropic virus
type 1 uveitis.

【雑 誌 名】 Current Eye Research

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 31 , 37～ 42
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37.産婦人科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 牛嶋 公生、嘉村 敏治

【タイトル】 卵巣癌の化学療法

【書名・発行所】産婦人科の最新医療、先端医療技術研究所

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 39 , 161-164

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

【タイトル】 Role of immunohistochemical expression of vascular endothelial growth factor C and
vasucular endothelial growth factor receptor 2 in ovarian cancer

【書名・発行所】 ELSEVIER

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 441-447

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大田俊一郎 ,望月一生 ,古賀三樹 ,伊地知盛夫 ,中島章 ,藤本剛史 ,北田雅恵 ,牛嶋
公生 ,嘉村敏治

【論　　題】 外陰部 Hidradenoma Papilliferumの一例

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 124-127

【著　　者】 河野光一郎 ,藤吉啓造 ,藤吉直樹 ,牛嶋公生 ,嘉村敏治 ,山口友彦 ,鹿毛政義

【論　　題】 大量の胸水を伴った卵黄嚢腫瘍の一例

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 131-135

【著　　者】 中島章 ,大田俊一郎 ,古賀文敏 ,藤本剛史 ,今石裕人 ,藤吉直樹 ,松尾剛 ,牛嶋公生
,嘉村敏治

【論　　題】 子宮内膜細胞診により子宮癌肉腫と診断された 1例

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 124-131

【著　　者】 北田 雅恵、御船 弘治、野々下 晃子、永山 祥代、西 芳寛、堀 大蔵、嘉村敏治

【論　　題】 ヒトレニン・アンギオテンシノーゲン遺伝子導入マウスを用いた妊娠高血圧症候
群モデル動物の病態について

【雑 誌 名】 九州実験動物雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 35-39
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【著　　者】 神代 咲子、平井 伸幸、矢野 博久、嘉村 敏治、神代 正道

【論　　題】 Brenner腫瘍の成分を伴った卵巣甲状腺の 1例

【雑 誌 名】 診断病理

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 64-67

【著　　者】 Nishio S,Ushijima K,Fukui A,Fujiyoshi N,Kawano K,Komai K,Ota S,Fujiyoshi
K,Kamura TNishio S,Ushijima K,Fukui A,Fujiyoshi N,Kawano K,Komai K,Ota
S,Fujiyoshi K,Kamura T

【論　　題】 Fertility-preserving treatment for patients with malignant germ cell tumors of the
ovary

【雑 誌 名】 J Obstet Gynaecol Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 416-421

「その他」

【著　　者】 藤吉啓造 ,嘉村敏治

【論　　題】 がん化の診断 (マーカー ,画像診断 )

【雑 誌 名】 臨床婦人科産科

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 60 , 129-131

【著　　者】 村上文洋 ,嘉村敏治

【論　　題】 子宮頸癌に対する化学療法の実際

【雑 誌 名】 産婦人科の実際

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 1533-1541

【著　　者】 嘉村敏治

【論　　題】 便失禁を伴う陳旧性会陰裂傷の修復術

【雑 誌 名】 産婦人科手術

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 31-33

【著　　者】 牛嶋公生・嘉村敏治

【論　　題】 子宮・卵巣がんにおける薬物療法

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 57-62
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【著　　者】 駒井幹・嘉村敏治

【論　　題】 卵巣癌

【雑 誌 名】 臨床婦人科産科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 430-433

【著　　者】 喜多川亮、嘉村敏治

【論　　題】 子宮頸がん 術前化学療法

【雑 誌 名】 産科と婦人科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 73 , 291-295

【著　　者】 神代咲子 ,平井伸幸 ,矢野博久 ,嘉村敏治 ,神代正道

【論　　題】 Brenner腫瘍の成分を伴った卵巣甲状腺の 1例

【雑 誌 名】 診断病理

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 64-67
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38.泌尿器科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 松岡 啓

【タイトル】 排尿障害

【書名・発行所】医学書院 medicina

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 12 , 500-502

【著　　者】 松岡 啓

【タイトル】 前立腺肥大症の治療の再検討

【書名・発行所】メディカルレビユー 排尿障害プラクティス

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 14 , 158-163

【著　　者】 松岡 啓

【タイトル】 前立腺肥大症に対するレーザー治療

【書名・発行所】医学書院 臨床泌尿器科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 60 , 191-195

【著　　者】 河合 忠

【タイトル】 PSA,酸性フォスファターゼ

【書名・発行所】基準値と異常値の間ーその判定と対策
中外医学社

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 編者 山口 徹、北原光夫、福井次矢

【タイトル】 膀胱▪尿道結石

【書名・発行所】医学書院

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 清水志乃 林 健一 松岡 啓

【論　　題】 酸性尿酸アンモニウム結石の 2例

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 63 , 118-122
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【著　　者】 古賀成彦、松岡 啓、 他

【論　　題】 腎血管筋脂肪腫における腎動脈塞栓術の効果について

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 68 , 466-473

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 前立腺肥大症の診断と治療

【雑 誌 名】 八女筑後医報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6-8

【著　　者】 富安克郎、松岡 啓

【論　　題】 ED 男性更年期障害

【雑 誌 名】 Medical practice

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 1599-1601

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 HoLEP

【雑 誌 名】 Modern physician

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 997-999

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 内視鏡を駆使した前立腺手術

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 870-874

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 HoLEPは BPH手術のゴールデンスタンダードになりうるか ?

【雑 誌 名】 排尿障害プラクティス

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 14 , 158-163

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 前立腺肥大症に対するレーザー治療ーホルミウムレーザー前立腺核出術

【雑 誌 名】 臨床泌尿器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 60 , 191-195
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【著　　者】 上村慶一郎、松岡 啓、 他

【論　　題】 輪状石灰化を伴った成人片側性多のう胞性異形成腎の一例

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 68 , 17-21

【著　　者】 上村慶一郎、松岡 啓、他

【論　　題】 典型的画像所見を呈した腎血管筋脂肪腫と画像診断上腎細胞癌と鑑別が困難で
あった腎血管筋脂肪腫が同側腎に合併した 1例

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 68 , 17-21

【著　　者】 Noguchi M, Matsuoka K, et al

【論　　題】 Urodynamic evaluation of a suspension technique for rapid recovery of continence
after radical retropubic prostatectomy.

【雑 誌 名】 Int. J. Urol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 371-376

【著　　者】 Matsueda S, Takedatsu H, Sasada Y, Azuma K, Ishihara Y, Komohara Y, Noguchi M,
Shichijo S, Itoh K, Harada

【論　　題】 New Peptide Vaccine Candidates for Epithelial Cancer Patients with HLA-A3
Supertype Alleles.

【雑 誌 名】 J Immunother

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Komohara Y, Harada M, Arima Y, Suekane S, Noguchi M, Yamada A, Itoh K,
Matsuoka K.

【論　　題】 Identification of target antigens in specific immunotherapy for renal cell carcinoma.

【雑 誌 名】 J Urol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Komohara Y, Harada M, Arima Y, Suekane S, Noguchi M, Yamada A, Itoh K,
Matsuoka K

【論　　題】 Anti-cancer vaccine candidates in specific immunotherapy for bladder carcinoma.

【雑 誌 名】 Int J Onco

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1555-1560
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【著　　者】 Noguchi M, Matsuoka K, Koga H, Kanetake H, Nakagawa M, Naito S

【論　　題】 A survey of patient preparation and techniques for prostate biopsy among Japanese
urologists in the Kyushu and Okinawa region.

【雑 誌 名】 Int JCO

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 11 , 390-395

【著　　者】 Deguchi D, Mori K, Mekada Y, Hasegawa J, Toriwaki J, Noguchi M

【論　　題】 Development of a virtual needle biopsy simulation system for the virtual prostate.

【雑 誌 名】 Systems and Computers in Japan

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 93-104

【著　　者】 Noguchi M, Deguchi D, Toriwaki J, Mori K, Mekada Y, Matsuoka K

【論　　題】 Evaluation of prostate biopsy strategy for cancer detection using a computer
simulation system with virtual needle biopsy for three-dimensional prostate models.

【雑 誌 名】 Int J Urol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 1296-1303
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39.耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 中島　格

【タイトル】 症例から見る難治性疾患の診断と治療 .ステージⅢ、Ⅳで受診する口腔・中咽頭
癌

【書名・発行所】国際医学出版

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 1-12

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 坂本菊男、清川兼輔、徳富孝志、重森 稔、中島 格

【論　　題】 頭蓋底手術

【雑 誌 名】 頭頸部外科

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 16 , 15~20

【著　　者】 千々和秀記、進 武一郎、坂本菊男、梅野博仁、中島 格、藤田博正、末吉 晋、森
直樹

【論　　題】 頸部食道癌のリンパ節転移に対する臨床的検討
ーリンパ節転移群の再検討ー

【雑 誌 名】 日本気管食道科学会会報

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 57 , 277~282

【著　　者】 菊池 淳、坂本菊男、佐藤公則、中島 格

【論　　題】 睡眠時呼吸障害の睡眠内容に対する咽頭拡大術の効果と問題点

【雑 誌 名】 口腔・咽頭科学会誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 18 , 377~383

【著　　者】 津田祥夫、坂本菊男、宮嶋義巳、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 顎下腺悪性腫瘍の臨床的検討

【雑 誌 名】 口腔・咽頭科学会誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 18 , 369~375

【著　　者】 高根陽子、坂本菊男、宮嶋義巳、梅野博仁、中島 格、石橋正敏、早渕尚文

【論　　題】 頭頸部腫瘍における FDG-PET検査の検討

【雑 誌 名】 耳鼻咽喉科臨床

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 99 , 327~332
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【著　　者】 千々和秀記、坂本菊男、梅野博仁、中島 格、藤田博正、末吉 晋

【論　　題】 下咽頭・食道重複癌に対する非開胸食道抜去症例の検討

【雑 誌 名】 耳鼻と臨床

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 52 , 162~166

【著　　者】 千々和秀記、進 武一郎、坂本菊男、梅野博仁、中島 格、藤田博正、末吉 晋、森
直樹

【論　　題】 頸部食道癌のリンパ節転移に対する臨床的検討
ーリンパ節転移群の再検討ー

【雑 誌 名】 日本気管食道科学会会報

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 57 , 130～ 133

【著　　者】 佐藤公則、坂本菊男、中島 格

【論　　題】 声帯粘膜の細胞と細胞外マトリックス
ー CD44の発現とヒアルロン酸の分布ー

【雑 誌 名】 音声言語医学

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 47 , 240～ 246

【著　　者】 坂本菊男、高根陽子、宮嶋義巳、中島 格

【論　　題】 鼻腔癌 54例の臨床的検討

【雑 誌 名】 日本鼻科学会誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 45 , 12～ 19

【著　　者】 坂本菊男、中島 格

【論　　題】 T1/T2下咽頭癌のレーザー減量・放射線治療

【雑 誌 名】 口腔・咽頭科学会誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 18 , 277～ 283

【著　　者】 坂本菊男、菊池 淳、高根陽子、中島 格

【論　　題】 女性の閉塞性睡眠時無呼吸症候群の臨床的検討

【雑 誌 名】 耳鼻咽喉科臨床

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 99 , 133～ 137

【著　　者】 坂本菊男、千々和秀記、宮嶋義巳、梅野博仁、中島 格

【論　　題】 耳下腺悪性腫瘍 74例の臨床的検討

【雑 誌 名】 日本耳鼻咽喉科学会会報

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 109 , 103～ 111
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【著　　者】 小林 究、坂本菊男、宮嶋義巳、中島 格、広松雄治

【論　　題】 甲状腺内に発生した異所性上皮小体腺腫

【雑 誌 名】 耳鼻と臨床

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 52 , 60～ 67

【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】 耳鼻と臨床

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 52 , 54～ 59

【著　　者】 中島　格

【論　　題】 転移リンパ節の病理組織学的解析と術後療法の選択

【雑 誌 名】 厚生労働科学研究費補助金 (がん臨床研究事業 )分担報告書

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 66-67

【著　　者】 斉川雅久 ,岸本誠司 ,中島 格 他

【論　　題】 頸部郭清術の手術術式の均一化に関する研究

【雑 誌 名】 頭頸部癌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 32 , 72-80

【著　　者】 Takeharu Ono,Mamoru Harada,Akira Yamada,Masahiro Tanaka,Yukari
Takao,Yasuaki Tanaka,Takashi Mine,KIkuo Sakamoto,Tadashi Nakashima,Kyogo Ito

【論　　題】 Antitumor effects of systemic and local immunization with a CTL-directed peptide in
combination with a local injection of OK-432

【雑 誌 名】 Clinical Cancer Research

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 12 , 1325～ 1332

【著　　者】 Tomita H, Nakashima T, Maeda A, Umeno H, Sato K

【論　　題】 Age related changes in the distribution of laryngeal glands in the human adult larynx

【雑 誌 名】 Auris Nasus Larynx

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 33 , 289-294

【著　　者】 Ono T, Harada T, Yamada A, Tanaka M, Takao Y, Tanaka Y, Mine T, Sakamoto K,
Nakashima T, Ito K

【論　　題】 Antitumor effects of systemic and local immunization with a CTL-directed peptide in
combination with a local injection of OK-432

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 1325-1332
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40.麻酔学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 加納龍彦 , 上田伸英 , 原田秀樹 , 渡邉誠之

【論　　題】 術中脳波モニタリング

【雑 誌 名】 麻酔

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 55 , 269-279

【著　　者】 Moriyama M, Fukuyama S, Inoue H, Matsumoto T, Sato T, Tanaka K, Kinjyo I, Kano
T, Yoshimura A, Kojima M

【論　　題】 The neuropeptide neuromedin U activates eosinophils and is involved in
allergen-induced eosinophilia

【雑 誌 名】 Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 290 , L971-L977

【著　　者】 Moriyama M, Matsukawa A, Kudoh S, Takahashi T, Sato T, Kano T, Yoshimura A,
Kojima M

【論　　題】 The neuropeptide neuromedin U promotes IL-6 production from macrophages and
endotoxin shock

【雑 誌 名】 Biochem Biophys Res Communi

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 341 , 1149-1154

「その他」

【著　　者】 上田　直行

【論　　題】 筋弛緩薬

【雑 誌 名】 麻酔科学レビュー

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 119-123
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41.救急医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 著者 :廣橋伸之、坂本照夫
編者 :野口 宏

【タイトル】 嘔気・嘔吐

【書名・発行所】症状と疾患でわかる救急患者のケア -プレホスピタルから ERまで -(エマージェ
ンシー・ケア 2006年夏季増刊 )、メディカ出版

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 95-102

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
監修 ;武藤徹一郎、幕内雅敏
編者 ;川崎誠治、佐野俊二、名川弘一、野口眞三郎、平田公一、渡邊聡明

【タイトル】 緊急内視鏡

【書名・発行所】新臨床外科学 第 4版、医学書院

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 287-291

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;岡元和文

【タイトル】 肝・脾損傷の治療指針

【書名・発行所】特集 救急・集中治療ガイドライン -最新の診療指針 -(救急・集中治療 18巻 5・6
号 特大合併号 )、総合医学社

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 589-590

【著　　者】 著者 :山下典雄、坂本照夫
監修 :跡見 裕
編者 :有賀 徹、五十嵐 隆、花岡一雄、山本保博

【タイトル】 減圧症

【書名・発行所】実践 救急医療 (日本医師会雑誌 第 135巻 (特別号 )、日本医師会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 135 , s289-s290

【著　　者】 著者 ;最所純平
編者 ;坂田育弘

【タイトル】 救急処置の基本手技、心肺蘇生

【書名・発行所】ナースのための救急・集中治療、メディカ出版

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 50-62
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【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;山口 徹、北原光夫、福井次矢

【タイトル】 消化管異物

【書名・発行所】今日の治療指針 2006、医学書院

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 25

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;山口 徹、北原光夫、福井次矢

【タイトル】 一酸化炭素中毒

【書名・発行所】今日の治療指針 2006、医学書院

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 123-124

【著　　者】 著者 ;廣橋伸之、庄司紘史
編者 ;篠原幸人 監修、永山正雄、濱田潤一

【タイトル】 急性中枢神経系感染症 (脳炎・髄膜炎 )

【書名・発行所】神経救急・集中治療ハンドブック、医学書院

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 191-202

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 吉無田太郎、菊間幹太、宇津秀晃、喜多村泰博、山下典雄、廣橋伸之、高松学文、
最所純平、坂本照夫

【論　　題】 AT III製剤投与法の違いによる臨床的効果 -さまざまなパラメーターの比較 -

【雑 誌 名】 バイオメディカル

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 16 , 101-104

【著　　者】 疋田茂樹、坂本照夫、田中芳明、浅桐公男、秋吉建二郎、八木 実、井上光鋭、田
中粋子

【論　　題】 クリティカルケアにおける NSTの重要性

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 30 , 641-647

【著　　者】 塩見直人、宮城知也、香月裕志、前田充秀、重森 稔、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 重症頭部外傷初期診療におけるドクターヘリの有用性

【雑 誌 名】 日本救急医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 17 , 219-226
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【著　　者】 合原則隆、浪辺美奈子、中島仁美、野田順子、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 ドクターヘリにおける家族同乗を考える -搬送先医療機関・患者家族のアンケー
トより -

【雑 誌 名】 日本航空医療学会雑誌

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 7 , 57-62

【著　　者】 堀田吏乃、橋本好司、中田一徳、菊間幹太、佐川公矯

【論　　題】 冬季に検出し得た Vibrio vulnificus感染症の 1例

【雑 誌 名】 日本臨床微生物学会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 16 , 1-7

【著　　者】 Yoshitaka Morimatsu, Tatsuya Ishitake, Koji Irie, Kunio Hara, Teruo Sakamoto,
Hisamichi Aizawa

【論　　題】 Acute Pulmonary Injury due to Exposure to a High Concentration of Trichloroethylene
Vapor.

【雑 誌 名】 J Occup Health

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 48 , 271-272

「その他」

【著　　者】 吉無田太郎、菊間幹太、宇津秀晃、喜多村泰博、冬田修平、高宮友美、山下典雄、
廣橋伸之、最所純平、坂本照夫

【論　　題】 ARDS/ALI症例における AT III製剤の投与と IL-6の関係、

【雑 誌 名】 第 17回バイオメディカルフォーラム

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 高須 修、宇津秀晃、宮城知也、塩見直人、刈茅 崇、冬田修平、高宮友美、神代由
紀、坂本照夫、神代正道

【論　　題】 敗血症時の脾組織変化と末梢血 IgM memory B cellの変動 ～脾機能評価は可能か
?～

【雑 誌 名】 第 34回日本救急医学会総会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊間幹太、坂本照夫、吉無田太郎、宇津秀晃、喜多村泰博、井手宗一郎、山下典
雄、廣橋伸之、高松学文、神代由紀、高宮友美、冬田修平

【論　　題】 敗血症性ショックに対する PMX-DHP適用基準の検討

【雑 誌 名】 第 17回日本急性血液浄化学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 喜多村泰博、坂本照夫、山下典雄、廣橋伸之、吉無田太郎、宇津秀晃、菊間幹太、
高松学文、最所純平

【論　　題】 急激な経過をたどった降下性壊死性縦隔炎の 1例

【雑 誌 名】 第 34回日本救急医学会総会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊間幹太、宇津秀晃、喜多村泰博、冬田修平、高宮友美、神代由紀、吉無田太郎、
高松学文、坂本照夫

【論　　題】 上腸間膜血管閉塞症

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 30 , 1551-1557

【著　　者】 吉無田太郎

【論　　題】 抗生物質投与後、ショックに陥り死亡した 1剖検例

【雑 誌 名】 第 39回久留米大学 CPC

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉無田太郎、谷川 健

【論　　題】 感冒様症状、左下肢痛を初発症状とし、ショックに陥った一剖検例

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 69 , 11-14

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、喜多村泰博、宇津秀晃、吉無田太郎、菊間幹太、井手宗一
郎、山下典雄、冬田修平、高松学文

【論　　題】 多臓器障害に対する白血球除去療法 (LCAP)

【雑 誌 名】 第 34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】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉無田太郎、菊間幹太、宇津秀晃、喜多村泰博、山下典雄、廣橋伸之、最所純平、
高松学文、井手宗一郎、神代由紀、高宮友美、冬田修平、坂本照夫

【論　　題】 敗血症の診断と抗微生物剤の検討

【雑 誌 名】 第 21回日本救命医療学会総会 (シンポジウム )

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊間幹太

【論　　題】 主膵管断裂により治療に難渋したアルコール性重症急性膵炎の一救命例

【雑 誌 名】 第 8回筑後地区肝胆膵研究会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 吉無田太郎

【論　　題】 感冒様症状、左下肢痛が初発症状でショックに陥った 1剖検例

【雑 誌 名】 第 37回久留米大学 CPC

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 高松学文、坂本照夫

【論　　題】 重症急性膵炎に対する CHDFの適応、

【雑 誌 名】 第 31回日本外科系連合学会学術集会 (ワークショップ )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 本田 和、坂本照夫

【論　　題】 大腸出血

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 30 , 707-708

【著　　者】 秦 洋文、疋田茂樹、山下典雄、最所純平、花田敬一郎、平井良昌、白水和雄、坂
本照夫

【論　　題】 イレウスの初期治療

【雑 誌 名】 外科治療

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 94 , 895-899

【著　　者】 吉無田太郎、最所純平、坂本照夫、本田順一、衛藤弘寿

【論　　題】 重症熱傷患者において多剤耐性緑膿菌 (MDRP)を誘導した症例

【雑 誌 名】 第 32回日本熱傷学会総会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫

【論　　題】 事件・犯罪にかかわる救急事例 -医師の立場から -

【雑 誌 名】 救急医療ジャーナル

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 12-14

【著　　者】 菊間幹太、坂本照夫、吉無田太郎、宇津秀晃、喜多村泰博、井手宗一郎、山下典
雄、廣橋伸之、高松学文、最所純平、疋田茂樹

【論　　題】 敗血症性ショックに対する PMX-DHP療法の治療効果

【雑 誌 名】 第 9回日本臨床救急医学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 最所純平、高松学文、吉無田太郎、宇津秀晃、菊間幹太、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 気管挿管講習会に参加した救急救命士の活動・意識調査からみた病院前救護体制
の課題

【雑 誌 名】 第 9回日本臨床救急医学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉無田太郎

【論　　題】 MRSA感染症の現状と今後について

【雑 誌 名】 第 68回福岡県筑後地区病院薬剤師会研修会 (パネルディスカッション )

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、吉無田太郎、宇津秀晃、喜多村泰博、菊間幹太、井手宗一
郎、山下典雄、最所純平、高松学文

【論　　題】 SIRSに伴う急性肺障害に対するシベレスタットナトリウムの治療効果

【雑 誌 名】 第 9回日本臨床救急医学会総会 (ワークショップ )

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、花田敬一郎、秦 洋文、内山大治、小金丸雅道、広瀬靖光、
疋田茂樹、最所純平、平井良昌

【論　　題】 左中副腎動脈単独損傷の一例

【雑 誌 名】 第 20回日本外傷学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、宇津秀晃、菊間幹太、吉無田太郎、井手宗一郎、喜多村泰
博、山下典雄、最所純平、高松学文

【論　　題】 経カテーテル的動脈塞栓術 (TAE)を施行した外傷例の検討

【雑 誌 名】 第 20回日本外傷学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫

【論　　題】 術後重篤患者の管理に必要な処置、中心静脈圧測定

【雑 誌 名】 消化器外科

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 29 , 949-951

【著　　者】 最所純平、高松学文、坂本照夫

【論　　題】 オンラインメディカルコントロールは正しく実施されているか ?

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 30 , 390-393
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【著　　者】 吉無田太郎

【論　　題】 救命センターにおけるMRSA感染アウトブレイクを経験して

【雑 誌 名】 第 3回筑後病院感染対策研究会 (第 15回久留米大学病院感染対策講習会 )

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、宇津秀晃、吉無田太郎、喜多村泰博、菊間幹太、山下典雄、
最所純平、高松学文

【論　　題】 頭部汚染創から Clostridium tetaniが検出できた破傷風の 1例

【雑 誌 名】 第 33回日本集中治療医学会総会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 菊間幹太、坂本照夫、吉無田太郎、宇津秀晃、喜多村泰博、井手宗一郎、山下典
雄、廣橋伸之、高松学文、最所純平

【論　　題】 大腸の病変部位別 PMX-DHP療法における治療効果の検討

【雑 誌 名】 第 10回エンドトキシン血症救命治療研究会 (シンポジウム )

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 廣橋伸之、坂本照夫、宇津秀晃、菊間幹太、吉無田太郎、井手宗一郎、喜多村泰
博、山下典雄、最所純平、牧野里子

【論　　題】 PMX-DHPにおけるMIF, HMGB1の推移

【雑 誌 名】 第 10回エンドトキシン血症救命治療研究会 (要望演題 )

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】

【著　　者】 喜多村泰博、坂本照夫、山下典雄、宇津秀晃、菊間幹太、吉無田太郎、井手宗一
郎、廣橋伸之、最所純平、高松学文

【論　　題】 重症多発外傷の一例

【雑 誌 名】 第 14回筑後地区救急医療研究会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉無田太郎、坂本照夫、山下典雄、最所純平

【論　　題】 劇症型 A群レンサ球菌感染症

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 30 , 191-193

【著　　者】 高松学文、坂本照夫

【論　　題】 急性膵炎

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 30 , 86-90
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【著　　者】 廣橋伸之

【論　　題】 救急領域における急性肺障害の治療の現状と課題

【雑 誌 名】 SIRS/急性肺障害 (ALI)シンポジウム in Fukuoka

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 Taro Yoshimuta, Kanta Kikuma, Hideaki Uzu, Yasuhiro Kitamura, Yuki Kumashiro,
Shyuhei Fuyuta, Yumi Takamiya, Manabu Takamatsu, Norio Yamashita, Nobuyuki
Hirohashi, Jyunpei Saisho, Souichiro Ide, Teruo Sakamoto

【論　　題】 Pitfall of initial treatment of Streptococcal toxic shock syndrome (STSS).

【雑 誌 名】 10th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases.

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nobuyuki Hirohashi,Teruo Sakamoto, Hideaki Uzu, Yasuhiro Kitamura

【論　　題】 Leukocytapheresis for sepsisinduced MODS (multiple organ dysfunction
syndrome).

【雑 誌 名】 Joint Meeting of the Society for Leukocyte Biology and the
International Endotoxin and Innate Immunity Society .

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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42.形成外科・顎顔面外科学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 千々和秀記、高根陽子、坂本菊男、梅野博仁、中島 格、山内俊彦、清川兼輔 .

【論　　題】 耳下腺癌顔面神経切除後の頸神経叢による一次再建 .

【雑 誌 名】 頭頸部癌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 32 , 494ー 498

【著　　者】 右田 尚、清川兼輔、福島淳一、渡部功一 .

【論　　題】 スキンステープラーにより深部皮下異物を形成した 1例の検討 .

【雑 誌 名】 日本形成外科学会会誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 26 , 821ー 824

【著　　者】 井野 康、清川兼輔、山内俊彦、渡部功一、福島淳一 .

【論　　題】 シリコンプロテーゼによる漏斗胸手術の問題点とその適応 .

【雑 誌 名】 日本形成外科学会会誌

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 26 , 701ー 710

【著　　者】 梅野博仁、千々和秀記、坂本菊男、中島 格、森 一功、末吉 晋、藤田博正、井上
要二郎、清川兼輔 .

【論　　題】 治療方法の進歩による下咽頭癌治療成績の向上ーチーム医療の有用性ー .

【雑 誌 名】 日気食会報

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 57 , 363ー 370

【著　　者】 坂本菊男、清川兼輔、徳富孝志、重森 稔、中島 格 .

【論　　題】 頭蓋底手術 .

【雑 誌 名】 頭頸部外科

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 16 , 15ー 20

【著　　者】 Kiyokawa K, Watanabe K, Yamauchi T, Inoue Y, Aoyagi N, Akashi H.

【論　　題】 Refinement of Operative Method for Single-Stage Treatment of Pectus Excavatum and
Heart Disease.

【雑 誌 名】 Plast. Reconstr. Surg.

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 118 , 141eー 146e
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【著　　者】 Nishi Y, Kiyokawa K, Watanabe K, Rikimaru H, Yamauchi T.

【論　　題】 A Surgical Treatment of Severe Late Posttraumatic Enophthalmos Using Sliced Costal
Cartilage Chip Grafts.

【雑 誌 名】 J. Craniofac. Surg.

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 17 , 673ー 679

【著　　者】 Tai Y, Tanaka S, Fukushima J, Kizuka Y, Kiyokawa K, Inoue Y, Yamauchi T.

【論　　題】 Refinements in the Elevation of Reconstructed Auricles in Microtia.

【雑 誌 名】 Plast. Reconstr. Surg.

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 117 , 2414ー 2423

【著　　者】 Takagi M, Kiyokawa K, Sakamoto A, Watanabe K, Rikimaru H, Inoue Y, Shirouzu T.

【論　　題】 Two-Stage Reconstructive Surgery of a Patient with Head Cranial Bone and Dura
Mater Loss Caused by Postoperative Infection: Usefulness of a Pericranial Flap for
Dura Mater Reconstruction.

【雑 誌 名】 J. Craniofac. Surg.

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 17 , 584ー 590

「その他」

【著　　者】 清川兼輔、守永圭吾 .

【論　　題】 II. 顔面外傷 5.骨折の応急処置と手術適応 .

【雑 誌 名】 形成外科

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 49 , S107ー S110

【著　　者】 清川兼輔、渡部功一 .

【論　　題】 特集 頭頸部がん患者診療のポイント 6.治療による機能喪失と対策 4)QOLを考え
た再建術 .

【雑 誌 名】 臨床腫瘍プラクティス

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 2 , 297ー 300

【著　　者】 Rikimaru H, Kiyokawa K.

【論　　題】 Three-Dimensional Anatomical Vascular Distribution in the Pectoralis Major
Myocutaneous Flap.

【雑 誌 名】 Plast. Reconstr. Surg.

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 118 , 280ー 282
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43.歯科口腔医療センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 姉川絵美子、古賀 真、岩本 修、楠川仁悟

【論　　題】 臨床発育様式からみた T1、T2舌扁平上皮癌の悪性度評価に関する臨床病理学的
検討

【雑 誌 名】 日本口腔腫瘍学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 18 , 83-89

【著　　者】 野口朱美、田中優子、執行素美、鶴田美恵子、森田桂子、栗原宏行、楠川仁悟

【論　　題】 口腔乾燥症に対する塩酸セビメリン含嗽液の調整とその評価

【雑 誌 名】 診療と新薬

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 43 , 28-33

【著　　者】 古賀 真、豊福司生、楠川仁悟、後藤多津子、吉浦一紀

【論　　題】 単純ヘルペスウイルス抗体価の上昇をきたし診断に苦慮したベーチェット病の 1
例

【雑 誌 名】 日本口腔診断学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 70-92

【著　　者】 岩本 修、倉富慶太郎、姉川絵美子、古賀真、古賀千尋、楠川仁悟

【論　　題】 口腔癌を含む 4臓器 5重複癌の 1例

【雑 誌 名】 日本口腔腫瘍学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 18 , 113-119

【著　　者】 岩本 修、原田昭幸、古賀千尋、楠川仁悟

【論　　題】 口腔粘膜に前駆した骨髄異形成症候群の 1例

【雑 誌 名】 日本口腔粘膜学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 23-29

【著　　者】 青木　将虎

【論　　題】 単純ヘルペスウイルスⅠ型の重複潜伏感染に関する実験的研究

【雑 誌 名】 久留米医学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 37-46
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【著　　者】 Makoto Koga,Shisei Toyofuku,Yasuhiro Nakamura,Kazunori Yoshiura,Jingo
Kusukawa,Yoshiaki Nakamura

【論　　題】 Osteochondroma in the Mandibular Condyle That Caused Facial Asymmetry

【雑 誌 名】 THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 67-70

【著　　者】 K.Kawano1,2,S.Yanagisawa1,2,J.Kusukawa1,2,H.Sunagawa1,R.shiba1,M.Goto1
,M.Shinohara1,J.Fukuda1,M.Oishi1,K.Ikemura1,T.Takahashi1,K.Sugihara1
,T.Inokuchi1,T.Miura1,H.Goto1,
1The Kyusyu Research Group for TS in Oral Cancer,Japan
2Department of Oncological Science,Division of Oral and Maxillo-Facial
Surgery,Faculty of Medicine,Oita University,Oita,Japan
2

【論　　題】 Intratumoural expression of thymidylate synthase is an independent predictor of
prognosis in patients with squamous cell carcinoma of the tongue:results from a
retrospective study

【雑 誌 名】 International journal of Oral&Maxillofacial Surgery

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 35 , 258-264

【著　　者】 KEITARO KURATOMI,HIROHISA YANO,MAKOTO TSUNEOKA,KIKUO
SAKAMOTO,JINGO KUSUKAWA,MASAMICHI KOJIRO

【論　　題】 Immunohistochemical Expression of Mina53 and ki67 Proteins in Human Primary
Gingival Squamous Cell Carcinoma

【雑 誌 名】 The Kurume Medical Journal

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 71-78

【著　　者】 Koga C,Iwamoto O,Aoki M,Koba C,Kusukawa J,Matsuishi T

【論　　題】 Ramsay-Hunt Syndrome with Vesicular Stomatitis in a 4-year-old Infant

【雑 誌 名】 Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 102 , e37-e39

【著　　者】 Osamu Iwamoto,Chihiro Koga,Akira Yakeishi,Yuji Yokomizo,Jingo Kusukawa

【論　　題】 Argon Plasma Coagulation Therapy for Oral Leukoplakia

【雑 誌 名】 Asian Journal Oral Maxillofacial Surgery

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 18 , 41-45

【著　　者】 Iwamoto O,Koga C,Aoki M,Koba A,Kusukawa J

【論　　題】 A Case of Deep Venous Thrombosis Occurring After Tongue Cancer Surgery

【雑 誌 名】 International Journal of Oral - Medical Sciences

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 57-59
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44.消化器疾患情報

「単行本 /著書」

【著　　者】 長尾由実子編者 ,佐田通夫編者

【タイトル】 C型肝炎患者が専門医に聞く 88の質問

【書名・発行所】株式会社 新興医学出版社

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 129

【著　　者】 川口巧、佐田通夫

【タイトル】 C型肝炎における酸化ストレス

【書名・発行所】カレントテラピー

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 24 , 66～ 66

【著　　者】 佐田通夫 ,松崎靖司 ,宜保行雄

【タイトル】 Q55 キャリアの血液に触れたのですが ,どのように対処したらよいでしょうか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える 慢性肝疾患診療

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 180～ 182

【著　　者】 佐田通夫 ,松崎靖司 ,宜保行雄

【タイトル】 Q6 最近口内炎がよく出来ます。肝臓が悪いことと関係があるのでしょうか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える 慢性肝疾患診療

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 18～ 20

【著　　者】 長尾由実子 , 井出達也 ,  川口巧

【タイトル】 Q54 ウイルス性肝炎のワクチンはないのですか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える  慢性肝疾患診療

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 178～ 179

【著　　者】 長尾由実子 , 井出達也 ,  川口巧

【タイトル】 Q53 海外旅行に行くのですが、ウイルス性肝炎の予防接種は必要ですか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える  慢性肝疾患診療

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 175～ 177
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【著　　者】 長尾由実子 , 井出達也 ,  川口巧

【タイトル】 Q8 シカやイノシシの生肉を食べると肝炎になるという記事を読みました。好物な
のですが肝炎にかからぬようにワクチンを打っていただけますか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える  慢性肝疾患診療

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 25～ 26

【著　　者】 佐田通夫 , 長尾由実子

【タイトル】 C型肝炎はなぜ恐いのか

【書名・発行所】医療者の共同作業による病院感染対策

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 131-143

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 長尾由実子 , 鈴木史雄 , 野林晴彦 , 川上 裕 , 佐田通夫

【論　　題】 優れた薬物療法のさらなる普及をめざして -C型肝炎ウイルス感染者におけるイン
ターフェロン療法の受療の現状と考察 -

【雑 誌 名】 日本製薬工業協会医薬産業政策研究所

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 32 , 1-81

【著　　者】 長尾由実子 ,鈴木史雄 ,野林晴彦 ,川上 裕 ,佐田通夫

【論　　題】 C型肝炎ウイルス持続感染者に対する薬物療法 -インターフェロン療法の普及と
その現状 -

【雑 誌 名】 政策研ニュース

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 19 , 21-23

【著　　者】 Taniguchi E, Kawaguchi T, Shimada M, Kuwahara R, Otsuka M, Iwasaki S, Matsuda
T, Ibi R,
Shiraishi S, Itou M, Oriishi T, Kumashiro R, Tanaka S, Saruwatari Y, Sata M.

【論　　題】 Branched-chain Amino acids supplementation complements conventional treatment
for spontaneous bacterical peritonities.

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci.

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 51 , 1057~1060

【著　　者】 Tanaka K, Nagao Y, Ide T, Kumashiro R, Sata M.

【論　　題】 Antibody to hepatitis B core antigen is associated with the development of
hepatocellular carcinoma in hepatitis C virus-infected persons: a 12-year prospective
study.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 17 , 827-832
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【著　　者】 Kim M, Torimura T, Nakamura T, Kumemura H, Hanada S, Hisamoto T, Yoshida T,
Kawaguchi T, Baba S, Maeyama M, Koga H, Harada M, Kumashiro R, Ueno T,
Mizuno S,
Ikeda H, Imaizumi T, Murohara T, Sata M.

【論　　題】 Endothelial progenitor cell transplantation improves the survival fllowing liver injury
in mice.

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 130 , 521～ 531

「その他」

【著　　者】 犬塚貞孝 ,池上素樹 , 池田 悟 , 榊 宗徳 , 田中俊彦 , 土橋清高 , 松尾 功 , 森 倫人 ,西
田多津子 ,岩崎亮二 ,古川次男 ,古賀満明 ,有島恒明 ,長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 佐賀県南部医療圏 (杵藤地区 )における肝癌撲滅を目指した取り組み

【雑 誌 名】 第 76回日本感染症学会 西日本地方会総会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 花田慎一郎、原田 大、古賀浩徳、M Bishr Omary、川口 巧、谷口英太郎、柳本俊
親、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 小胞体ストレスと細胞内凝集体形成との関わり

【雑 誌 名】 第 3回 酸化ストレスと肝研究会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 川口 巧、佐田通夫

【論　　題】 主な疾病と診療 -ウイルス肝炎 -

【雑 誌 名】 臨床病態学№ 2

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 101-112

【著　　者】 伊藤 実、居石哲治、川口 巧、谷口英太郎、上野隆登、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 糖代謝調節消化管ホルモン (GLP-1)の C型慢性肝炎における変化

【雑 誌 名】 第 14回 日本消化器関連学会週間 (DDW-Japan)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 谷口英太郎、川口 巧、伊藤 実、居石哲治、佐田通夫

【論　　題】 体組成計を用いた肝硬変患者の栄養評価

【雑 誌 名】 第 14回 日本消化器関連学会週間 (DDW-Japan)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 川口 巧、住江修治、佐田通夫

【論　　題】 C型肝炎ウイルス (HCV)感染をともなう耐糖能異常の機序と意義

【雑 誌 名】 第 14回 日本消化器関連学会週間 (DDW-Japan)

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 原田 大、川口 巧

【論　　題】 病態生理の基礎的・臨床的研究の進歩
肝炎ウイルス研究の進歩 HCV感染とインスリン抵抗性

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 175-177

【著　　者】 伊藤 実、川口 巧、光山 慶一、山﨑 博、増田 淳也、谷口 英太郎、原田 大、居石
哲治、鶴田 修、
佐田 通夫

【論　　題】 白血球除去治療が有効であったと考えられる潰瘍性大腸炎合併原発性硬化性胆管
炎の 1例

【雑 誌 名】 第 15回自己免疫性消化器疾患研究会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 川口 巧

【論　　題】 C型肝炎ウイルス感染とインスリン抵抗性

【雑 誌 名】 MINOPHAGEN MEDICAL REVIEW

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 51 , 67~69

【著　　者】 嶋田 麻里、川口 巧、谷口 英太郎、伊藤 実、河野 弘志、居石 哲治、佐田 通夫

【論　　題】 栄養学的サポートが、特発性細菌性腹膜炎および肝不全からの離脱に有効であっ
た一症例

【雑 誌 名】 第 273回 日本内科学会九州地方会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 井樋 涼子、谷口 英太郎、白石 さとみ、岡田 晃代、武藤 美智子、川口 巧、伊藤
実、居石 哲治、大塚 百香、岩﨑 昌子、田中 粹子、佐田 通夫、高倉 真智子

【論　　題】 検査のための絶食が患者に与えるストレスの検討

【雑 誌 名】 第 21回 日本静脈経腸栄養学会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 岩﨑 昌子、大塚 百香、谷口 英太郎、居石 哲治、川口 巧、伊藤 実、武藤 美智子、
岡田 晃代、白石 さとみ、井樋 涼子、高倉 真智子、佐田 通夫、田中 粹子

【論　　題】 胃・食道静脈瘤治療パスにおける栄養を強化した食事療法の効果

【雑 誌 名】 第 21回 日本静脈経腸栄養学会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 白石 さとみ、井樋 涼子、川口 巧、岡田 晃代、武藤 美智子、谷口 英太郎、伊藤
実、居石 哲治、大塚 百香、岩﨑 昌子、田中 粹子、佐田 通夫、高倉 真智子

【論　　題】 温度調節による肝不全用経口栄養剤の摂取量改善効果

【雑 誌 名】 第 21回 日本静脈経腸栄養学会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 川口 巧、谷口 英太郎、伊藤 実、居石 哲治、井樋 涼子、白石 さとみ、武藤 美智
子、岡田 晃代、大塚 百香、岩﨑 昌子、田中 粹子、高倉 真智子、佐田 通夫

【論　　題】 部位別直接測定インピーダンス法を用いた肝硬変患者の栄養評価

【雑 誌 名】 第 21回 日本静脈経腸栄養学会

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 長尾由実子 ,佐田通夫

【論　　題】 肝癌の発症予防 -その対策と治療 -

【雑 誌 名】 筑紫医師会報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 30 , 41-45

【著　　者】 長尾由実子 ,佐田通夫 ,川口 巧

【論　　題】 C型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝外病変の検討 -特に HCVキャリアに
対する大規模な疫学調査 -

【雑 誌 名】 大和証券ヘルス財団の助成による研究業績集第 29集

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 155-160

【著　　者】 Tanaka K, Nagao Y, Ide T, Kumashiro R, Sata M.

【論　　題】 Antibody to hepatitis B core antigen is associated with the development of
hepatocellular carcinoma in hepatitis C virus- infected people; a 12-year prospective
study.

【雑 誌 名】 11th World Congress on Advances in Oncology and 9th International Symposium on
Molecular Medicine

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Oriishi T, Sata M

【論　　題】 Body cell mass, a useful new marker assessing nutritional status and severity of
disease in patients with liver cirrhosis

【雑 誌 名】 Digestive Disease Week-2006(The American Association for the Study of Liver
Diseases)

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】
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45.医療センター :リウマチ・膠原病センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 長瀬隆秀英、大石展也編

【タイトル】 かぜ症候群

【書名・発行所】抗菌薬、臨牀に直結する呼吸器疾患治療のエビデンス

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 106-108

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 後藤明子、加地正英、田中勝一郎、鮎川竜祐、福田孝明

【論　　題】 関節リウマチに対するエタネルセプト投与の有効性と安全性の検討

【雑 誌 名】 臨床リウマチ

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 18 , 315-319

「その他」

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 抗インフルエンザ薬使用の留意点

【雑 誌 名】 臨牀と研究

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 83 , 30-34

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 インフルエンザと解熱剤

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 4276 , 92-93

【著　　者】 加地正英

【論　　題】 インフルエンザの感染経路

【雑 誌 名】 内科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 98 , 839-842

45.医療センター :リウマチ・膠原病センター

- 229 -



46.医療センター :消化器科

「その他」

【著　　者】 酒見美幸、中島 裕、原田和徳、田中正俊、最所大輔、佐々木英、下河辺正行、金
光秀一、笹栗穀和、佐田通夫

【論　　題】 腹腔内出血を来たした大網原発血管肉腫の一例

【雑 誌 名】 第 88回日本消化器病学会九州支部例会、第 82回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会 合同

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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47.医療センター :循環器科

「単行本 /著書」

【著　　者】 加藤宏司、池田久雄、今泉 勉

【タイトル】 治療戦略の立て方と生活指導

【書名・発行所】肥大型心筋症ハンドブック Life-long diseaseとしてのマネジメント

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 234-243

【著　　者】 吉田典子、池田久雄

【タイトル】 運動負荷試験

【書名・発行所】肥大型心筋症ハンドブック Life-long diseaseとしてのマネジメント

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 129-138

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Nishiyama Y, Minohara M, Ohe M, Hirai Y, Katoh A, Miyamoto T, Iwami G, Nakata
M, Koga Y.

【論　　題】 Effect of physical training on insulin resistance in patients with chronic heart failure.

【雑 誌 名】 Circ J.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 70 , 864-867

【著　　者】 Yamagishi S, Adachi H, Nakamura K, Matsui T, Jinnouchi Y, Takenaka K, Takeuchi
M, Enomoto M, Furuki K, Hino A, Shigeto Y, Imaizumi T

【論　　題】 Positive association between serum levels of advanced glycation end products and the
soluble form of receptor for advanced glycation end products in nondiabetic subjects.

【雑 誌 名】 Metabolism

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 55 , 1227-1231

【著　　者】 Enomoto M, Adachi H, Yamagishi S, Takeuchi M, Furuki K, Hino A, Hiratsuka A,
Takajo Y, Imaizumi T

【論　　題】 Positive association of serum levels of advanced glycation end products with
thrombogenic markers in humans.

【雑 誌 名】 Metabolism

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 55 , 912-917

47.医療センター :循環器科

- 231 -



【著　　者】 Yamagishi S, Adachi H, Abe A, Yashiro T, Enomoto M, Furuki K, Hino A, Jinnouchi
Y, Takenaka K, Matsui T, Nakamura K, Imaizumi T

【論　　題】 Elevated serum levels of pigment epithelium-derived factor in the metabolic
syndrome.

【雑 誌 名】 J Clin Endocrinol Metab

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 91 , 2447-2450

【著　　者】 Taniguchi E, Kin M, Torimura T, Nakamura T, Kumemura H, Hanada S, Hisamoto T,
Yoshida T, Kawaguchi T, Baba S, Maeyama M, Koga H, Harada M, Kumashiro R,
Ueno T, Mizuno S, Ikeda H, Imaizumi T, Murohara T, Sata M

【論　　題】 Endothelial progenitor cell transplantation improves the survival following liver injury
in mice.

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 130 , 521-31

【著　　者】 Yoshida N, Ikeda H, Sugi K, Imaizumi T.

【論　　題】 Impaired endothelium-dependent and -independent vasodilation in young female
athletes with exercise-associated amenorrhea.

【雑 誌 名】 Arterioscler Thromb Vasc Biol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 26 , 231-232

「その他」

【著　　者】 池田久雄

【論　　題】 日常診療における脂質低下療法のすすめ方 .

【雑 誌 名】 大牟田メディカルタイムス

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 494 , 3-6

【著　　者】 森田博彦、池田久雄、原田晴仁、草場 健、加藤宏司、古木久美子、古賀義則 .

【論　　題】 冠動脈疾患の評価に 64列マルチスライス CTが有用であった 2症例 .

【雑 誌 名】 第 101回 日本循環器学会九州地方会 (2006年 12月 2日 :福岡 )

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 池田久雄、吉田典子、古賀義則 .

【論　　題】 血液流動性に関わる動脈硬化関連因子の検討 . シンポジウム“臨床病態と血液レ
オロジー”

【雑 誌 名】 第 12回日本ヘモレオロジー学会 (2006年 11月 17～ 18日 :京都 )

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】
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【著　　者】 加藤宏司、池田久雄、森田博彦、草場 健、原田晴仁、末藤伸子、小島和行、葉 昌
義、古賀義則 .

【論　　題】 当院における 64列 CTの冠動脈疾患診断の有用性について .

【雑 誌 名】 第 3回日本心血管カテーテル治療学会九州地方会、第 13回日本心血管インターベ
ンション学会九州地方会、平成 18年度九州合同地方会 (2006年 10月 14日 :福岡
)

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 原田晴仁、池田久雄、宮本哲哉、加藤宏司、森田博彦、伊原智映、古賀義則 .

【論　　題】 ミコナゾールゲル口腔内塗布により出血傾向をきたした大動脈弁置換術後の 2症
例 .

【雑 誌 名】 第 100回日本循環器学会九州地方会 (2006年 6月 24日 :鹿児島 )

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】
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48.医療センター :小児科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kamad M, Nagai T, Kumagai T, Igarashi M, Ihara T, Okafuji T, Ochiai H, Sakiyama
H,  Shimomura K, Suzuki E, Torigoe S, Miyazaki C, Miyata A, Yuri K, Ito Y,
Nakayama T,
Kase T, Okuno Y

【論　　題】 Efficacy of inactivated trivalent influenza vaccine in alleviating the febrile illness of
culture-confirmed influenza in children in the 2000-2001 influenza season.

【雑 誌 名】 Vaccine

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 3618-3623
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49.医療センター :整形外科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 主任研究者 佐川公矯 ,分担研究者 樋口富士男 他

【論　　題】 「人工股関節置換術における回収式自己血輸血の安全性」に関する研究

【雑 誌 名】 厚生労働科学研究費補助金 (医薬品・医薬機器等レギュラトリーサイエンス総合
研究事業 「同種血輸血安全性向上に伴う自己血輸血適応の再検討」に関する研究
. 平成 17年度総括・分担研究報告書

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 岩井俊也、樋口富士男、野沢雅彦、冨士武史、面川進、脇本信博

【論　　題】 整形外科手術における同種血輸血の可能性

【雑 誌 名】 自己血輸血

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 184-192

【著　　者】 樋口富士男、野沢雅彦、冨士武史、面川進、岩井俊也、脇本信博

【論　　題】 整形外科手術における回収式自己血輸血の安全性

【雑 誌 名】 自己血輸血

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 19 , 177-183

【著　　者】 樋口富士男、後藤昌史、金澤武利、伊藤伸一、篠﨑夏子

【論　　題】 さまざまな低侵襲人工股関節置換術

【雑 誌 名】 関節外科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 25 , 64-72

【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 股関節障害の臨床

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 58-62

【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 肩こりを訴える疾患と原因

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 83 , 53-57
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【著　　者】 樋口　富士男

【論　　題】 宗教上の輸血拒否と自己血輸血

【雑 誌 名】 新自己血輸血 改訂第 3版  高折益彦編著 , 克誠堂出版

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 209-217

「その他」

【著　　者】 樋口富士男

【論　　題】 骨粗鬆症治療のおさらい「治療」

【雑 誌 名】 第 8回筑後骨粗鬆症研究会 (久留米 )

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口富士男

【論　　題】 骨に薬

【雑 誌 名】 第一回久留米大学第三内科 OBの会 (久留米 )

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口富士男、石橋 裕美子

【論　　題】 表面置換型人工股関節置換術の中期成績

【雑 誌 名】 第 8回人工股関節懇話会 (高知 )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口富士男

【論　　題】 (パネルディスカッション )「自己血輸血の今後の方針」
回収式自己血輸血の安全性

【雑 誌 名】 第 54回日本輸血学会総会 (大阪 )

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 樋口富士男

【論　　題】 骨粗鬆症以外の整形外科疾患に対するビスフォスフォネート製剤の応用

【雑 誌 名】 第 7回筑後骨粗鬆症研究会 (久留米 )

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】
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50.医療センター :放射線科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 小島和行 ,末藤伸子 ,的野玲佳 ,安陪等思 ,早渕尚文

【論　　題】 頭頸部の解剖と病変 唾液腺

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 51 , 485-495
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51.循環器病研究所

「単行本 /著書」

【著　　者】 勝田洋輔、今泉 勉
総編 :井上 博、増山 理
編者 :川名正敏

【タイトル】 冠循環と心筋虚血

【書名・発行所】「エキスパートをめざす循環器診療 3.虚血性心疾患」南江堂

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 10-17

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 齋藤 裕、勝田洋輔、有馬 健、嶋田寿文、香月与志夫、竹下吉明、森田博彦、横山
晋二、鬼塚一郎、永田 剛、金谷誠司、高城喜典、江口裕之、本間友基、甲斐久
史、今泉 勉

【論　　題】 冠動脈拡張症を伴う急性冠症候群に対する経皮的冠動脈形成術の治療成績

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapeutics

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6 , 79-86

【著　　者】 Yajima T, Yasukawa H, Jeon ES, Xiong D, Dorner A, Iwatate M, Summers-Torres D,
Jaiswal N, Hoshijima M, Chien KR, Yoshimura A, Knowlton KU

【論　　題】 Innate defense mechanism against virus infection within the cardiac myocyte requiring
gp130-STAT3 signaling.

【雑 誌 名】 Circulation

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 114 , 2364-2373

【著　　者】 Kai H, Mori T, Tokuda K, Takayama N, Tahara N, Takemiya K, Kudo H, Sugi Y,
Fukui D, Yasukawa H, Kuwahara F, Imaizumi T

【論　　題】 Pressure overload-induced transient oxidative stress mediates perivascular
inflammation and cardiac fibrosis through angiotensin II.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 29 , 711-718

【著　　者】 The Japanese Coronary Artery Disease (JCAD) Study Investigators [Katsuda Y,
Homma T]

【論　　題】 Current status of the background of patients with coronary artery disease in Japan -The
JCAD study-

【雑 誌 名】 Circ J

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 70 , 1256-1262
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「その他」

【著　　者】 有馬 健、勝田洋輔、今泉 勉

【論　　題】 自己骨髄単核球移植による虚血性神経障害の新しい治療法

【雑 誌 名】 実験医学増刊「急速進展する血管研究」

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 24 , 2900-2094

【著　　者】 斉藤裕、勝田洋輔、松岡秀洋、今泉勉

【論　　題】 収縮不全と RAS

【雑 誌 名】 Angiotensin Research

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 3 , 31-35

【著　　者】 安川秀雄、杉 雄介、今泉 勉

【論　　題】 慢性心不全̶新しい展開と治療 :心不全の進展因子としての炎症性体液因子の心
筋障害

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 55 , 821-825
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52.高次脳疾患研究所

「単行本 /著書」

【著　　者】 室伏善照、神囿純一、小戝健一郎

【タイトル】 新世代癌遺伝子治療のための多因子で増殖制御 /癌特異化するアデノウイルスの
作製法 .

【書名・発行所】細胞工学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 25 , 60～ 66

【著　　者】 高橋知之、小戝健一郎

【タイトル】 HGF 急性 /劇症肝炎

【書名・発行所】細胞増殖因子と再生医療 (メディカルレビュー社 )

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 高橋知之、藤原久義、國貞隆弘、小戝健一郎

【タイトル】 ES細胞再生医学の新技術開発ーヒト ES細胞と遺伝子治療技術ー

【書名・発行所】再生医療 日本再生医療学会雑誌 (メディカルレビュー社 )

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5 , 43～ 51

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 中山広宣、 森田喜一郎、奈良進弘、五十君啓泰、前田久雄

【論　　題】 恐怖症性不安障害者における視覚刺激による認知療法の精神生理学的検討ー探索
眼球運動評価を用いてー .

【雑 誌 名】 臨床神経生理学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 503-10

【著　　者】 井上雅之、森田喜一郎、上野雄文、小路純央、西浦佐知子、土井 亮、安陪等思、
前田久雄

【論　　題】 fMRIによる急性期及び回復期の統合失調症者における表情認知の研究 .

【雑 誌 名】 脳と精神の医学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 ,  73-7.

【著　　者】 森田喜一郎、小路純央、石井洋平、倉掛交次、五十君啓泰

【論　　題】 統合失調症の表情認知機能の特徴 :健常者との比較検討

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 535-40.
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【著　　者】 川辺千津子、中山広宣、森田喜一郎、五十君啓泰、土井 亮、前田久雄

【論　　題】 母子を提示図とした比較照合課題における統合失調症患者の探索眼球運動の特徴

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 48 , 147-52

【著　　者】 Ikeda M, Iwata N, Suzuki T, Kitajima T, Yamanouchi Y, Kinoshiya Y, Sekine Y, Iyo
M, Harano M, Komiyama T, Yamada M, Sora I, Ujike H, Inada T, Ozaki N

【論　　題】 Positive association of AKT1 haplotype to Japanese methamphetamine use disorder.

【雑 誌 名】 Int J Neuropsychopharmacol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 9 , 77-81

【著　　者】 Nomura A, Ujike H, Tanaka Y, Otani K, Morita Y, Kishimoto M, Morio A, Harano M,
Inada T, Yamada M, Komiyama T, Sekine Y, Iwata N, Sora I, Iyo M, Ozaki N,
Kuroda S

【論　　題】 Genetic variant of prodynorphin gene is risk factor for methamphetamine dependence.

【雑 誌 名】 Neurosci Lett

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6 , 179-88

【著　　者】 Kobayashi H, Hata H, Ujike H, Harano M, Inada T, Komiyama T, Yamada M, Sekine
Y, Iwata N, Iyo M, Ozaki N, Itokawa M, Naka M, Ide S, Ikeda K, Numachi Y, Sora I

【論　　題】 Association analysis of delta-opioid receptor gene polymorphisms in
methamphetamine dependence/psychosis.

【雑 誌 名】 Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 141 , 482-6

【著　　者】 2.	Nakamura K, Chen CK, Sekine Y, Iwata Y, Anitha A, Loh EW, Takei N, Suzuki A,
Kawai M, Takebayashi K, Suzuki K, Minabe Y, Tsuchiya K, Yamada K, Iyo M, Ozaki
N, Inada T, Iwata N, Harano M, Komiyama T, Yamada M, Sora I, Ujike H, Ball DM,
Yoshikawa T, Lin SK, Mori N

【論　　題】 Association analysis of SOD2 variants with methamphetamine psychosis in Japanese
and Taiwanese populations.

【雑 誌 名】 Hum Genet  Jun 29; [Epub ahead of print]

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Kuge H, Ohashi K, Yokoyama T, Kanehiro H, Hisanaga M, Koyama F, Bumgardner
GL, Kosai K, Nakajima Y.

【論　　題】 Genetic modification of hepatocytes towards hepatocyte transplantation and liver
tissue engineering.

【雑 誌 名】 Cell Transplant.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 1-12
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【著　　者】 Khai NC, Takahashi T, Ushikoshi H, Nagano S, Yuge K, Esaki M, Kawai T, Goto K,
Murofushi Y, Fujiwara T, Fujiwara H, Kosai K.

【論　　題】 In vivo hepatic HB-EGF gene transduction inhibits Fas-induced liver injury and
induces liver regeneration in mice: A comparative study to HGF.

【雑 誌 名】 J. Hepatol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 44 , 1046-1054

【著　　者】 Misao Y, Takemura G, Arai M, Sato S, Suzuki K, Miyata S, Kosai K, Minatoguchi S,
Fujiwara T, Fujiwara H.

【論　　題】 Bone marrow-derived myocyte-like cells and regulation of repair-related cytokines
after bone marrow cell transplantation.

【雑 誌 名】 Cardiovasc Res.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 476-490

【著　　者】 Kagawa T., Takemura G., Kosai K., Murata I., Ohno T., Takahashi T., Esaki M.,
Maruyama R., Fujiwara T., Ohashi H., Fujiwara H.

【論　　題】 Hepatocyte growth factor gene therapy slows down the progression of diabetic
nephropathy in db/db mice.

【雑 誌 名】 Nephron Physidogy

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 102 , 92～ 102

「その他」

【著　　者】 Matsuda K, Okamatsu Y, Hase M, Tani H, Takehiro T, Kimura K, Matsuishi T

【論　　題】 肥満のイムノグロブリン産生に及ぼす影響についての検討

【雑 誌 名】 西日本アレルギー学会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 松岡稔昌、森田喜一郎、兒玉隆之、土井 亮、小路純央、前田久雄

【論　　題】 色彩環境の違いが頭部外傷患者の認知機能へ及ぼす影響 .

【雑 誌 名】 第 29回日本神経科学会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 森田喜一郎、平井 聡、小路純央、前田久雄

【論　　題】 統合失調症者と健常者の認知機能の特徴 :P300および LORETA解析

【雑 誌 名】 第 29回日本神経科学会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】
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【著　　者】 森田喜一郎

【論　　題】 事象関連電位および探索眼球運動からみた統合失調の表情認知障害 :掲示的な検
討 .(ワークショップ )

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上雅之、森田喜一郎、小路純央、西浦佐知子、 前田久雄

【論　　題】 fMRIによるしりとり課題を用いた脳活動の検討 :健常者と統合失調症者の比較 .

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 小路純央、松岡稔昌、井上雅之、森田喜一郎、 西浦佐知子、前田久雄

【論　　題】 fMRIによる急性期及び回復期の統合失調症者における表情認知の研究 :扁桃体と
前帯状回 .

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 松岡稔昌、森田喜一郎、小路純央、西浦佐知子、前田久雄

【論　　題】 外傷後高次能機能障害者の認知機能の特徴 :聴覚、視覚 P300成分の解析 .

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 石井洋平、森田喜一郎、西浦佐知子、小路純央、前田久雄

【論　　題】 統合失調症者の情動喚起探索眼球運動の特徴 :横 S字評価と関連して .

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 早稲田芳史、森田喜一郎、小路純央、松岡稔昌、前田久雄

【論　　題】 統合失調症圏障害者の視覚事象関連電位の特徴 :LORETA解析をふまえ健常者と
比較検討 .

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 西浦佐知子、森田喜一郎、小路純央、松岡稔昌、前田久雄

【論　　題】 MCI(軽度認知障害 )患者の認知機能の特徴 :P300および LORETA解析 .

【雑 誌 名】 第 102回日本精神神経学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Hase M, Nishi A, Tanaka M,  Sadoshima J

【論　　題】 チオレドキシンによる Rasへの結合と活性制御

【雑 誌 名】 第 79回日本薬理学学会年会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 小戝健一郎

【論　　題】 生活習慣病としての心筋梗塞 ,難治性肝疾患に対する ,新しい遺伝子治療法
(HB-EGF, CD9遺伝子治療 )開発の萌芽的研究 .

【雑 誌 名】 医科学応用研究財団研究報告書

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 127-132

【著　　者】 小戝健一郎 :

【論　　題】 遺伝子治療と再生医学 .

【雑 誌 名】 全日本鍼灸学会雑誌 .

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 56 , 16-26
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53.先端癌治療研究センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 上野隆登、鳥村拓司、佐田通夫 .
本田 浩 監修 .

【タイトル】 2. 肝細胞癌の増大に伴う線維性被膜形成と癌組織内血洞の形態変化

【書名・発行所】肝癌の多段階発育・肝腫瘍と間質 (肝血流動態イメージ研究会シンポジウム記録
集 )メディカルトリビューン社

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 40-48

【著　　者】 上野隆登 .
菊池方利 編 .

【タイトル】 NASHを合併した糖尿病患者さんの治療法を教えて下さい。 - NASHと糖尿病の
関連性をみる -

【書名・発行所】「～実地医家のための～早期糖尿病 - 糖尿病の早期治療と管理の実施へむけて -」
先端医学社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 155-159

【著　　者】 (共著 )

【タイトル】 早期糖尿病からはじめる糖尿病治療の新たなアプローチをみる

【書名・発行所】～実地医家のための～ 早期糖尿病 Q&A -糖尿病の早期治療と管理の実施へむけ
て -
株式会社 先端医学社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 155-159

【著　　者】 中村 徹、鳥村拓司、坂本雅晴、谷口英太郎、橋本 修、井上欣哉、坂田隆一郎、上
野隆登、佐田通夫 .
小俣政男 編 .

【タイトル】 血管内皮前駆細胞移植による肝線維化抑制、肝再生促進および生存率改善効果

【書名・発行所】「消化器疾患における網羅的遺伝子解析から分子標的治療」アークメディア

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 113-118

【著　　者】 山中龍也、田中隆一、 編者「田淵和雄」

【タイトル】 免疫療法

【書名・発行所】グリオ̶マ -病態と治療 .  シュプリンガーフェアラーク

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 219-233
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【著　　者】 Yamada A, Itoh K. Eds: Isabel Arrieta, Olga Penagarikano, and Mercedes Telez.

【タイトル】 Peptide encoded by an intron of the putative tumor suppressor gene Testin of the
common fragile site 7G is a cancer antigen recognized by cytotoxic T lymphocytes

【書名・発行所】 In “FRAGILE SITES: New discoveries and changing perspectives”Nova Science
Publishers Inc. Hauppauge NY.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Homma J, Yamanaka R, Yajima N,  Tsuchiya N,  Genkai N, Sano M, and Tanaka R

【論　　題】 Increased Expression of CCAAT/Enhancer Binding Protein β Correlates with
Prognosis in Glioma Patients.

【雑 誌 名】 Oncology Reports

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 595-601

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Koga H,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Telmisartan inhibits AGE-induced C-reactive protein production through
downregulation of the receptor for AGE via peroxisome proliferator-activated
receptor-gamma activation

【雑 誌 名】 Diabetologia

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 49 , 3094-3099

【著　　者】 Hashimoto O, Shinkawa M, Torimura T, Nakamura T, Selvendiran K, Sakamoto M,
Koga H, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Cell cycle regulation by the Wee1 inhibitor PD0166285, pyrido [2,3-d] pyimidine, in
the B16 mouse melanoma cell line

【雑 誌 名】 BMC Cancer

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 6 , 292

【著　　者】 Aishima S, Basaki Y, Oda Y, Kuroda Y, Nishihara Y, Taguchi K, Taketomi A,
Maehara Y, Hosoi F, Maruyama Y, Fotovati A, Oie S, Ono M, Ueno T, Sata M, Yano
H, Kojiro M, Kuwano M, Tsuneyoshi M

【論　　題】 High expression of insulin-like growth factor binding protein-3 is correlated with
lower portal invasion and better prognosis in human hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 Cancer sci

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 97 , 1182-1190
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【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Inoue H, Ueno T, Sata
M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks the interleukin-6 signaling to
C-reactive protein expression in Hep3B cells by suppressing Rac-1 activation

【雑 誌 名】 Life Sci

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 79 , 1981-1987

【著　　者】 Yoshida T, Hisamoto T, Akiba J, Koga H, Nakamura K, Tokunaga Y, Hanada S,
Kumemura H, Maeyama M, Harada M, Ogata H, Yano H, Kojiro M, Ueno T,
Yoshimura A, Sata M

【論　　題】 Spreds, inhibitors of the Ras/ERK signal transduction, are dysregulated in human
hepatocellular carcinoma and linked to the malignant phenotype of tumors

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 25 , 6056-6066

【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Liposome-mediated gene transfer of K1-5 suppresses tumor development and
improves the prognosis of hepatocellular carcinoma in mice

【雑 誌 名】 Med Mol Morphol

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 39 , 72-78

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Ueno T,
Sata M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) inhibits advanced glycation end product
(AGE)-induced C-reactive protein expression in hepatoma cells by suppressing Rac-1
activation

【雑 誌 名】 FEBS Lett

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 580 , 2788-2796

【著　　者】 Selvendiran K, Koga H, Ueno T, Yoshida T, Maeyama M, Torimura T, Yano H,
Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Luteolin promotes degradation in signal transducer and activator of transcription 3 in
human hepatoma cells: an implication for the antitumor potential of flavonoids

【雑 誌 名】 Cancer Res

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 66 , 4826-4834
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【著　　者】 Torimura T, Ueno T, Kin M, Taniguchi E, Nakamura T, Inoue K, Sakata R,
Hashimoto O, Sakamoto M, Ohira H, Kumashiro R, Sata M, Yano H, Kojiro M,
Veitonmaki N, Cao Y

【論　　題】 Gene transfer of kringle 1-5 suppresses tumor development and improves prognosis of
mice with hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 130 , 1301-1310

【著　　者】 Taniguchi E, Kin M, Torimura T, Nakamura T, Kumemura H, Hanada S, Hisamoto T,
Yoshida T, Kawaguchi T, Baba S, Maeyama M, Koga H, Harada M, Kumashiro R,
Ueno T, Mizuno S, Ikeda H, Imaizumi T, Murohara T, Sata M

【論　　題】 Endothelial progenitor cell transplantation improves the survival following liver injury
in mice

【雑 誌 名】 Gastroenterology

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 130 , 521-531

【著　　者】 Sano M, Genkai N, Yajima N, Tsuchiya N, Honma J, Tanaka R,  Miki T and
Yamanaka R

【論　　題】 Expression level of ECT2 Protooncogene Correlates with Prognosis in Glioma
Patients.

【雑 誌 名】 Oncology Reports

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Ryuya Yamanaka1, Tokuzo Arao,Naoki Yajima, Naoto Tsuchiya, Jumpei Homma,
Ryuich Tanaka, Masakazu Sano, Akira Oide, Masaru Sekijima and Kazuto Nishio

【論　　題】 Identification of Expressed Genes Characterizing Long-term Survival in Malignant
Glioma Patients

【雑 誌 名】 Oncogene

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Genkai N, Homma J, Sano M, Tanaka R and Yamanaka R

【論　　題】 Increased expression of pituitary tumor-transforming gene (PTTG)-1 is correlates with
poor prognosis in glioma patients.

【雑 誌 名】 Oncology Reports

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 1569-1574

【著　　者】 Yamanaka R.

【論　　題】 Novel immunotherapeutic approaches to glioma (Review).

【雑 誌 名】 Curr Opin Mol Ther.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 46-51
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【著　　者】 Ando E, Kuromatsu R, Tanaka M, Takada A, Fukushima N, Sumie S, Nagaoka S,
Akiyoshi J, Inoue K, Torimura T, Kumashiro R, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Surveillance program for early detection of hepatocellular carcinoma in Japan: results
of specialized department of liver disease

【雑 誌 名】 J Clin Gastroenterol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 40 , 942-948

【著　　者】 Oie S, Ono M, Yano H, Maruyama Y, Terada T, Yamada Y, Ueno T, Kojiro M,
Hirano K, Kuwano M

【論　　題】 The up-regulation of type I interferon receptor gene plays a key role in hepatocellular
carcinoma cells in the synergistic antiproliferative effect by 5-fluorouracil and
interferon-alpha

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1469-1478

【著　　者】 Sasaki N, Ueno T, Morita Y, Nagata E, Sata M

【論　　題】 Usefulness of serum hepatic fibrosis markers in the diagnosis of nonalcoholic
steatohepatitis ( NASH )

【雑 誌 名】 Hepatogastroenterol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 53 , 678-681

【著　　者】 Ueno T, Nakamura T, Torimura T, Sata M

【論　　題】 Angiogenic cell therapy for hepatic fibrosis

【雑 誌 名】 Med Mol Morphol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 39 , 16-21

【著　　者】 Ono T, Harada M, Yamada A, Tanaka M, Takao Y, Tanaka Y, Mine T, Sakamoto K,
Nakashima T, Itoh K.

【論　　題】 Anti-tumor effects of systemic and local immunization with a cytotoxic T
lymphocyte-directed peptide in combination with a local injection of OK-432.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 1325-32

【著　　者】 Yamada A, Yano H, Takao Y, Ono T, Matsumoto T, Itoh K.

【論　　題】 Nonmutated Self-Antigen-Derived Cancer Vaccine Peptides Elicit an IgE-Independent
but Mast Cell-Dependent Immediate-Type Skin Reaction without Systemic
Anaphylaxis.

【雑 誌 名】 J Immunol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 176 , 857-63
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【著　　者】 Wang Y, Harada M, Yano H, Ogasawara S, Tanaka M, Yamada A, Itoh K.

【論　　題】 Prostate-specific antigen-reactive cytotoxic T lymphocyte precursors in colon cancer
patients.

【雑 誌 名】 Oncol Rep.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 317-21

【著　　者】 Komohara Y, Yano H, Shichijo S, Shimotohno K, Itoh K, Yamada A.

【論　　題】 High expression of APOBEC3G in patients infected with hepatitis C virus.

【雑 誌 名】 J Mol Histol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 327-332

【著　　者】 Komohara Y, Harada M, Arima Y, Suekane S, Noguchi M, Yamada A, Itoh K,
Matsuoka K.

【論　　題】 Anti-cancer vaccine candidates in specific immunotherapy for bladder carcinoma.

【雑 誌 名】 Int J Oncol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1555-1560

【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Yutani S, Ide T, Sata M, Itoh K, Yamada A.

【論　　題】 New epitope peptides derived from hepatitis C virus(HCV) 2a which have the capacity
to induce cytotoxic T lymphocytes in HLA-A2+ HCV-infected patients.

【雑 誌 名】 Microbiol Immunol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 50 , 857-865

【著　　者】 Wang Y, Takao Y, Harada M, Komatsu N, Ono T, Sata M, Yamada A, Itoh K.

【論　　題】 Identification of hepatitis C virus (HCV) 2a-derived epitope peptides having the
capacity to induce cytotoxic T lymphocytes in human leukocyte antigen-A24+ and
HCV2a-infected patients.

【雑 誌 名】 Cell Immunol.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 241 , 38-46

【著　　者】 Itoh K, Yamada A.

【論　　題】 Personalized peptide vaccines: A new therapeutic modality for cancer.

【雑 誌 名】 Cancer Sci.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 97 , 970-976
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「その他」

【著　　者】 犬塚裕樹、上野隆登、嘉村敏治

【論　　題】 第 12 回国際医学教育学会 オタワ会議での吉田一郎教授の追悼展示報告

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 37 , 341-342

【著　　者】 上野隆登

【論　　題】 11. ヒアルロン酸

【雑 誌 名】 検査と技術

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 34 , 1154-1155

【著　　者】 福嶋伸良、中島 収、黒松亮子、中村 徹、安東栄治、高田晃男、住江修治、鳥村拓
司、奥田康司、神代正道、佐田通夫

【論　　題】 非 B非 C肝癌切除例における非癌部肝組織と酸化ストレスマーカーの検討

【雑 誌 名】 肝臓、14th DDW-Japan(第 10回日本肝臓学会大会 )

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 47 , A431

【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 NASH の抗酸化療法

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 53 , 387-391

【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 肝星細胞と肝繊維化

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 56 , 307-313

【著　　者】 中山ひとみ、小田辺修一、上野隆登、廣田有俊、原 暁紅、福谷知香、山田研太郎

【論　　題】 nSREBP-1c トランスジェニックマウスにおける NASH 様肝病変

【雑 誌 名】 Diabetes Frontier

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 17 , 540

【著　　者】 於保和彦、上野隆登、魚住 淳

【論　　題】 上手な講義方法と賢い授業の聞き方

【雑 誌 名】 第 19 回医学教育ワークショップ記録

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 22-24
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【著　　者】 鹿毛政義、上野隆登、神代龍吉

【論　　題】 学力強化について

【雑 誌 名】 第 19 回医学教育ワークショップ記録

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 15-21

【著　　者】 神代正道、前田久雄、丸田宏幸、重森 稔、田中正敏、赤須 崇、永田見生、石竹達
也、上野隆登、廣畑 優、弓削静彦、小倉良平、野田進士、諸藤一明、稲吉正人、
渡辺笙子

【論　　題】 久留米医学会創設 70 周年記念座談会

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 69 , 12-20

【著　　者】 上野隆登

【論　　題】 久留米医学会 70 年の沿革を知るに及んで・・・

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 69 , 28

【著　　者】 森田恭代、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 過栄養に起因する脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝炎患者における食事・運動療
法効果の比較

【雑 誌 名】 PEN 静脈経腸栄養ニュース 第 92 回日本消化器病学会総会シンポジウム報告

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 上野隆登、坂田隆一郎、佐田通夫

【論　　題】 緑茶 (カテキン )による発癌予防とその理論的背景

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 52 , 435-439

【著　　者】 上野隆登

【論　　題】 生活習慣病と肝臓

【雑 誌 名】 センター便り

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 48 , 8-9

【著　　者】 上野隆登

【論　　題】 Advanced OSCE - 医師国家試験レベルとして期待される OSCE -

【雑 誌 名】 医学教育ニュース

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 3
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【著　　者】 佐田通夫、上野隆登、森田恭代

【論　　題】 肥満と肝疾患

【雑 誌 名】 日本内科学会雑誌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 95 , 3-7

【著　　者】 上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 肝臓の機能と性差

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 55 , 89

【著　　者】 上野隆登、犬塚裕樹

【論　　題】 12th International Ottawa Conference on Medical Education 及び第 38 回日本教育学
会大会における故吉田一郎教授追悼展示のご報告

【雑 誌 名】 医学教育ニュース

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 5-6

【著　　者】 鳥村拓司、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 肝癌の発生進展と血管新生

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 69 , 313-319

【著　　者】 福嶋伸良、黒松亮子、井出達也、鳥村拓司、神代龍吉、佐田通夫

【論　　題】 2. B 型肝炎における肝発癌予防

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 21 , 1082-1089

【著　　者】 Takato Ueno, Hiroki Inutsuka, Tetsuharu Oriishi, Michio Sata, Ichiro Yoshida

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

【雑 誌 名】 12th International Ottawa Conference on Clinical Competence.New York, USA

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 Takato Ueno

【論　　題】 New approach to therapy of hepatic fibrosis

【雑 誌 名】 2006 Annual Gastrointestinal Symposium - Special lecture -.Pusan, Korea

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Yamanaka R

【論　　題】 Novel immunotherapeutic approaches to glioma (Review).

【雑 誌 名】 CURR OPIN MOL THER

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 8 , 46-51
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54.バイオ統計センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 柳川 堯

【タイトル】 仮説検定、分割表の解析

【書名・発行所】バイオインフォマティックス辞典、共立出版

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 共著者 :3.2,3.3節 (森川敏彦・平山正史 )、27節 (森川敏彦 )、30節 (上坂浩之・
森川敏彦 )
「編者」丹後俊郎・上坂浩之

【タイトル】 3.2節 :第Ⅱ相 (探索試験の段階 )、3.3節 :第Ⅲ相 (検証試験の段階 )、27章 :多重
性の評価、30章 :評価尺度の信頼性と妥当性

【書名・発行所】臨床試験ハンドブック、
朝倉書店

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Leon, AC, Heo, M, Terers, JJ and Morkawa, T

【論　　題】 Statistical power of multiplicity adjustment strategies for correlated binary endpoints

【雑 誌 名】 Statistics in Medicine

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 26 , 1712-1723

【著　　者】 柳川 堯

【論　　題】 Upregulation of Thymidine Phosphorylase in rectal cancer tissues by Mitomycin C

【雑 誌 名】 Journal of Surgical Onchology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 93 , 47 - 55

「その他」

【著　　者】 森川 敏彦

【論　　題】 検証とはなにか ?

【雑 誌 名】 計量生物学会セミナー

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】
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【著　　者】 森川 敏彦

【論　　題】 臨床試験における多重性

【雑 誌 名】 計量生物学会セミナー

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 森川 敏彦

【論　　題】 信頼性研究と評価指標

【雑 誌 名】 統計数理研究所重点型共同研究「生物統計学の深化と展開」

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 柳川 堯

【論　　題】 いかさまコインを作る

【雑 誌 名】 数学セミナー

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 森川 敏彦

【論　　題】 あなたのデータを信じていい ?

【雑 誌 名】 久留米リサーチパーク・久留米大学バイオ統計センター共催 :第 17回バイオ研
究・ビジネス最前線「研究開発に不可欠なバイオ統計

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】
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55.ＧＣ／ＭＳ施設

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 文森明代 ,猪口隆洋 ,青木久美子 ,田代恭子 ,稲場美佐 ,松本かおり ,原 千尋 ,吉田
一郎

【論　　題】 小児における尿中カテコラミン代謝産物

【雑 誌 名】 日本小児臨床薬理学会雑誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 19 , 111-114

【著　　者】 松本かおり ,猪口隆洋 ,青木久美子 ,田代恭子 ,稲場美佐 ,文森明代 ,原 千尋 ,吉田
一郎

【論　　題】 GC/MSによる新生児代謝異常症スクリーニングの意義

【雑 誌 名】 日本マス・スクリーニング学会誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 16 , 81-85

「その他」

【著　　者】 Yoshino M, Watanabe Y, Okada M, Fujino H, Maeno Y, Inokuchi T, Yoshida I,
Shigematsu Y, Takemoto K

【論　　題】 Hypocarnitinemia in patients with propionic acidemia precipitated by long-term and
repeated courses with pivalate-generating antibiotics

【雑 誌 名】 The 6th Meeting of the International Society for Neonatal Screening

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 144

【著　　者】 Kuhara T, Inoue Y, Ohse M, Shinka T, Inokuchi T, Aoki K, Tashiro K, Inaba M,
Fumimori A, Tetsuo M

【論　　題】 A pilot study of newborn screening and chemical diagnosis by GC/MS analysis of
urine

【雑 誌 名】 The 6th Meeting of the International Society for Neonatal Screening

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 171
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56.ＲＩ施設

「単行本 /著書」

【著　　者】 Inoue H, Kagoshima M;Ed. Mendez-Vilas A

【タイトル】 Radioactive Iodine Waste Treatment using Electrodialysis with an Anion Exchange
Paper Membrane.

【書名・発行所】 Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics. Elsevier, Amsterdem

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 P795-803

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Matsui T, Nakamura K, Yoshida T, Shimizu K, Takegami Y, Shimizu T, Inoue H,
Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) inhibits angiotensin II-induced vascular
endothelial growth factor (VEGF) expression in MOLT-3 T cells through
anti-oxidative properties.

【雑 誌 名】 Microvasc Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 71 , 222-226

【著　　者】 井上浩義

【論　　題】 放射線取扱主任者受験講座の試み

【雑 誌 名】 Isotope News

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6 , 29-31

【著　　者】 井上浩義

【論　　題】 強イオン性陰イオン交換濾紙膜を用いた放射性テクネチウム廃水処理 .

【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】 2006.

【巻 、 頁】 4 , 1-6

【著　　者】 Yamagishi SI. Kikuchi S. Nakamura K. Matsui T. Makino T. Norisugi O. Shimizu T.
Inoue H. Imaizumi T.

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks angiotensin II-induced T cell
adhesion to endothelial cells by suppressing intercellular adhesion molecule-1.

【雑 誌 名】 Hormone & Metabolic Research

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 38 , 546-548
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【著　　者】 Matsui T, Yamagishi S, Nakamura K, Inoue H

【論　　題】 Azelnidipine, a New Long-acting Calcium-channel Blocker, Inhibits Tumour Necrosis
Factor-alfa-induced Monocyte Chemoattractant Protein-1 Expression in Endothellal
Cells.

【雑 誌 名】 J. Int. Med. Res.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 671-675

【著　　者】 Nakamura K, Yamagishi S, Matsui T, Yoshida T, Imaizumi T, Makino T, Shimizu T,
Inoue H

【論　　題】 Acarbose, an alpha-glucose inhibitor, decreases aortic gene expression and serum
levels of monocyte chemoattractant protein-1 in fructose-fed rats.

【雑 誌 名】 J Int Med Res

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 525-530

【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Inagaki Y, Takenaka K, Jinnouchi Y, Yoshida
Y, Matsuura T, Narama I, Motomiya Y, Takeuchi M, Inoue H, Yoshimura A, Bucala
R, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) inhibits advanced glycation end
product-induced retinal vascular permeability by blocking reactive oxygen
species-mediated vascular endothelial growth factor (VEGF) expression.

【雑 誌 名】 J Biol Chem

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 281 , 20213-20220

【著　　者】 Yamagishi S, Nakmura K, Takenaka K, Matsui T, Inoue H

【論　　題】 Pleiotropic effects of nifedipine on atherosclerosis.

【雑 誌 名】 Curr Pharma Design

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 1543-1547

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Inoue H, Ueno T, Sata
M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks the interleukin-6 signaling to
C-reactive protein expression in Hep3B cells by suppressing Rac-1 activation.

【雑 誌 名】 Life Sci

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 79 , p.1981-1987

【著　　者】 Yamagishi S, Takenaka K, Inoue H

【論　　題】 Role of insulin-sensitizing property of telmisartan, a commercially available
angiotensin II type 1 receptor blocker in preventing the development of atrial
fibrillation

【雑 誌 名】 Med Hypotheses

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 66 , 118～ 120
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【著　　者】 Yamagishi S. Kikuchi S. Nakamura K. Matsui T. Takeuchi M. Inoue H.

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) blocks angiotensin II-induced T cell
proliferation by suppressing autocrine production of interleukin-2.

【雑 誌 名】 Med. Chem.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 2 , 265-269

「その他」

【著　　者】 井上浩義

【論　　題】 原子力・放射線の記述に関する教科書調査

【雑 誌 名】 広領域教育

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 62 , 16-26

【著　　者】 井上浩義

【論　　題】 原子力・放射線教育におけるインターネットの活用

【雑 誌 名】 広領域教育

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 62 , 6-15

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線防護の歴史

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線照射と高経年化対策

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の遺伝的影響

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 被ばく管理のための種々の線量

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の確率的影響と確定的影響

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線と物質の相互作用

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線不妊虫放飼法の普及

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線育種 (品種改良 )

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 生物学における放射線利用

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線トレーサー法による診断

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線による殺菌や消毒

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 電子ビームを利用した環境保全技術

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線利用の概要

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 中性子の発見

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 α線、β線、γ線の発見

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線発見の歴史

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 原子構造の解明

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 生命進化における放射線

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 チェルノブイリ事故による大気汚染

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 核実験、フォールアウト

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 超ウラン元素の発見

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 核分裂現象の発見

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 人工放射能の発見

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 人工放射線 (能 )

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の電離作用

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 X線、放射線、宇宙線の発見

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 電離放射線

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線は空気中にもある

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の分類とその成因

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 天然の放射性核種

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 原子核と核反応

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 エックス線 CT検査

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「教師用げんしろう」

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上浩義

【論　　題】 DNAアプタマーを用いた糖尿病血管合併症診断キット .

【雑 誌 名】 バイオインダストリー

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 23 , 38-45

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 ラドンの影響が問題になっているといわれているけど

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 脳や脊髄は放射線の影響を受けにくいといわれているよ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 宇宙船はジェット機よりもたくさんの放射線を受けるよ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 高いところを飛ぶジェット機は地上より強い放射線を受けるんだ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 重い粒子の放射線にあたるとどんなことが起こるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線事故が起こったときのためにどんな準備がされているの

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 スリーマイルアイランドの原子炉事故のあとはどうなっているの

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射性物質は色々なしかたで身体の中に取り込まれるんだ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 原水爆実験で生じた放射能はどうなっているの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 仕事で放射線を使う人はどのくらい放射線を受けるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線発生装置には必要のない放射線にあたらないように工夫がされている

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 チェルノブイリ発電所の事故後、放射能はどのくらい増えたの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 広島や長崎では原爆直後から人が住んでいたの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線のある場所は三つ葉マークで表示するんだ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 どのくらい放射線を受けるとからだに影響がでるの

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 原子力発電所のまわりでは放射能が高いの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 食べ物に放射線をあてるとあとに残るの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 食べ物の放射線について決まりはあるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 食べ物にも放射線はあるんでしょう ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の影響は温度や天気によって変わるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 霧箱作りの実験で放射線を出す物質を使ったけど、だいじょうぶかな ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 中性子線にあたるとどんなことが起こるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 アルファ線にあたるとどんなことが起こるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の影響は人間についてだけ考えればいいの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の影響についてどのような研究を進めているの

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線事故が起きた時には、どのような治療をするの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 がんの治療にはどんな放射線が一番いいの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 エックス線は胃の検査にも使っているんだ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 エックス線は肺結核の検査に使っているよ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射性物質で身体の中の物質の動きがわかるんだ

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 スプリングエイトはどういうものなの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射光を使って調べてわかったのはどんなことですか ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 キュリーという単位はどういう単位ですか ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 海水の中にはどのくらい放射線をだすものがあるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 ラジウムの鉱石からどのくらい放射線が出てるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 トリチウムってどんなものですか ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 コバルト 60とコバルト 59とか、どう違うの

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 ベータ線にあたるとどんなことが起こるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 エックス線やガンマ線にあたるとどんなことが起こるの ?

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 井上 浩義

【論　　題】 放射線の影響を調べている研究所にはどんなものがあるの

【雑 誌 名】 オンライン原子力百科事典「ATOMICA」キッズデータ「げんしろう」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

56.ＲＩ施設
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57.画像診断センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 藤本公則 ,加藤誠也 ,北里裕彦

【タイトル】 びまん性肺疾患の ABC:間質性肺炎
ATS/ERS国際合意声明に基づいた特発性間質性肺炎の高分解能 CT所見と病理組
織所見

【書名・発行所】これだけおさえれば大丈夫 2,胸部画像診断の勘ドコロ

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 172-193

【著　　者】 藤本公則、内山大治、佐土原順子、早渕尚文

【タイトル】 心不全の胸部単純写真所見

【書名・発行所】胸部単純レントゲン写真 -読影から診断へ -、診断と治療社 (東京 )

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 94 , 659～ 667

【著　　者】 安陪等思 編者 吉田 純・宮地 茂

【タイトル】 放射線防護

【書名・発行所】脳血管内治療の Do's & Don'ts,株式会社医学書院 ,東京

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12-16

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 藤本公則

【論　　題】 胸腺上皮性腫瘍

【雑 誌 名】 Thorcic Radiology Imaging

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 3 , 3-15

【著　　者】 藤本公則

【論　　題】 縦隔の X線解剖と肺・縦隔境界面の応用

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 22 , 1062-1079

【著　　者】 佐土原順子、藤本公則、早渕尚文

【論　　題】 肺癌の病期診断 (基本編 )

【雑 誌 名】 画像診断

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 26 , 1115-1128
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【著　　者】 藤本公則 ,佐土原順子 ,甲斐田勇人 ,石橋正敏 ,早渕尚文 ,松尾敏弘 ,高森信三

【論　　題】 非小細胞肺癌における縦隔・肺門リンパ節転移診断 :CT,MRI,FDG-PETについて

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 22 , 38-49

【著　　者】 M Hitohata, T Abe, N Fujimura, Y Takeuchi, M Shigemori

【論　　題】 Preoperative embolization of brain tumor with pial artery or dural branch of internal
carotid artery as feeding artery

【雑 誌 名】 Inteivent Neuroradiol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 12 , 246-251

【著　　者】 Daiji Uchiyama, Masamichi Koganemaru, Toshi Abe, Hidetoshi Akashi, Naofumi
Hayabuchi

【論　　題】 Successful transcatheter arterial embolization for spontaneous rupture of the posterior
tibial artery in a patient with ehlers-danlos syndrome type ㈿

【雑 誌 名】 J Vasc Interv Radiol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 1716-1717

【著　　者】 Mizuhiko Terasaki, Toshi Abe, Yutaka Tajima, Shintaoro Fukushima, Masaru
Hirohata, Minoru Shigemori

【論　　題】 Primary choroid plexus T-cell lymphoma and multiple aneurysms in the CNS

【雑 誌 名】 Leukemia & Lymphoma

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 47 , 1680-1682

【著　　者】 Yusuke Uchiyama, Toshi Abe, Norimitsu Tanaka, Kazuyuki Kojima, Masafumi
Uchida, Masaru Hirohata, Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Factors contributing to blood-brain barrier disruption following intacarotid injection of
nonionic iodinated contrast medium for cerebral angiography:experimental study in
rabbits

【雑 誌 名】 Radiat Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 24 , 321-326

【著　　者】 安陪等思 ,広畑 優 ,内山雄介 ,竹内靖治 ,藤村直子 ,田中法瑞 ,萩原直司 ,
本田英一郎 ,宇都宮英綱 ,早渕尚文

【論　　題】 脳血管障害の治療選択における画像診断の現状

【雑 誌 名】 日獨医報

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 51 , 20-29
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【著　　者】 井上雅之 ,森田喜一郎 ,上野雄文 ,小路純央 ,西浦佐知子 ,土井 亮 ,安陪等思 ,前田
久雄

【論　　題】 fMRIによる急性期及び回復期の統合失調症者における表情認知の研究

【雑 誌 名】 脳と精神の医学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 17 , 73-77

【著　　者】 小島和行 ,末藤伸子 ,的野玲佳 ,安陪等思 ,早渕尚文

【論　　題】 頭頸部の解剖と病変 唾液腺

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 51 , 485-495

【著　　者】 安陪等思 ,内山雄介 ,田中法瑞 ,早渕尚文 ,広畑 優 ,宮城知也

【論　　題】 Interventionl neuroradiologyの現況

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 114-119

【著　　者】 安陪等思 ,広畑 優 ,竹内靖治

【論　　題】 脳動脈瘤塞栓術

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 51 , 1320-1327

【著　　者】 Sumikawa H, Johkoh T, Ichikado K, Taniguchi H, Kondoh Y, Fujimoto K, Tateishi U,
et al.

【論　　題】 Usual interstitial pnuemonia and chronic interstitial pneumonia: analysis of CT
appearance in 92 patients

【雑 誌 名】 Radiology

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 241 , 258-266

【著　　者】 Sadohara J, Fujimoto K, Muller NL, Kato S, Takamori S, et al.

【論　　題】 Thymic epithelial tumors: comparison of CT and MR imaging findings of low-risk
thymomas, high-risk thymomas, and thymic carcinomas

【雑 誌 名】 European Journal of Radiology

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 60 , 70-79
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【著　　者】 Kono R, Fujimoto K, Sadohara J, et al.

【論　　題】 Venous hemangioma arising from the diaphragm: a case report of computed
tomography and magnetic resonance imaging findings

【雑 誌 名】 J Thorac Imaging

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 21 , 231-234

【著　　者】 Inoue A, Tomiyama N, Fujimoto K, Sadohara J, et al

【論　　題】 MR imaging of thymic epithelial tumors: correlation with World Health Organization
classification

【雑 誌 名】 Radiat Med

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 24 , 171～ 181

「その他」

【著　　者】 安陪等思

【論　　題】 私の考えるレジデンシープログラム 中枢神経系を主体としたレジデンシープログ
ラムについて考える

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 691-693

【著　　者】 安陪等思

【論　　題】 脳動脈瘤の症状・診断
脳動脈治療のいま

【雑 誌 名】 http://www.brainaneurysm.jp/condition.html

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 安陪等思

【論　　題】 脳動脈瘤について知っておきたいこと

【雑 誌 名】 http://www.jsivr.jp/people/noudou/n_Q.html

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

【著　　者】 安陪等思

【論　　題】 脳動脈瘤を全角度から診断可能にした技術 -回転 3D血管造影 -
循環器最前線 -驚異の画像診断技術 -第 8回「3Dでみる脳動脈瘤 -進化する検査
技術と診断法 -」

【雑 誌 名】 http://www.hypertension-sankyo.com/junkan/08/index.html

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】
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58.臨床検査部

「単行本 /著書」

【著　　者】 佐川公矯、外 須美夫「編者」

【タイトル】 輸血の危機管理

【書名・発行所】大量出血、真興交易㈱医書出版部

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 210-223

【著　　者】 佐川　公矯

【タイトル】 将来のガイドラインへの考察

【書名・発行所】新自己血輸血 改訂第 3版。 高折益彦 編

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 250～ 268

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 金原 正昭、田代 恭子、常盤 光功、東谷 孝徳、高木 基成、佐川 公矯

【論　　題】 高濃度塩化カルシウムによる活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)補正に
関する研究
-高ヘマトクリット検体モデルを用いた検討 -

【雑 誌 名】 検査血液学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 7 , 39-43

【著　　者】 福島 奈央、棚町 千代子、橋本 好司、堀田 吏乃、中田 一徳、佐川 公矯

【論　　題】 久留米大学病院で検出された多剤耐性緑膿菌に対する抗菌薬の併用効果

【雑 誌 名】 日本臨床微生物学雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 127-133

【著　　者】 堀田吏乃、橋本好司、中田一徳、菊間幹太、佐川公矯

【論　　題】 冬季に検出し得た Vibrio vulficus 感染症の 1例

【雑 誌 名】 日本臨床微生物学雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 1-7

【著　　者】 髙橋孝喜、稲葉頌一、半田 誠、坂本久浩、比留間潔、河原和夫、松崎道男、窪田
良次、程原佳子、今中雄一、大塚節子、紀野修一、髙橋純樹、佐川公矯

【論　　題】 2004年度輸血関連総括アンケート調査報告 -輸血部門の管理体制および輸血療法
委員会に関する調査ー

【雑 誌 名】 日本輸血学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 52 , 414-421

58.臨床検査部

- 275 -



【著　　者】 福島 奈央、棚町 千代子、橋本 好司、堀田 吏乃、中田 一徳、佐川 公矯

【論　　題】 久留米大学病院で検出された多剤耐性緑膿菌に対する抗菌薬の併用効果

【雑 誌 名】 日本臨床微生物学会雑誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 16 , 127-133

「その他」

【著　　者】 佐川 公矯

【論　　題】 厚生労働科学研究費補助金 医薬品医療機器等レギュラトリーサイエンス研究事業
「同種血輸血安全性向上に伴う自己血輸血適応の再検討」

【雑 誌 名】 平成 17年度 総括・分担研究報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 3-95

【著　　者】 佐川 公矯

【論　　題】 輸血用血液製剤の適正使用の普及
-医師に協力してもらうための提言

【雑 誌 名】 Medical Technology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 1149-1152

【著　　者】 真茅 孝志、佐野 茂、山下 大輔、戸畑 裕志、加納 龍彦

【論　　題】 パルスオキシメータに対する体動の影響

【雑 誌 名】 医科器械学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 76 , 578-579

【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】 スワンガンツカテーテルから採取した血液で認められるイオン選択性電極法に対
する影響

【雑 誌 名】 日本手術医学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 27 , 230-232

【著　　者】 真茅 孝志 ,戸畑 裕志

【論　　題】 特集 手術室と ICUにおける生体情報モニタ 換気量計とカプノメータ

【雑 誌 名】 Clinical Engineering

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 18 , 28-35
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【著　　者】 真茅 孝志

【論　　題】 血糖自己測定器を用いたグルコース測定 測定器の原理と使用上の留意点

【雑 誌 名】 検査と技術

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 698-700
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59.高度救命救急センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 著者 ;山下典雄、坂本照夫
監修 ;跡見 裕
編者 ;有賀 徹、五十嵐 隆、花岡一雄、山本保博

【タイトル】 減圧症

【書名・発行所】実践 救急医療 (日本医師会雑誌 第 135巻 (特別号 )、日本医師会

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 s289-s290

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 吉無田太郎、菊間幹太、宇津秀晃、喜多村泰博、山下典雄、廣橋伸之、高松学文、
最所純平、坂本照夫

【論　　題】 AT III製剤投与法の違いによる臨床的効果 -さまざまなパラメーターの比較 -

【雑 誌 名】 バイオメディカル

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 16 , 101-104

【著　　者】 塩見直人、宮城知也、香月裕志、前田充秀、重森 稔、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 重症頭部外傷初期診療におけるドクターヘリの有用性

【雑 誌 名】 日本救急医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 17 , 219-226

【著　　者】 合原則隆、浪辺美奈子、中島仁美、野田順子、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 ドクターヘリにおける家族同乗を考える -搬送先医療機関・患者家族のアンケー
トより -

【雑 誌 名】 日本航空医療学会雑誌

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 7 , 57-62

「その他」

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 ドクターヘリの効果分析

【雑 誌 名】 第 1回病院前救急診療研究会

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、高松学文、井手宗一郎、宇津秀晃、
秦 洋文

【論　　題】 高速道路へのドクターヘリ離発着に関する取り組みについて

【雑 誌 名】 第 13回日本航空医療学会総会 (パネルディスカッション )

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、吉無田太郎、宇津秀晃、菊間幹太、
喜多村泰博

【論　　題】 急性期集中治療からの離脱と精神症状再燃・増悪のジレンマ

【雑 誌 名】 第 34回日本救急医学会総会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 宇津秀晃、坂本照夫、最所純平、山下典雄、廣橋伸之、高松学文、秦 洋文、井手
宗一郎

【論　　題】 救急隊の的確なドクターヘリ要請により救命し得た症例からの内因性疾患の検討

【雑 誌 名】 第 34回日本救急医学会総会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 宇津秀晃、最所純平、山下典雄、廣橋伸之、高松学文、秦 洋文、井手宗一郎、坂
本照夫

【論　　題】 ドクターヘリ運航の現状

【雑 誌 名】 第 25回福岡救急医学会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、高松学文、宇津秀晃、吉無田太郎、
菊間幹太、喜多村泰博

【論　　題】 外傷性ショックに対する年齢の影響

【雑 誌 名】 第 20回日本外傷学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 宇津秀晃、坂本照夫、最所純平、山下典雄、廣橋伸之、高松学文、吉無田太郎、
喜多村泰博、菊間幹太、井手宗一郎

【論　　題】 植物状態患者における維持血液透析継続の是非及び法制化の必要性について

【雑 誌 名】 第 9回日本臨床救急医学会総会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 山下典雄、坂本照夫、最所純平、廣橋伸之、吉無田太郎、宇津秀晃、菊間幹太、
高松学文、喜多村泰博

【論　　題】 高齢者における出血性ショックの循環管理

【雑 誌 名】 第 33回日本集中治療医学会総会

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 宇津秀晃、廣橋伸之、坂本照夫、最所純平、山下典雄、吉無田太郎、喜多村泰博、
菊間幹太、井手宗一郎、西田 真、清川兼輔

【論　　題】 重症熱傷急性期に発症した右上肢ガス壊疽の 1症例

【雑 誌 名】 第 16回日本熱傷学会九州地方会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】
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60.大学病院リハビリ部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 竹内亮、稲田智久、田川善彦、志波直人

【論　　題】 微小重力下でのヒトの筋骨格系減弱を防止するためのハイブリッド運動法の適用
について。

【雑 誌 名】 Space Utilization Research
http://surc.isas.ac.jp/SpaceUtilizRes/SUR22_Proceedings/065TakeuchiRyo(%89%fc2
).pdf

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 186-189

【著　　者】 志波直人 ,松瀬博夫 ,名護健 ,梅津祐一 ,田川善彦

【論　　題】 宇宙環境で有効な筋骨格系維持装置の研究

【雑 誌 名】 Space Utilization Research
http://surc.isas.ac.jp/SpaceUtilizRes/SUR22_Proceedings/066%8eu%94g.pdf

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 22 , 190-191

【著　　者】 成田新、前田貴司、志波直人、高野吉郎、田川善彦

【論　　題】 膝屈伸運動におけるハイブリッド訓練法運動負荷の検討

【雑 誌 名】 九州・山口スポーツ医・科学研究会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 18 , 33-38

【著　　者】 松瀬博夫、志波直人

【論　　題】 運動機能 特集 老化と廃用―予防と治療

【雑 誌 名】 総合リハ

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 34 , 629-632

【著　　者】 志波直人 ,田川善彦 ,永田見生 ,梅津祐一 ,松瀬博夫 ,名護健 ,沼田喜四司 ,田舎片
悟 ,西哲也

【論　　題】 宇宙環境における筋骨格系廃用対策。企画 :宇宙における特殊な病態―医用工学
への期待、

【雑 誌 名】 生体医工学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 44 , 134

【著　　者】 志波直人 ,田川善彦 ,永田見生 ,沼田喜四司 ,田舎片悟 ,西哲也

【論　　題】 産官学連携による筋骨格系維持装置の開発。企画 :医工連携による運動器疾患治
療研究、

【雑 誌 名】 生体医工学

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 44 , 130
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【著　　者】 Hiroo Matsuse, Naoto Shiba, Yuichi Umezu, Takesi Nago, Yoshihiko Tagawa,
Tatsuyuki Kakuma, Kensei Nagata, and Jeffrey R Basford

【論　　題】 Muscle Training by Means of Combined Electrical Stimulation and Volitional
Contraction.

【雑 誌 名】 Aviat Space Environ Med

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 77 , 581-585

【著　　者】 Toshinori Iwasaki, Naoto Shiba, Hiroo Matsuse, Takeshi Nago, Yoshihiko Tagawa,
Yuichi Umezu, Kensei Nagata, and Jeffrey R. Basford

【論　　題】 Improvement in Knee Extension Strength through Training by Means of Combined
Electrical Stimulation and Voluntary Muscle Contraction.

【雑 誌 名】 Tohoku J. Exp. Med.

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 209 , 33-40

「その他」

【著　　者】 志波　直人

【論　　題】 変形性膝関節症の保存療法。

【雑 誌 名】 ランチョンセミナー、第 43回日本リハビリテーション医学会学術集会。2006.6.1
-3.東京。

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 志波　直人

【論　　題】 廃用筋萎縮へのわれわれの取り組み ―宇宙医学への応用が期待される電気刺激医
療

【雑 誌 名】 第 16回日本リハビリテション医学会中国・四国地方会、専門医・認定臨床医生涯
教育研修会、2006.5.28.宇部

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 志波直人 ,田川善彦 ,永田見生 ,梅津祐一 ,松瀬博夫 ,名護健 ,沼田喜四司 ,田舎片
悟 ,西哲也

【論　　題】 宇宙環境における筋骨格系廃用対策。企画 :宇宙における特殊な病態―医用工学
への期待、

【雑 誌 名】 第 45回日本生体医工学会 (ME学会 )、2006.5.16.福岡。

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 志波直人 ,田川善彦 ,永田見生 ,沼田喜四司 ,田舎片悟 ,西哲也

【論　　題】 産官学連携による筋骨格系維持装置の開発。企画 :医工連携による運動器疾患治
療研究、

【雑 誌 名】 第 45回日本生体医工学会 (ME学会 )、2006.5.15.福岡。

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】
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【著　　者】 竹内亮、稲田智久、田川善彦、志波直人

【論　　題】 微小重力下でのヒトの筋骨格系減弱を防止するためのハイブリッド運動法の適用
について。

【雑 誌 名】 22回宇宙利用シンポジウム、2006.1.17、東京

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 志波直人 ,松瀬博夫 ,名護健 ,梅津祐一 ,田川善彦

【論　　題】 宇宙環境で有効な筋骨格系維持装置の研究。

【雑 誌 名】 第 22回宇宙利用シンポジウム、2006.1.17、東京

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】

【著　　者】 Naoto Shiba, Yoshihiko Tagawa, Yuichi Umezu, Hiroo Matsuse, Takeshi Nago,
Takashi Maeda, Keisuke Hirota, Arata Narita, Kiyoshi Numada, and Tetsuya Nishi

【論　　題】 STUDY OF THE DEVELOPMENT OF DEVICE TO MAINTAIN THE SKELETAL
MUSCLES IN THE SPACE

【雑 誌 名】 21stISTS (International Symposium on Space Technology and Science), 2006.6.6.
Kanazawa

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】
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61.放射線治療センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Isobe K, Ejima Y, Tokumaru S, Shikama N, Suzuki G, Takemoto M, Tsuchida E,
Nomura M, Shibamoto Y, Hayabuchi N.

【論　　題】 Treatment of primary intraocular lymphoma with radiation therapy: A
multi-institutional survey in japan

【雑 誌 名】 Leukemia & Lymphoma

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 47 , p.1800-1805

【著　　者】 Nakamura K, Shioyama Y, Kawashima M, Saito Y, Nakamura N, Nakata K,
Hareyama M, Takada T, Karasawa K, Watanabe T, Yorozu A, Tachibana H, Suzuki G,
Hayabuchi N, Toba T, Yamada S

【論　　題】 Multi-institutional analysis of early squamous cell carcinoma of the hypopharynx
treated with radical radiotherapy

【雑 誌 名】 International Journal of Radiation Oncology Biological Physics

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 65 , 1045-1050
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62.人工腎臓センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Iida S, Kohno K, Yoshimura J, Ueda S, Usui M, Miyazaki H, Nishida H, Tamaki K,
Okuda S.

【論　　題】 Carbonic-adsorbent AST-120 reduces overload of indoxyl sulfate and the plasma level
of TGF-� 1 in patients with chronic renal failure.

【雑 誌 名】 Clin Exp Nephrol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 10 , 262-267

【著　　者】 Yoshihiro Komohara, Mamoru Harada, Yoshimi Arima, Shigetaka Suekane, Masanori
Noguchi, Kyogo Itoh,  kei Matsuoka

【論　　題】 Anti-Cancer Vaccine Candidates in Specific Immunotherapy for Bladder Carcinoma

【雑 誌 名】 International Journal of Oncology

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 1555-1560

【著　　者】 Yoshihiro Komohara, Shigetaka Suekane, Masanori Noguchi, Kei Matsuoka, Akira
Yamada, Kyogo Itoh

【論　　題】 Expression of APOBEC3G in kidney cells

【雑 誌 名】 Tissue antigens

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】

「その他」

【著　　者】 深水 圭

【論　　題】 メルボルン Baker Heart Research Instituteにおける研究

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 69 , 1-4
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63.循環器病センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 高城喜典、今泉 勉
編者 :山口 徹、堀 正二

【タイトル】 心筋梗塞の再発予防

【書名・発行所】「循環器疾患最新の治療 2006-2007」南江堂

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 119-122

【著　　者】 松岡秀洋
編集 :代田浩之

【タイトル】 内皮機能 .

【書名・発行所】「冠動脈疾患の予防戦略」中山書店

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 162-165

【著　　者】 松岡秀洋
編集 :植田真一郎

【タイトル】 CAMELOT.

【書名・発行所】「ランダム化臨床試験を読み解く -高血圧・冠動脈疾患領域」メディカルトリ
ビューン

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 92-93

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 齋藤 裕、勝田洋輔、有馬 健、嶋田寿文、香月与志夫、竹下吉明、森田博彦、横山
晋二、鬼塚一郎、永田 剛、金谷誠司、高城喜典、江口裕之、本間友基、甲斐久
史、今泉 勉

【論　　題】 冠動脈拡張症を伴う急性冠症候群に対する経皮的冠動脈形成術の治療成績

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapeutics

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 6 , 79-86

【著　　者】 Matsuguma K, Ueda S, Yamagishi S, Matsumoto Y, Kaneyuki U, Shibata R, Fujimura
T, Matsuoka H, Kimoto M, Kato S, Imaizumi T, Okuda S

【論　　題】 Molecular mechanism for elevation of asymmetric dimethylarginine and its role for
hypertension in chronic kidney disease.

【雑 誌 名】 J Am Soc Nephrol

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 17 , 2176-2183
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【著　　者】 Enomoto M, Adachi H, Yamagishi S, Takeuchi M, Furuki K, Hino A, Hiratsuka A,
Takajo Y, Imaizumi T

【論　　題】 Positive association of serum levels of advanced glycation end products  with
thrombogenic markers in humans.

【雑 誌 名】 Metabolism

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 55 , 912-917

「その他」

【著　　者】 齋藤 裕、勝田洋輔、松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 収縮不全と RAS.

【雑 誌 名】 Angiotensin Research

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 3 , 187-191

【著　　者】 梅井秀和、松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 白衣高血圧 .

【雑 誌 名】 日本臨床増刊「高血圧第三版」

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 64 , 68-72

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 コエンザイム Q10サプリメント .

【雑 誌 名】 Nutrition Support Journal

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 7 , 27-29

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 注目される血管障害のバイオマーカーとその臨床的評価 :ADMAとホモシステイ
ン .

【雑 誌 名】 ACROSS

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 13 , 1-3

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 喫煙と高血圧 .

【雑 誌 名】 治療

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 88 , 1251-1253
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【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 血管内皮機能 (基礎 )

【雑 誌 名】 循環器科

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 59 , 216-218
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64.集学治療センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 唐宇飛 ,藤井輝彦 ,横山吾郎 ,中川志乃 ,町田英一郎 ,山名秀明 ,白水和雄

【論　　題】 難治性再発乳癌に対する細胞免疫療法とトラスツズマブ (ハーセプチン )併用によ
る集学的治療に関する臨床研究

【雑 誌 名】 外科治療

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 94 , 764～ 766

【著　　者】 Toh U, Fujii T, Seki N, Niiya F, Shirouzu K, Yamana H

【論　　題】 Characterization of IL-2 activated TILs amd their use in intrapericardial
immunotherapy in malignant pericardial effusion.

【雑 誌 名】 Cancer Immunol Immunother

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 55 , 1219-1227

【著　　者】 U.Toh, T.Fujii, N.Seki, E.Ogo, K.Shirouzu, H.Yamana

【論　　題】 Intrapericardial cellular immunotherapy for malignant pericardial effusion using
autologous IL-2-activated TILs.

【雑 誌 名】 Journal of Clinical Oncology

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 24 , 113

【著　　者】 Fotovati A, Fujii T, Yamaguchi M, Kage M, Shirouzou K, Oie S, Basaki Y, Ono M,
Yamana H, Kuwano M

【論　　題】 17β -estradiol induces down-regulation of Cap43/NDRG1/Drg-1, a putative
differenciation-related and metastasis suppressor gene, in human breast cancer cells.

【雑 誌 名】 Clin Cancer Res

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 12 , 2010-2018

【著　　者】 Koike K, Fujii T, Nakamura AM, Yokoyama G, Yamana H, Kuwano M, Shirouzu K

【論　　題】 Activation of protein kinase C delta induces growth arrest in NPA thyroid cancer cells
through extracellular signal-regulated kinase mitogen-activated protein kinase

【雑 誌 名】 Thyroid

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 16 , 333-341

【著　　者】 Matono S, Fujita H, Sueyoshi S, Tanaka T, Yamana H, Shirouzu K

【論　　題】 Long-term survival after three-field lymph-adenectomy for an adenocarcinoma in
Barrett’s esophagus with metastasis to Virchow’s node

【雑 誌 名】 Jpn J Thorac Cardiovasc Surg

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 54 , 11-15
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【著　　者】 Mori N, Fujita H, Sueyoshi S, Tanaka T, Tanaka Y, Sasahara H, Matono S, Yamana
H, Shirouzu K, Kage M

【論　　題】 Small cell carcinoma in the esophagus rapidly developing multiple fistulae

【雑 誌 名】 Esophagus

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 3 , 7-12
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65.病院情報部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 和田 豊郁

【論　　題】 21世紀の病院

【雑 誌 名】 久留米大学コンピュータジャーナル

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】
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66.薬剤部

「単行本 /著書」

【著　　者】 永田 郁夫

【タイトル】 スキルアップのための 漢方薬の服薬指導 改訂 2版

【書名・発行所】南山堂

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 永田 郁夫

【論　　題】 ここがポイント 漢方薬の服薬指導

【雑 誌 名】 日経ドラッグインフォメーション

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 16-22

【著　　者】 永田 郁夫

【論　　題】 漢方服薬指導エッセンス②

【雑 誌 名】 漢方医薬学雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 14 , 16-17

【著　　者】 久保裕子 有馬千代子 靍田美恵子

【論　　題】 久留米大学病院における院内特殊製剤の調製と臨床使用～調製・管理の実際と臨
床使用～

【雑 誌 名】 医薬ジャーナル

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 42 , 135-142

【著　　者】 有馬千代子 ,松本浩一 ,久保裕子 ,靏田美恵子 ,森田桂子

【論　　題】 クリニカルパスと抗菌薬の使用状況について

【雑 誌 名】 九州薬学会会報

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 35-40

【著　　者】 永田 郁夫

【論　　題】 漢方服薬指導エッセンス①

【雑 誌 名】 漢方医薬学雑誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 14 , 16-17
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【著　　者】 神村英利、西村佳子、木本信秀、橋本和樹、大竹弘之、川重 誠、赤松 孝、山内豊
和、原田秀徳、本村邦子、増田和久、大石了三

【論　　題】 新採用薬剤師を対象とした服薬説明ロールプレイ実習の試み

【雑 誌 名】 日本病院薬剤師会雑誌

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 42 , 189-192

【著　　者】 久保裕子

【論　　題】 プレアボイド報告事例

【雑 誌 名】 福岡県病院薬剤師会会誌

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 22-24

【著　　者】 丸田 樹明

【論　　題】 筑後地区研修会報告「医療事故訴訟に備えて～訴訟のリスクファクターとその対
策～薬剤師編」

【雑 誌 名】 福岡県病院薬剤師会会誌

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 39
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67.看護学科

「単行本 /著書」

【著　　者】 山田正子・瀨川睦子・高間俊郎 (編者 )・中島泰子 (編者 )・湯舟貞子 (編者 )

【タイトル】 病態別 /循環器系・本態性高血圧症

【書名・発行所】患者指導に役立つ
病態・状況別栄養管理と看護 学習研究社・メディカル出版

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 105-115

【著　　者】 監修 :中村惠子、編集 :吉田寿子・嶋田幸子

【タイトル】 救急看護クエスチョンボックス

【書名・発行所】救急看護クエスチョンボックス 3 観察とモニタリング 中山書店

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 監修 :中村恵子、編集 :嶋田幸子、吉田寿子

【タイトル】 救急看護 QUESTION BOX 3 観察とモニタリング

【書名・発行所】中山書店

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 84-87

【著　　者】 阿部芳江編中島洋子・古村美津代・久保暁子

【タイトル】 高齢者と回想法、脳血管疾患をもつ高齢者のケア

【書名・発行所】高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 149-153、213-218

【著　　者】 中島洋子編著 :中島洋子・古村美津代・森みずえ・石橋カズヨ・椛勇三郎・室屋
和子・海田真治子・末弘理惠・木室知子・穴井めぐみ・増田容子・兒玉尚子・五
嶋佳子・竹山ゆみ子・平川道子・物部加奈子・藤丸知子・時政孝行・林篤正

【タイトル】 高齢者の症状アセスメント、清潔のケア、認知症などへのケア、Q&A 12項目

【書名・発行所】ポケット版こんなときどうする ?高齢者ケア、照林社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 2-9、188-190、219-229、234-239

【著　　者】 三橋睦子
編者 :嶋田幸子 ,吉田寿子
監修 :中村惠子

【タイトル】 Q 血圧測定値に左右差があるのはなぜですか ?基準値を教えてください
Q 患者の血圧が低く聴診できない場合はどんな方法で判断すればよいですか ?

【書名・発行所】救急看護 QUESTION BOX
中山書店

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 48-52
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【著　　者】 中村恵子 (監修 )、嶋田幸子・吉田寿子 (編集 )

【タイトル】 輸液・輸血療法

【書名・発行所】「救急看護 QUESTION BOX3 観察とモニタリング」 中山書店

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 96-97

【著　　者】 共著

【タイトル】 「薬物管理」「転倒・転落防止」「清潔ケア」

【書名・発行所】「こんなときどうする ?高齢者ケア」 照林社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 54-55.58-60.135-136.137-138.139-141.142-143.144-147.197-200.

【著　　者】 編著 中島洋子

【タイトル】 高齢者の症状のアセスメント 薬物管理 寝たきりと拘縮へのケア

【書名・発行所】こんなときどうする ?
高齢者ケア
照林社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 p10-15.p25-27.p51-53.p148-156.p159-161

【著　　者】 共著者 :中島洋子 古村美津代 森みずえ 石橋カズヨ 椛勇三郎 室屋和子 海田真治子
末広理恵 木室知子 穴井めぐみ 増田容子 兒玉尚子 五嶋佳子 竹山ゆみ子 平川道子
物部加奈代 藤丸知子 時政孝行 林 篤正 編著 :中島洋子

【タイトル】 こんなときどうする ?高齢者ケア

【書名・発行所】照林社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 中村惠子監修、嶋田幸子・吉田寿子編集

【タイトル】 No.19 患者の脈拍が不整で確実に測定できないときはどのような原因が考えられ
ますか ?
No.33 経時的に測定している尿量が徐々に減少し ,尿が出なくなりました .何が起
きたのですか ?

【書名・発行所】救急看護 QUESTION BOX 3 観察とモニタリング
中山書店

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 46-47.76-77

【著　　者】 古村美津代 ,石橋カズヨ ,椛勇三郎 ,室屋和子 ,梅田真治子
編者 中島洋子

【タイトル】 高齢者で注意が必要な疾患のケア ,介護保険制度

【書名・発行所】こんなときどうする ?高齢者ケア  照林社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 22-24,28-30,248-255
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【著　　者】 中島洋子

【タイトル】 口腔ケア

【書名・発行所】ポケット版 こんなときどうする ?高齢者ケア
照林社

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 88-104

【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、第 9章 事例研究 1.高齢者の生活困難の事例と生活支援アプローチ

【書名・発行所】新版第 3版 老人福祉論、建帛社

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 187ー 202、235ー 238

【著　　者】 古村美津代

【タイトル】 第 9章事例研究
高齢者の生活困難の事例と生活支援アプローチ

【書名・発行所】新版第 3版老人福祉論 健�社

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 235-238

「学術雑誌 /論文」

【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】 冠動脈インターベーションを受けた虚血性心疾患患者の自己管理行動に影響する
要因
-家族関係および心理的側面に焦点を当てて -

【雑 誌 名】 日本看護研究学会雑誌

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 29 , 33-40

【著　　者】 田中佳代、中嶋カツヱ、和﨑陽子

【論　　題】 小児期発症 1型および 2型糖尿病の妊娠前管理 問題点と対策 1型糖尿病を持つ女
性の妊娠・出産に対する医療従事者の意識と支援の状況

【雑 誌 名】 糖尿病と妊娠

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 6 , 38

【著　　者】 松岡緑、川上千普美、樗木晶子、篠原純子、長家智子、赤司千波、原頼子

【論　　題】 冠動脈インターベーションを受けた虚血性心疾患患者の QOLに関連する因子

【雑 誌 名】 日本循環器看護学会誌

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 2 , 24-33
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【著　　者】 田中佳代・中嶋カツヱ・堀大蔵・林秀樹・和﨑陽子

【論　　題】 Ⅰ型糖尿病を持つ女性のリプロダクティブヘルスに関する問題の構造化ーリプロ
ダクティブヘルスに関わる意識・知識・支援に関する因子ー

【雑 誌 名】 糖尿病と妊娠

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 6 , 119-126

【著　　者】 田中佳代・中嶋カツヱ・堀大蔵・林秀樹・和﨑陽子

【論　　題】 Ⅰ型糖尿病を持つ女性のリプロダクティブヘルスに関する問題の構造化ーⅠ型糖
尿病を持つ女性の月経・性生活・妊娠ー

【雑 誌 名】 糖尿病と妊娠

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 6 , 112-118

【著　　者】 田中佳代、中嶋カツヱ、堀大蔵、林秀樹、和﨑陽子

【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する問題の構造化ー 1型糖
尿病を持つ女性の月経・性生活・妊娠ー

【雑 誌 名】 糖尿病と妊娠

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 6 , 112-118

【著　　者】 松本真由子 舞弓京子 大月真奈美 田中みとみ

【論　　題】 家庭・仕事を失った中年期男性の役割獲得にむけての支援

【雑 誌 名】 日本適応理論研究会学術論文集

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 5 , 31-37

【著　　者】 永島早季 舞弓京子 大月真奈美 田中みとみ

【論　　題】 ECT後急速に回復した中年期うつ病患者の看護

【雑 誌 名】 日本適応看護理論研究会学術論文集

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 5 , 61-67

【著　　者】 田中佳代 中嶋カツヱ 堀大蔵 林秀樹 和﨑陽子

【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する問題の構造化 -1型糖尿
病を持つ女性の月経・性生活・妊娠 -

【雑 誌 名】 糖尿病と妊娠

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 6 , 112-118

67.看護学科

- 297 -



【著　　者】 安陪等思・加悦美恵・瀬川睦子・辻俊子・森本紀巳子・上野隆登・藤野浩・河合
千恵子・園田浩介・室屋和子

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成 (その 2)-advanced OSCEにおける評価

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 37 , 83

【著　　者】 加悦美恵・安陪思等・瀬川睦子・辻俊子・森本紀巳子・上野隆登・藤野浩・河合
千恵子・園田浩介・室屋和子

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成 (その 1)-地域住民参加型 SP養成の実際と評
価 -

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 37 , 77

【著　　者】 Smith D R, Mihashi M, Adachi Y, Nakashima Y,Ishitake T

【論　　題】 Epidemiology of needlestick and sharps injuries among nurses in a Japanese teaching
hospital

【雑 誌 名】 Journal of Hospital Infection

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 44-49

【著　　者】 加悦美恵・飯野矢住代・河合千恵子

【論　　題】 基礎看護学における SP参加型の授業と臨地実習の連繋 -学生の臨地実習の体験の
ふりかえりから -

【雑 誌 名】 日本看護科学会誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 26 , 67-75

【著　　者】 寺田敦子、瀨川睦子

【論　　題】 臨地実習における看護学生のインフォームドコンセントに対する認識と倫理観の
育成

【雑 誌 名】 ホスピスケアと在宅ケア

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 36 , 20-25

【著　　者】 寺田敦子 瀨川睦子

【論　　題】 臨地実習における看護学生のインフォームドコンセントに対する認識と倫理観の
育成

【雑 誌 名】 日本ホスピスケア・在宅ケア研究会 (36)

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 14 , 20～ 24
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【著　　者】 立石和子 吉本圭一

【論　　題】 看護系大学生の職業的な能力
(Competence)の自己評価 -臨地実習前・後および就職後初期における比較検討 -

【雑 誌 名】 九州看護福祉大学紀要

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 8 , 69-81

【著　　者】 原 頼子、松岡緑、藤田君支

【論　　題】 糖尿病患者の治療満足と自尊感情に影響する要因
-家族サポートに焦点を当てた分析 -

【雑 誌 名】 日本糖尿病教育・看護学会誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 10 , 5～ 16

【著　　者】 吉村美奈子、中島洋子

【論　　題】 嚥下障害患者に対する NOC5段階尺度における基準化の取り組みー臨床での使用
の可能性を高めるためにー

【雑 誌 名】 看護診断

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 11 , 40～ 47

【著　　者】 古村美津代 ,中島洋子 ,木室知子

【論　　題】 「高齢者の尊厳」理解に向けた身体抑制の演習の効果
～老年看護教育における教授方法の検討～

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 11 , 43-50

【著　　者】 古村 美津代

【論　　題】 「高齢者の尊厳」理解ら向けた身体的抑制の演習の効果
ー老年看護教育における教授法の検討ー

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 11 , P43～ 50

【著　　者】 野間口千香穂、草場ヒフミ、藤丸千尋、藤井加那子

【論　　題】 中学生のセルフケア行動と親のセルフケア支援に対する認識との関連

【雑 誌 名】 南九州看護研究誌

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 4 , 13-22

67.看護学科

- 299 -



【著　　者】 松本孝子 ,藤丸千尋 ,納富史恵

【論　　題】 盲・聾・認知症を来たした小児期発症のミトコンドリア脳筋症患者・家族の重心
障害者施設での看護介入

【雑 誌 名】 第 36回日本看護学会論文集 -小児看護 -

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 143-145

【著　　者】 石井敦子 山野ヒデ子 瀧井宏隆 鬼﨑信好 永富香織 辻吉保 星子美智子 山口淑恵 竹
本淳子 石竹達也

【論　　題】 小規模事業場における健診事後措置の継続年数別にみた健診結果の変化

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 69 , 63～ 69

【著　　者】 Smith D.R, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T

【論　　題】 A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses

【雑 誌 名】 Juornal of Safety Research

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 37 , 195-200

【著　　者】 Smith D.R, Adachi Y, Mihashi M, Kawano S, Ishitake T

【論　　題】 Hand Dermatitis Risk Factors Among Clinical Nurses in Japan

【雑 誌 名】 Clinical Nursing Research

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 15 , 1-12

【著　　者】 飯野矢住代・佐藤祐佳・林田繁・河合千恵子

【論　　題】 がん患者と家族の療養生活と Cancer Help Net(CHN)活動

【雑 誌 名】 日本がん看護学会誌

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 20 , 26-32

【著　　者】 内田章代・飯野矢住代

【論　　題】 絵カード (A・A・C方式 )を用いた重症重複児の排泄に関する言葉の導き

【雑 誌 名】 小児看護

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 29 , 664-667

【著　　者】 Derek R.S, Yasuko A, Mutsuko M,Chiaki U, Tatsuya I

【論　　題】 TOBACCO SMOKING HABITS AMONG A CROSS-SECTION OF RURAL
JAPANESE NURSES

【雑 誌 名】 Australian Journal of Advanced Nursing

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 24 , 33-37
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「その他」

【著　　者】 立石和子 ,谷岸悦子 ,古賀節子 ,前田由紀子 ,吉本圭一

【論　　題】 看護専門課程後の職業的な能力 (Competence)の獲得状況

【雑 誌 名】 第 26回 日本看護科学学会誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 谷岸悦子 ,立石和子 ,前田由紀子 ,古賀節子

【論　　題】 看護基礎教育とキャリアの関係 -看護基礎教育における学習知識の活用 -

【雑 誌 名】 第 26回 日本看護科学学会誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 古賀節子 ,立石和子 ,谷岸悦子 ,前田由紀子

【論　　題】 大卒看護師に必要な能力の初期キャリア形成過程に関する研究～看護師の職務能
力と継続教育・学習ニーズ～

【雑 誌 名】 第 26回 日本看護科学学会誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 前田由紀子 ,立石和子 ,谷岸悦子 ,古賀節子 , 吉本圭一

【論　　題】 病棟看護師の継続教育支援に関する検討

【雑 誌 名】 第 26回 日本看護科学学会誌

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 原頼子、瀨川睦子

【論　　題】 終末期看護における個を尊重した援助の意義 -学生の終末期看護実習のレポート
から -

【雑 誌 名】 第 26回日本看護科学学会学術集会

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 332

【著　　者】 岡崎敦子 安部緑 内山道子 北川りえ 三橋睦子

【論　　題】 背部清拭時の蒸しタオルの厚さ及び泡立て石鹸の清拭用具を比較して

【雑 誌 名】 第 37回日本看護学会論文集 -看護総合 -

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】 188～ 190

【著　　者】 田中恵子、瀨川睦子、江上雅代、原頼子

【論　　題】 終末期看護実習における対象の苦痛の捉え方と援助

【雑 誌 名】 第 11回日本看護研究学会九州地方会学術集会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 41
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【著　　者】 中島洋子・古村美津代・木室知子・岩谷トモ子

【論　　題】 これまでの訪問指導の経過とその方向性

【雑 誌 名】 平成 17年度伊万里市認知症予防推進事業報告書 (伊万里市・社会福祉法人伊万里
敬愛会編集発行 )

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 20-23

【著　　者】 田中佳代・中嶋カツヱ・堀大蔵・林秀樹・和﨑陽子

【論　　題】 Ⅰ型糖尿病を持つ女性の妊娠・出産に対する医療従事者の意識と支援の状況

【雑 誌 名】 第 22回 日本糖尿病・妊娠学会シンポジウム「小児期発症Ⅰ型および 2型糖尿病
の妊娠前管理ー問題点と対策ー」

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 江口加奈子、三橋睦子

【論　　題】 看護師の被災時における自主出勤状況の社会的背景因子からの分析

【雑 誌 名】 第 11回日本看護研究学会九州地方会学術集会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 56

【著　　者】 ○寺田敦子・瀬川睦子・木室知子・一瀬理加

【論　　題】 周手術期の患者・家族の不安に対する看護実践能力の育成

【雑 誌 名】 第 11回日本看護研究学会 九州地方会学術集会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 中島洋子・古村美津代・木室知子・橋口千恵子・西依信樹

【論　　題】 市と大学の共同による「ものわすれ相談窓口」の取り組みの現状と課題

【雑 誌 名】 日本老年看護学会第 11回学術集会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 111

【著　　者】 和﨑陽子、中嶋カツヱ、田中佳代

【論　　題】 看護職者の性役割に対する意識ー性役割志向性尺度による分析ー

【雑 誌 名】 第 47回日本母性衛生学会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 47 , 183

【著　　者】 和﨑陽子 中嶋カツヱ 田中佳代

【論　　題】 看護職者の性役割に対する意識～性役割志向性尺度による分析～

【雑 誌 名】 第 47回 日本母性衛生学会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 47 , 183
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【著　　者】 中島洋子

【論　　題】 MCI(軽度認知障害 )における認知機能の特性 :事象関連電位 (P300成分 )の解析

【雑 誌 名】 第 65回日本公衆衛生学会総会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 53 , 816

【著　　者】 兒玉尚子 藤丸知子 猿渡祐子 野田順子 堤順子

【論　　題】 新人看護師のストレスと職場支援の関係

【雑 誌 名】 第 65回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 53 , 988

【著　　者】 龍尚子 江口和代 馬場季子 坂田郁子 石井靖子 佐藤祐佳 石井敦子 藤丸知子 椛勇三
郎 西田和子

【論　　題】 中学生の生活習慣の実態について

【雑 誌 名】 第 65回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 53 , 680

【著　　者】 藤丸知子 中村裕美

【論　　題】 看護職の DVに対する認識と対応

【雑 誌 名】 第 65回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 53 , 522

【著　　者】 兒玉尚子 ,藤丸知子 ,猿渡祐子 ,野田順子 ,堤順子

【論　　題】 新人看護師のストレスと職場支援の関係

【雑 誌 名】 第 65回日本公衆衛生学会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉本圭一 ,立石和子

【論　　題】 看護師養成課程の多様化と卒業後のキャリア志向の展開
-総合病院勤務看護師へのアンケート調査より -

【雑 誌 名】 第 53回 日本教育社会学会誌

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 山本海夏・中島洋子

【論　　題】 看護学生の認知症高齢者に対する認識と受容感情ー実習での受け持ち経験の有無
による比較ー

【雑 誌 名】 第 37回日本看護学会ー老年看護ー

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 93
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【著　　者】 三橋睦子 ,林心唯智

【論　　題】 感染防護具を着用した看護師による清拭の身体面と精神面への影響

【雑 誌 名】 第 10回日中看護学会 論文集録

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 302-302

【著　　者】 森本紀巳子

【論　　題】 眼球運動の注視時間と回数からみた看護学生の観察力

【雑 誌 名】 第 10回日中看護学会論文集録

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 82-84

【著　　者】 藤丸千尋 納富史恵 財前孝子 藤好貴子

【論　　題】 盲・聾・認知小を来たした小児期発症のミトコンドリア脳筋症末期患者に対する
看護援助

【雑 誌 名】 第 10回日中看護学会論文集録

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】 P196-199

【著　　者】 兒玉尚子 ,山田真衣子

【論　　題】 軽度発達障害児の子育てと母親の QOLの関係

【雑 誌 名】 第 10回日中看護学会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 中島洋子・古村美津代・木室知子

【論　　題】 地域高齢者の授業参加による老年看護学の教育方法と評価

【雑 誌 名】 日本看護学教育学会第 16回学術集会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 184

【著　　者】 小笹美子・大塚眞理子・北川眞理子・斉藤ひさ子・山田ゆかり・平吹登代子・赤
井由紀子・中山和美・中嶋カツヱ・石井八重子

【論　　題】 看護系大学における看護実践能力育成に関する教育の現状と課題

【雑 誌 名】 第 16回 日本看護学教育学会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 中嶋カツヱ・田中佳代・和﨑陽子

【論　　題】 女子看護大学生の対児感情に影響を及ぼす要因の検討

【雑 誌 名】 第 16回 日本看護学教育学会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】
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【著　　者】 兒玉尚子 ,納富史恵 ,藤丸千尋

【論　　題】 小児看護学実習における看護技術の検討 -大学卒業時の看護技術の向上に向けて -

【雑 誌 名】 第 9回九州小児看護教育研究会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 中嶋カツヱ 田中佳代 和﨑陽子

【論　　題】 女子看護大学生の対児感情に影響を及ぼす要因の検討 -母性看護学実習前後の比
較 -

【雑 誌 名】 第 16回 日本看護学教育学会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 安陪等思・加悦美恵・瀨川睦子・辻俊子・森本紀巳子・上野隆登・藤野浩・河合
千恵子・園田浩介・室屋和子

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成 (その 2)-advanced OSCEにおける評価 -

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 37 , 83

【著　　者】 加悦美恵・安陪等思・瀨川睦子・辻俊子・森本紀巳子・上野隆登・藤野浩・河合
千恵子・園田浩介・室屋和子

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成 (その 1)-地域住民参加型 SP養成の実際と評
価 -

【雑 誌 名】 医学教育

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 37 , 77

【著　　者】 石井敦子 西田和子 佐藤祐佳 安部靖子

【論　　題】 従業員のメンタルヘルスに関するニーズ調査 ～ストレス状態からの分析～

【雑 誌 名】 日本産業衛生学会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 従業員のメンタルヘルスに関するニーズ調査 管理職と一般職の比較 (会議録 )
佐藤祐佳 (久留米大学 医学部看護学科 ), 西田和子 , 石井敦子 , 安部靖子

【論　　題】 従業員のメンタルヘルスに関するニーズ調査 管理職と一般職の比較

【雑 誌 名】 産業衛生学会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 48 , 197-198
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【著　　者】 岡崎敦子、安部緑、内山道子、北川りえ、三橋睦子

【論　　題】 蒸しタオルおよび石鹸による効果的な清拭方法の検討

【雑 誌 名】 第 37回日本看護学会抄録集 -看護総合 -

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 103

【著　　者】 三橋睦子 ,大坪靖直 ,石竹達也

【論　　題】 感染防護具着用が医療従事者の印象に及ぼす影響と事前情報との関連性

【雑 誌 名】 日本災害看護学会第 8回年次大会 講演集

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 94

【著　　者】 藤丸千尋 ,兒玉尚子 ,納富史恵

【論　　題】 患児理解のためのカンファレンスの効果 -医学科学生との合同カンファレンスか
らの学び -

【雑 誌 名】 日本小児看護学会 第 16回学術集会

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 立石和子 ,谷岸悦子 ,古賀節子 ,前田由紀子

【論　　題】 看護基礎教育課程と卒後キャリア形成との関連性

【雑 誌 名】 第 9回 日本高等教育学会学会誌

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】

【著　　者】 佐藤祐佳 ,安藤英雄 ,石竹達也

【論　　題】 実験的短時間全身振動暴露が覚醒レベルに及ぼす影響

【雑 誌 名】 日本産業衛生学会

【発行年月】 2006.5

【巻 、 頁】 48 , 382

【著　　者】 西田和子

【論　　題】 産業歯科保健フォーラム「産業歯科保健における産業看護職の役割」

【雑 誌 名】 産業衛生学雑誌

【発行年月】 2006.4

【巻 、 頁】 48 , 289-291

【著　　者】 石内孔治、由井敏範、山本以和彦、大家重夫、金田堅太郎

【論　　題】 知的財産の会計デイスクロージャー制度の関する研究
ー医薬特許価値評価モデル

【雑 誌 名】 大学における知的財産研究プロジェクト研究成果報告書
特許庁研究事業

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 1-209
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【著　　者】 田原由紀子・糸永歌代子・執行理恵・馬場みちえ・中嶋カツヱ・井上つぐみ

【論　　題】 対象として見落としがちな事例② 中学生の自殺予防 思春期ふれあい体験学習を通
じて

【雑 誌 名】 保健師ジャーナル

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 62 , 203-207

【著　　者】 馬場季子 江口和代 藤丸知子 石井敦子 佐藤祐佳

【論　　題】 平成 17年度大川市健康に関する意識調査報告書

【雑 誌 名】 (報告書 )

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 飯野　矢住代

【論　　題】 担癌者・家族を支援するためのボランティアスタッフ育成に関する研究事業

【雑 誌 名】 財団法人 笹川医学医療研究財団 平成 17年度 ホスピス緩和ケアスタッフの発掘・
啓発研究助成報告書

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】

【著　　者】 三橋睦子

【論　　題】 結核患者の隔離環境における対人距離への影響

【雑 誌 名】 第 21回日本環境感染学会学術集会

【発行年月】 2006.2

【巻 、 頁】 327

【著　　者】 飯野矢住代 河合千恵子

【論　　題】 がん患者とその家族のがんという病気を通しての体験世界

【雑 誌 名】 日本がん看護学会誌

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 20 , 263

【著　　者】 藤丸知子 ,椛勇三郎 ,佐藤祐佳 ,兒玉尚子 ,西田和子

【論　　題】 地域看護学実習の評価と今後の課題

【雑 誌 名】 保健師ジャーナル

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 62 , 494-500

【著　　者】 中島洋子 古村美津代 木室知子 岩谷トモ子

【論　　題】 これまでの訪問指導の経過とその方向性

【雑 誌 名】 平成 17年度認知症予防推進事業報告書

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 20-23

67.看護学科

- 307 -



【著　　者】 藤丸千尋 ,納富史恵 ,財前孝子 ,藤好貴子

【論　　題】 盲・聾・認知症を来たした小児期発症のミトコンドリア脳筋症末期患者に対する
看護援助

【雑 誌 名】 第 10回日中看護学会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Satou,Y. Ando,H. Ishitake,T.

【論　　題】 EFFECT OF SHORT-TREM EXPOSURE TO WHOLE BODY VIBRATION ON AN
AWAKENING LEVEL

【雑 誌 名】 AMERICAN CONFERENCE ON HUMAN VIBRATION

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 Nishikido N, Sugimoto H, Gomi Y, Kono K, Wada H, Nishida K.

【論　　題】 Evaluation and Research Activities and Support Needs among Japanese Occupational
Health Nurses.

【雑 誌 名】 28th International Congress on Occupational Health(Milan,Italy)

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 99

【著　　者】 Nishida K

【論　　題】 Evaluation of Health Consultation Skill at Workplace in Japan

【雑 誌 名】 28th International Congress on Occupational Health (Milan Italy)

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 215
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68.医療センター :看護部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大友裕子 濵千恵子 川浪美紀

【論　　題】 『視覚的教材活用による新人看護師の自己教育力の変化と学習効果』

【雑 誌 名】 第 37回日本看護学会論文集 (看護管理 )

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】 251

【著　　者】 本山公子 濵千恵子 川浪美紀

【論　　題】 『患者の主体性を引き出す患者参画型看護計画の取り組み』

【雑 誌 名】 月刊 看護きろく

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】 41-46

【著　　者】 原﨑礼子・佐々木美穂・山田裕子・濵千恵子・川浪美紀

【論　　題】 『患者と共に退院指導アセスメントシートを使用した退院指導の取り組み』

【雑 誌 名】 第 37回 日本看護学会論文集 (成人看護Ⅱ )

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 113-115

【著　　者】 江﨑 祐子  濵 千恵子  川浪 美紀

【論　　題】 「死にたい」と訴える患者に寄り添うコミュニケーションスキルの検討―プロセス
レコードによる振り返り―

【雑 誌 名】 第 37回日本看護学会論文集―看護総合―

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】 p113-115

【著　　者】 津田　あゆみ

【論　　題】 バイオクリーンルームにおける空気清浄度の検討
～空中浮遊微粒子数の経時的変化を測定して～

【雑 誌 名】 日本手術看護学誌 2巻 1号 7月号

【発行年月】 2006.7

【巻 、 頁】

「その他」

【著　　者】 梶原志穂美・濱千恵子・川浪美紀

【論　　題】 高血圧性心臓病で糖尿病を合併した患者の食事・内服療法を継続していくための
援助

【雑 誌 名】 九州地区看護研究学会

【発行年月】 2006.11

【巻 、 頁】
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【著　　者】 江崎祐子、冷川照子、原﨑礼子、丸山美幸、上原あゆみ、濵千恵子、川浪美紀、
森田博彦、草場健、原田晴仁、加藤宏司、池田久雄、古賀義則

【論　　題】 メタボリックシンドロームクリニカルパスを作成して

【雑 誌 名】 第 1回九州心臓リハビリテーション研究会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】
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69.健康・スポーツ科学センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 吉田典子

【タイトル】 ウイルス感染症予防対策はできているのか .

【書名・発行所】医療者の共同作業による病院感染対策 . 東京 :五絃舎

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 87-111

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Toyomasu K

【論　　題】 characterisitic Feature of QRST integral mapping in patients with High-risk Brugada
Syndrome.

【雑 誌 名】 Jpn Circ Journal

【発行年月】 2006.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Tetsuro OGAKI, Kazutaka FUJISHIMA, Noboru HOTTA, Atsushi SAITO, Taashi
MIGITA

【論　　題】 Gradual reduction in ambient temperature of about 5℃ does not influence
physiological and hormonal response to prolonged exercise

【雑 誌 名】 Journal of Health Science

【発行年月】 2006.3

【巻 、 頁】 28 , 1~6

【著　　者】 Mitsuzono, R. and M. Ube

【論　　題】 Effects of endurance taining on blood lipids profiles in adolescent female distance
runners

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 53 , 29-35

【著　　者】 Takashi Migita, Kohji Hirakoba

【論　　題】 Effect of different pedal rates on oxygen uptake slow component during constant-load
cycling exercise

【雑 誌 名】 The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness

【発行年月】 2006.6

【巻 、 頁】 46 , 189~196

69.健康・スポーツ科学センター

- 311 -



【著　　者】 Yoshida N, Ikeda H, Sugi K, Imaizumi T

【論　　題】 Impaired Endothelium-Dependent and -Independent Vasodailation in Young Female
Athletes with Exercise-Associated Amenorrhea.

【雑 誌 名】 Arterioscler Thromb Vasc Biol

【発行年月】 2006.

【巻 、 頁】 2006 , 231-232

「その他」

【著　　者】 吉田典子、池田久雄、辻本尚弥、満園良一

【論　　題】 アスリートにおける運動時酸化ストレスの経時的動態 ―分枝鎖アミノ酸の酸化ス
トレスへの効果― (2006年 10月 :新潟 )

【雑 誌 名】 第 17回日本臨床スポーツ医学学術集会

【発行年月】 2006.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 辻本尚弥 , 大下泰司 ,永松邦夫 ,満園良一

【論　　題】 BCAA含有飲料摂取がウエイトトレーニングによる筋力増強作用に及ぼす効果 .

【雑 誌 名】 第 3回 BCAA研究会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 古賀智美 ,満園良一 ,辻本尚弥 , 祢津雅彦 ,有馬三郎

【論　　題】 ジャイロセンサによる歩行 動作の計測 .

【雑 誌 名】 日本体力医会第 61回大会

【発行年月】 2006.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 辻本尚弥

【論　　題】 加齢に伴う骨格筋の変化

【雑 誌 名】 第 5回 日本スポーツ整復療法学会 九州支部研修会

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 吉田典子

【論　　題】 日常診療に活かす心臓リハビリテーション。 2007

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2006.1

【巻 、 頁】 84 , 110-114
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70.情報システム室 (病院）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 下川 忠弘

【論　　題】 シンポジウムⅠ :DPC導入に関する諸問題

【雑 誌 名】 日本診療録管理学会誌

【発行年月】 2006.8

【巻 、 頁】 18 , 15-32
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