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２００６年度臨床医学系業績集の発刊にあたって

今年の日本は記録的な猛暑が９月に入ってもまだ続いておりますが，医療において
も医師不足，歯止めのきかない勤務医の立ち去り，地方医療の崩壊など危機的状況が
各地で急速に進行しつつあります。
政府の財政難のあおりを受け筑波大学の運営交付金も年々減額され，その影響で臨

床医学系の教官数は少しずつ減員されております。一方で，M１からのチュートリア
ル授業，M５のベッドサイド・ラーニングに上乗せしたM４のクリニカル・クラーク
シップの開始，病院の再開発を見据えた病院経営収支の改善要請など，臨床医学系の
教官にはこれまでとは比べ物にならない，教育と診療に関する大きな負担がかかるよ
うになりました。このような厳しい状況の中で，先端応用医学専攻，病態制御医学専
攻，ならびに機能制御医学専攻の臨床医学３専攻の教官は人間総合科学研究科の中核
となり研究活動を継続して行っており，２００６年度も他大学に勝るとも劣らない立派な
業績集を発刊できたことを誇りに思います。
今回の業績集は学系経理企画担当の田中誠教授，高野晋吾助教授をはじめとする諸

先生方のご努力により完成の運びとなりました。本業績集は教員の１年間の研究の成
果が集約されたもので，臨床医学系の研究活動の指標であり，今後の臨床医学系の発
展のために大いに寄与するものと考えます。２００４年から冊子体とCD-ROMに致しま
したが，今回から経費削減のため冊子体，CD-ROMともに作製せず，臨床医学系の
websiteで多くの方にごらんいただけるように致しました。
来年度から臨床医学系３専攻は統合され疾患制御医学専攻として１専攻となりま

す。１専攻になることで研究協力体制が一層強化され，多様化する医学に対応した体
制の下，これまで以上に研究が充実し発展すると期待されます。

臨床医学系長
大河内 信 弘
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凡 例

１．収録の対象
筑波大学臨床医学系所属の教員が著者ないし発表者（共著者を含む）の業績を対象とした。

２．記載方法
業績は平成１８年１月１日～１２月３１日に発表されたものを対象とし，当該教員ら所属する
研究グループ毎にまとめた。夫々の業績目録に収録するか否かの判断は各研究者に委
ね，予め配布された用紙に記載された業績はすべて収録した。

３．業績の分類
各種の業績を次の６種に分類し，以下の要領でchronologicalに記載した。

ⅰ．原著
ⅱ．総説

欧文雑誌名はIndexMedicusに準じ，和文は公式の略称を用いる。
ⅲ．著書

単行本の場合は，著者名：書名，発行所，発行地，発行年
分担執筆の場合は，著者名：表題，書名，（編集者），版数（初版は不要），
発行所，発行地，初頁－終頁

ⅳ．学会発表（シンポジウム，特別講演を含む）
発表者名：題名，学会名（場所），月，年（西暦）

ⅴ．班研究報告
著者名：題名，報告書名，年次，初頁－終頁

ⅵ．その他（放送，座談会，講演会などで学術的なもの）
発表者名：題名，放送局名，月，日，年，または誌名，巻，頁，年

なお，著者名は原則として全員を記載し，臨床医学系教員はゴシック文字とした。



教 授
青 沼 和 隆
赤 座 英 之

△秋 根 康 之
朝 田 隆
五十嵐 徹 也
今 川 重 彦
大河内 信 弘
大 鹿 哲 郎
大 塚 藤 男
大 塚 盛 男
落 合 直 之
金 子 道 夫
川 上 康
幸 田 幸 直
榊 原 謙

△坂 庭 操
佐 藤 誠
須磨崎 亮
住 田 孝 之

△関 澤 清 久
田 中 誠
玉 岡 晃
筒 井 達 夫

△長 澤 俊 郎
△中 山 凱 夫
二 宮 治 彦
原 晃
兵 頭 一之介

△松 井 陽
松 村 明
南 学
宮 内 卓
山 縣 邦 弘

△山 口 巖
山 田 信 博

△山 根 一 秀
吉 川 裕 之
吉 田 廣

助教授
石 井 朝 夫
植 野 映
臼 杵 悊
江 口 清
大 原 潔
大 原 信
鬼 澤 浩司郎
鬼 塚 正 孝
鴨 田 知 博
川 内 康 弘
久 賀 圭 祐

桑 克 彦
小 島 寛

△小 山 完 二
○佐々木 亮 孝
島 居 徹
島 野 仁
高 野 晋 吾
高 橋 宏
竹 越 一 博
堤 明 人

△角 田 肇
東 野 英利子
德 植 公 一

△轟 健
△永 瀬 宗 重
中 原 朗
中 村 二 郎
濱 田 洋 実
人 見 重 美
平 松 祐 司
堀 哲 夫
堀 正 士
堀 米 仁 志
本 間 覚
本 間 敏 明
本 間 真 人
前 野 哲 博
松 井 良 樹

△松 崎 靖 司
水 上 勝 義
水 谷 太 郎
宮 部 雅 幸
森 下 由紀雄
楊 景 堯
和 田 哲 郎
渡 邉 重 行
渡 邊 雅 彦

講 師
安部井 誠 人
鮎 澤 聡
新 井 恵 美
阿 武 泉
石 井 亜紀子
石 井 一 弘
石 井 幸 雄
石 川 成 美
磯 部 和 正
市 川 栄 子
伊 藤 聡

○稲 川 智
稲 留 征 典

井 上 成一朗
猪 股 伸 一
呉 勁
植 田 琢 也

△上 村 明
△上 村 和 也
榎 本 佳 治
遠 藤 隆 志
及 川 剛 宏
大久保 英 樹
大 越 靖

○大 坂 佳 子
△太 田 惠一朗
△大 津 真
大 塚 定 徳

○大 戸 達 之
○岡 田 智 志
岡 本 史 樹
沖 明 典
小 田 竜 也
小野寺 雅 史
小 畠 真 奈
加 治 優 一
金 森 章 浩

△金 岡 恒 治
金 子 新
河 合 弘 二

○河 合 伸 念
○川 名 啓 介
川 西 洋 一
河 野 了

△川 本 徹
木 澤 義 之
工 藤 豊一郎
國 松 聡
後 藤 大 輔
小 室 広 昭
近 藤 匡

○斎 藤 知 栄
酒 井 俊
酒 井 光 昭
坂 根 正 孝
坂 本 透
佐々木 惠 美
佐 藤 豊 実
佐 藤 浩 昭
佐 藤 藤 夫
佐 藤 正 樹

○佐 藤 雅 人
柴 田 靖
柴 原 健

△清 水 崇 史
清 水 芳 男
正 田 純 一
菅 原 信 二

△杉 浦 正 俊
鈴 川 和 己
鈴 木 謙 介
鈴 木 英 雄
鈴 木 浩 明
瀬 尾 由 広

○関 口 幸 夫
関 戸 哲 利

△曽 根 博 仁
高 橋 伸 二
高 橋 昭 光
高 橋 毅 法
高屋敷 明由美
武 田 徹
武 安 法 之

△田 島 啓 一
△太刀川 弘 和
田 中 優美子

△谷 向 知
田 渕 経 司
辻 茂 希
坪 井 康 次
寺 島 秀 夫

○飛 田 忠 道
○冨 所 康 志
△豊 島 秀 男
○中馬越 清 隆
○中 山 秀 次
△中 田 穂出美
西 浦 康 正
野 村 明 広
長谷川 雄 一
畑 寿太郎

△幡 多 政 治
原 尚 人
坂 東 裕 子
樋之津 史 郎

△平 井 みさ子
平 岡 孝 浩
平 山 暁

△平 山 浩 一
福 島 敬
福 田 妙 子
福 永 潔
藤 木 豊

○古 田 淳 一
星 拓 男

堀 孝 文
松 井 裕 史
松 崎 美 緒
松 下 昌之助
松 本 功
松 本 光 司
三 島 初
宮 園 弥 生
宮 永 直 人
向 井 陽 美

△望 月 昭 英
森 健 作
八 代 享

△谷 中 昭 典
柳 川 徹

○山 下 創一郎
△山 本 達 生
山 本 哲 哉
山 本 雅 由

○山 本 純 偉
△湯 澤 賢 治
△吉 澤 利 弘
△若 林 毅 俊
助 手
△伊 藤 周 作
瓜 田 泰 久
岡 本 嘉 一
木 内 貴 博
工 藤 寿 美

○清 水 雄
常 樂 晃

△染 谷 勝 巳
高 橋 実 穂
田 中 竜 太
富 樫 真 二

○中 村 明 澄
△橋 本 孝 之
原 友 紀

○福 田 邦 明
福 光 延 吉
松 坂 賢

○南 里 恵
○村 田 聡一郎
森 島 祐 子

○柳 澤 和 彦
山 縣 憲 司

○△横 尾 友 隆
吉 田 文 代

臨床医学系教員（２００６年１月１日～２００６年１２月３１日）

※職名は２００６年１２月３１日現在
○は期間内採用者
△は離職者（H１９年離職者含む）
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原 著
No.1 UwayamaJ,HirayamaA,YanagawaT,WarabiE,SugimotoR,ItohK,YamamotoM,

YoshidaH,KoyamaA,IshiiT:

TissuePrxⅠintheprotectionagainstFe-NTAandthereductionofnitroxylradicals.
BiochemBiophysResCommun339(1),226-231,2006

No.2 MoriguchiT,HamadaM,MoritoN,TerunumaT,HasegawaK,ZhangC,YokomizoT,EsakiR,

KurodaE,YohK,KudoT,NagataM,GreavesD.R,EngeJ.D,YamamotoM,TakahashiS:
MafBisessentialforrenaldevelomentandF4/80expressioninmacrophage.

MolecularandCellularBiology26(15),5715-5727,2006

No.3 KiwamotoT,IshiiY,MorishimaY,YohK,MaedaA,IshizakiK,IizukaT,HegabA.E,
MatsunoY,HommaS,NomuraA,SakamotoT,TakahashiS,SekizawaK:

TranscriptionfactorsT-betandGATA-3regulatedevelopmentofairwayremodeling.

AmericanJournalofRespiratoryandCriticalCareMedicine174,142-151,2006

No.4 KimuraT,IshiiY,YohK,MorishimaY,IizukaT,KiwamotoT,MatsunoY,HommaS,
NomuraA,SakamotoT,TakahashiS,SekizawaK:

OverexpressionofthetranscriptionfactorGATA-3enhancesthedevelopmentofpulmonary

fibrosis.

TheAmericanJournalofPathology169(1),96-104,2006

No.5 ShimohataH,YohK,MoritoN,ShimanoH,KudoT,TakahashiS:
MafKoverexpressioninpancreaticβ-cellscausedimpairmentofglucose-stimulatedinsulin
secretion.

BiochemicalandBiophysicalResearchCommunications346(2),671-680,2006

No.6 ShimizuY,NagataM,UsuiJ,HirayamaK,YohK,YamagataK,KobayashiM,KoyamaA:
Tissue-specificdistributionofanalternativelysplicedCOL4A5isoform andnon-random X

chromosome inactivation reflectphenotypic variation in heterozygous X-linked Alport

syndrome.

NephrologyDialysisTransplantation21(6),1582-1587,2006

No.7 KaiH,ShimizuY,HagiwaraM,YohK,HirayamaK,YamagataK,OhbaS,NagataM,
KoyamaA:

Post-MRSA infectionglomerulonephritiswithmarkedStaphylococcusaureuscellenvelope

antigendepositioninglomeruli.

JournalofNephrology19(2),215-219,2006

No.8 MoritoN,YohK,FujiokaY,NakanoT,ShimohataH,HashimotoY,YamadaA,MaedaA,
MatsunoF,HataH,SuzukiA,ImagawaS,MitsuyaH,EsumiH,KoyamaA,YamamotoM,

MoriN,TakahashiS:

Overexpressionofc-MafcontributestoT-celllymphomainboththemouseandhuman.

CancerResearch66,812-819,2006
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No.9 ArakawaY,ShimizuY,SakuraiH,KawamuraS,HashimotoY,KaiH,HagiwaraM,UsuiJ,
YohK,HirayamaK,YamagataK,KoyamaA:
PolyclonalactivationofanIgA subclassagainstStaphylococcusaureuscellmembrane

antigeninpost-methicillin-resistantS.aureusinfectionglomerulonephritis.

NephrologyDialysisTransplantation21(5),1448-1449,2006

No.10 NishiH,TomidaC,GotohM,YamagataK,AkiyamaH,ShimokamaY:
Chronicrenalfailurewithseveremesangiolysisinahematopoieticstem celltransplant

recipient.

RenalFailure28,519-522,2006

No.11 HagiwaraM,YamagataK,CapaldiRA,KoyamaA:
MitochondrialdysfunctioninfocalsegmentalglomerulosclerosisofPuromycinAminonucleo-

sideNephrosis

KidneyInt69(7),1146-1152,2006

No.12 EbiharaI,HirayamaK,UsuiJ,SekiM,HiguchiF,OtekiT,KobayashiM,YamagataK:
TubulointerstitialNephritisanduveitissyndromeassociatedwithhyperthyroidism.

ClinExpNephrol10,216-221,2006

No.13 HirayamaA,NagaseS:
Electronparamagneticresonanceimagingofoxidativestressinrenaldisease.

NephronClinicalPractice103,c71-c76,2006

No.14 TanabeK,MasudaK,HirayamaA,NagaseS,KonoI,KunoS:
EffectofSpontaneousExerciseonAntioxidantCapacityinRatMusclesDeterminedby

ElectronSpinResonance.

ActaPhysiologica186,119-125,2006

No.15 TanabeK,MasudaK,AjisakaR,MatsudaM,HirayamaA,NagaseS,KonoI,KunoS:
RelationshipsbetweenAge,DailyPhysicalActivity,AntioxidantCapacityandOxidative

StressamongMiddle-AgedandElderlyPeople.

InternationalJournalofSportandHealthScience

4(specialissue2),515-527,2006

No.16 金子修三,富田知栄,後藤達宏,山縣邦弘：
透析歴30年の長期血液透析患者に併発した下肢潰瘍の症例

臨床透析22(11),1579-1585,2006

総 説
No.1 小山哲夫,平山浩一,楊 景堯,清水芳男,荒川 洋,小林正貴:

MRSAによる糸球体腎炎
腎と透析60(3),433-441,2006

No.2 森戸直記,楊 景堯,高橋 智:
T-betノックアウトマウス

分子呼吸器病10,43-47,2006
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No.3 楊 景堯,小山哲夫:
分子腎臓病学の方法論

日本臨床64,S14-S17,2006
No.4 山縣邦弘,平山浩一,高橋秀人,小山哲夫:

わが国の急速進行性糸球体腎炎の治療におけるアフェレーシス療法の位置づけ
日本アフェレーシス学会雑誌25(1),12-20,2006

No.5 山縣邦弘,小山哲夫:
腎疾患とアフェレシス－最近の動向－ANCA関連血管炎

腎と透析60(2),252-256,2006
No.6 平山浩一,山縣邦弘,中村日出子,小林正貴,小山哲夫:

急速進行性糸球体腎炎
総合臨床55(4),1281-1287,2006

No.7 田中宏明,山縣邦弘:

【腎・尿路疾患 一般診療から専門診療へ】
腎・尿路疾患の診断と治療 疾患各論 急性腎炎症候群・急速進行性腎炎症候群

Medicina43(3),428-430,2006

No.8 楊 景堯：
【分子腎臓病学 分子生物学的アプローチと分子病態生理学】
基礎編 概論 分子腎臓病学の方法論

日本臨床64（増刊2）,14-17,2006
No.9 平山浩一,萩原正大,山縣邦弘,小山哲夫：

【分子腎臓病学 分子生物学的アプローチと分子病態生理学】
臨床編 各種腎疾患別の分子病態生理学 成因,病態,治療
原発性糸球体疾患 巣状分節性糸球体硬化症

日本臨床64（増刊2）,422-426,2006
No.10 清水芳男,山縣邦弘,小山哲夫：

【分子腎臓病学 分子生物学的アプローチと分子病態生理学】
臨床編 各種腎疾患別の分子病態生理学 成因,病態,治療
原発性糸球体疾患 急速進行性糸球体腎炎（RPGN）

日本臨床64（増刊2）,403-407,2006
No.11 山縣邦弘：

成人のＡ群β溶連菌による急性糸球体腎炎
日本医事新報4294,90-91,2006

No.12 山縣邦弘：
特集：急性腎炎 急速進行性糸球体腎炎

腎と透析61(1),105-109,2006
No.13 金子修三,山縣邦弘：

遷延する管内増殖性糸球体腎炎の診断と治療
腎と透析61(3),321-325,2006
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No.14 渡邊文代,富田知栄,後藤達宏,山縣邦弘：
高齢慢性腎不全患者の透析療法選択と予後．

腎と透析61巻別冊 腹膜透析2006,231-233,2006
No.15 関根理恵,安藤真美,小松紀子,富田知栄,後藤達宏：

腹膜透析より血液透析へ移行となる患者への支援．
腎と透析61巻別冊 腹膜透析2006,317-318,2006

著 書
No.1 山縣邦弘：

薬物による腎障害とその予防
腎機能を考えた安全な処方 深川雅史,深津敦司編

医薬ジャーナル,大阪,83-100,2006
No.2 山縣邦弘：

透析患者の免疫系の異常
透析患者への病態へのアプローチ 深川雅史編

金芳堂,京都,214-221,2006
No.3 松永恒明,山縣邦弘：

尿細管間質性腎炎
臨床病態学３ 泌尿生殖器疾患 赤座英之編
ヌーヴェルヒロカワ,東京,456-457,2006

No.4 山縣邦弘：
Ⅲ 検診 28.成人

腎・尿路疾患の診療指針’06 61増刊
東京医学社,東京,131-134,2006

No.5 OtekiT,NagaseS,HirayamaA,UedaA,YokoyamaH,YoshimuraT:
NitricOxidefromInducibleNitric-OxideSynthaseDoesnotExacerbateAdriamycin-Induced

TubulointerstitialInjury.

TheProceedingsoftheXIIICongressoftheSociety

forFreeRadicalResearchInternational.

MedimondInternationalProceedings273-277,2006

No.6 平山 暁,楊 景堯,永瀬宗重,植田敦志,樗木隆聡,石崎和沙,山田亜希子,伊東 健,
青柳一正,山本雅之,高橋 智,小山哲夫：

ストレプトゾトシン投与糖尿病モデルの早期腎障害におけるパーオキシナイトライトとヒ
ドロキシラジカルの関与

玉井 浩・柏原直樹監修,芦田 明・佐々木環・青柳一正編集
腎とフリーラジカル 第8集,東京医学社,東京,147-149,2006
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学会発表
No.1 YamagataK,HagiwaraM,ArakawaY,OhtekiT,KanekoS,ShimizuY,YohK,HirayamaK,

KoyamaA:

InfectiouscomplicationsinANCA associatedvasculitis;benefitsofhigh-doseintravenous

immunoglobulintreatment.

Internationalsymposiumontherapeuticstrategytothebestadvantage

ofcollaborationbetweenbasicresearchandclinicalresearch(Tokyo),2月,2006
No.2 清水芳男,平山浩一,楊 景堯,平山 暁,金子修三,松永恒明,萩原正大,荒川 洋,

山縣邦弘,長田道夫,永瀬宗重,小山哲夫：
正常妊娠中の先天性クロール下痢症患者

第16回腎と妊娠研究会（富山）3月,2006
No.3 樗木隆聡,永瀬宗重,平山 暁,植田敦志,井上真理子,横山秀克,大矢博昭,吉村哲彦,

草野英二：
iNOS由来のNOはアドリアマイシンによる尿細管間質障害を増悪させない．

第28回日本フリーラジカル学会（津）5月,2006
No.4 清水芳男,平山浩一,楊 景堯,金子修三,松永恒明,関 正則,荒川 洋,山縣邦弘,

小山哲夫：
マウス半月体形成糸球体腎炎モデルにおけるLine-1レトロトランスポゾン発現部位の解析

第49回日本腎臓学会学術総会（東京）6月,2006
No.5 萩原正大,山縣邦弘,荒川 洋,清水芳男,楊 景堯,平山浩一,小山哲夫：

巣状糸球体硬化病変におけるミトコンドリア異常の検討（第２報）
第49回日本腎臓学会学術総会（東京）6月,2006

No.6 山縣邦弘,萩原正大,中田和人,林 純一：
ミトコンドリア機能異常と蛋白尿発現機序

第49回日本腎臓学会学術総会（東京）6月,2006
No.7 MaedaA,FujiokaY,MoriguchiT,NakanoT,YohK,EngelJ.D,TakahashiS:

TransgenicrescueofGata3mutantmicebysympatheticnervoussystem-specific GATA-3

complementationrevealstheinvolvementofGATA-3onthelensfiberdevelopment.

The20thIUBMBInternationalCongressofBiochemistry

andMolecularBiologyand11thFAOBMBCongress（京都）6月,2006
No.8 金子修三,萩原正大,錦 健太,田中宏明,橋本優子,荒川 洋,樗木隆聡,清水芳男,

平山 暁,楊 景堯,平山浩一,小山哲夫,山縣邦弘：
PMX治療のミトコンドリア機能に対する効果の検討

第51回日本透析医学会学術集会（横浜）6月,2006
No.9 石津 隆,斉藤克典,金子洋子,多留賀功,平山 暁,楊 景堯：

当院維持透析患者におけるABI,PWVについての検討
第51回日本透析医学会学術集会（横浜）6月,2006

No.10 平山浩一,平山 暁,海老原至,関 正則,藤田省吾,小川裕二郎,中村日出子,永瀬宗重,
小林正貴,小山哲夫：

血液透析症例におけるsolubulefms-liketysosinekinase-1(sFlt-1)と過酸化脂質との関連
第51回日本透析医学会学術集会（横浜）6月,2006
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No.11 石津 隆,斉藤克典,金子洋子,多留賀功,平山 暁,楊 景堯：
当院医事透析患者におけるABI,PWVIについての検討

第51回日本透析医学会学術集会（横浜）6月,2006
No.12 高田健治,渡邊雅彦,小原真美,下畑 誉,清水芳男,平山浩一：

血液透析患者におけるRestlesslegssyndromeの調査と治療法による効果について
第51回日本透析医学会学術集会（横浜）6月,2006

No.13 渡辺文代,金子修三,萩原正大,清水芳男,平山 暁,楊 景堯,山縣邦弘,永瀬宗重：
ネフローゼ症候群に合併した血栓症の症例

第40回茨城腎研究会（水戸）6月,2006
No.14 金子修三,渡辺文代,萩原正大,清水芳男,平山 暁,楊 景堯,山縣邦弘,永瀬宗重：

HCV陰性の本態性クリオグロブリン血栓の一例
第40回茨城腎研究会（水戸）6月,2006

No.15 HirayamaA,OtekiT,UedaA,YohK,ShimizuY,NagaseS:
Renalredoximagingandinvivoanalysisduringantihypertensivetreatments

XLIIIERA-EDTACongress(Glasgow)7月,2006
No.16 AndouM,KomatsuN,TomidaC,GotohM:

Impactoftheprovisionofdialysis-relatedinformationonselectionofperitonealdialysis.

11thInternationalSocietyofPeritonealDialysis(HongKong)8月,2006
No.17 OtekiT,NagaseS,HirayamaA,UedaA,InoueM,YokoyamaH,YoshimuraT,KusanoE:

Nitricoxidefrom induciblenitric-oxidesynthasedoesnotexacerbateadriamycin—induced
tubulointerstitialinjury.

13thBiennialCongressoftheSoceiety

forFreeRadicalResearchInternational(Davos,Switzerland)8月,2006
No.18 廣島良規,富田知栄,藤田亜紀子,樋渡 昭,後藤達宏,藤田恒夫：

血液透析にて救命しえた重症リチウム中毒の一症例
第538回日本内科学会関東地方会（東京）9月,2006

No.19 大和田滋,平山 暁,永瀬宗重,後藤寿美江,西島冬彦,坂内堅二：
クレメジンの腎不全ラット腎・肝SOD活性と脂質代謝に対する効果

第18回腎とフリーラジカル研究会（つくば）9月,2006
No.20 ShimizuY,SekiM,SakuraiH,ArakawaY,WatanabeF,YohK,YamagataK,KoyamaA:

Staphylococcalcellmembrane antigen,a possible antigen in post-methicillin-resistant

Staphylococcusaureus(MRSA)infectionglomerulonephritis(GN)andIgA nephropathy

interactsdirectlywithculturedmesangialcells.

11th InternationalsymposiumonIgAnephropathy(Tokyo)10月,2006
No.21 ShimizuY,HirayamaK,KobayashiM,KanekoS,HagiwaraM,YohK,YamagataK,KoyamaA:

PatientswithIgAnephropathyrespondstronglythroughproductionofIgAwithlowavidity

againststaphylococcusaureus

11th InternationalsymposiumonIgAnephropathy(Tokyo)10月,2006
No.22 藤田亜紀子,富田知栄,後藤達宏,山縣邦弘：

肝硬変合併末期腎不全に腹膜透析導入が有効であった4症例の検討
第12回日本腹膜透析研究会／国際腹膜透析シンポジウム（大磯）10月,2006
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No.23 安部訓子,四十物由香,三和田陽介,古市美枝子,中村明子,泉 昌子,金沢嘉文,
立原由美子,石川祐一,鴨志田敏郎,青木一泰,上田和光,富田知栄：

当院におけるSGA評価の展開とその結果についての検討
第53回日本栄養改善学会（つくば）10月,2006

No.24 金子修三,渡邊文代,萩原正大,清水芳男,平山 暁,楊 景堯,山縣邦弘,永瀬宗重,
長田道夫,臼井丈一：
MGUS(IgA-κ)を伴う慢性糸球体腎炎の一例

第36回日本腎臓学会東部学術大会（横浜）11月,2006
No.25 渡邊文代,金子修三,萩原正大,清水芳男,平山 暁,楊 景堯,臼井丈一,長田道夫,

永瀬宗重,山縣邦弘,小山哲夫：
D-ペニシラミン投与後に微小変化型ネフローゼ症候群をきたした慢性関節リウマチの一例

第36回日本腎臓学会東部学術大会（横浜）11月,2006
No.26 HirayamaA:

TheoraladsorbentAST-120(Kremedine)altersthelowdensitylipoproteinprofile(LDL)in

chronicrenalfailure(CRF)rats.

39th AnnualMeetingandScientificExposition

oftheAmericanSocietyofNephrology（SanDiego,USA）11月,2006
No.27 平山 暁：

進行性腎疾患における酸化ストレス変動と治療介入効果判定へのInvivoESR/ESRI応用．
ミニシンポジウム「ESRバイオメディカルアプリケーション＜新たなるブレイクスルー＞」

第45回電子スピンサイエンス学会年会（京都）11月,2006

班研究報告
No.1 小山哲夫,有村義宏,新田孝作,槇野博史,和田隆志,武曾恵理,山縣邦弘,平山浩一,

高橋秀人,清水芳男,楊 景堯,萩原正大,荒川 洋,山口直人,小林正貴：
『急速進行性腎炎症候群の診療指針』改定にむけて

厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
急速進行性腎炎分科会分担研究報告書

その他
No.1 平山浩一：

招待講演「シクロスポリンと腎機能」
第3回つくば皮膚フォロム（つくば）1月,2006

No.2 山縣邦弘：
講演「ANCA関連血管炎における腎障害」

第50回（中）日本リウマチ学会総会・学術集会
／第15回国際リウマチシンポジウム（長崎）4月,2006

No.3 平山 暁：
講演「少量アルギニン投与による保存期腎不全病態改善効果」

第6回日本抗加齢医学会（東京）5月,2006
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No.4 平山 暁：
講演“Imagingofrenalredoxstatusduringantihypertensivetreatments”

日本腎臓学会総会（東京）6月,2006
No.5 小林正貴,山縣邦弘,桂 善也,（司会）山田信博,伊藤貞嘉：

座談会「糖尿病性腎症の発症予防と新たな治療戦略」
つくば糖尿病腎症学術講演会（つくば）6月,2006

No.6 山縣邦弘：
講演「腎疾患と臨床検査」

筑波臨床化学セミナー2006（つくば）7月,2006
No.7 山縣邦弘：

特別講演「慢性腎疾患の発症・進展機構と治療・予防」
筑波腎疾患治療研究会特別講演（つくば）7月,2006

No.8 平山 暁：
講演“Renalredoximagingandinvivoanalysisduringantihypertensivetreatments”

XLIIIERA-EDTACONGRESS(Glasgow,UK)7月,2006
No.9 山縣邦弘：

講演「腎不全・CKD・透析ケーススタディ」
第3回臨床研修医のための腎臓セミナー（東京）8月,2006

No.10 富田知栄,渡邊文代,後藤達宏,小松美知子,関奈津子,関根理恵,齊藤ひろみ,石原恵子,
姫路佳代,大久葉子,石井久美子,大槻知美,荒井美沙,八巻真理,関 薫,長谷川千絵,
安部里子,丹野絵美,豊田 希,根本みとり,安藤真美,小松紀子：
SMAPによるCAPD導入と支援

第5回SMAPコロキウム（東京）8月,2006
No.11 山縣邦弘：

特別講演「慢性腎疾患（CKD)の発症・進展機構と危険因子について」
第29回新潟腎カンファランス（新潟）9月,2006

No.12 山縣邦弘：
講演「腎炎の臨床」

第15回関東甲信越地区臨床検査技師会病理検査研究班合同講習会
（水戸）9月,2006

No.13 富田知栄：
講演「腹膜透析の栄養管理」

CAPDナースカレッジトレーナーコース（東京）9月,2006
No.14 山縣邦弘：

講演「慢性腎疾患（CKD）の発症危険因子と進展機構について」
第34回NEPHRONFORUM（岡山）10月,2006

No.15 平山 暁：
講演「保存期腎不全における少量アルギニン投与効果」

第27回グアジニノ化合物研究会（大阪）10月,2006
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No.16 山縣邦弘：
講演「進行性腎障害の原因・診断と治療について」

鹿島医師会学術講演会（神栖）10月,2006
No.17 山縣邦弘：

特別講演「腎機能障害者の進行因子」
D3-30運動第３回講習会（取手）10月,2006

No.18 山縣邦弘：
特別講演「茨城県の総合検診におけるCKD発症危険因子とその対策」

第24回腎と高血圧談話会（水戸）10月,2006
No.19 山縣邦弘：

特別講演「RPGNからみたANCA関連血管炎の治療と今後の展望」
第33回宮崎腎疾患研究会（宮崎）10月,2006

No.20 山縣邦弘：
講演「糸球体疾患の発症進展機序と治療について」

山梨ネフローゼ研究会（甲府）10月,2006
No.21 山縣邦弘：

講演「慢性進行性腎疾患の早期発見と発症リスクファクターについて～慢性腎不全滅をめ
ざしたCKD対策～」

熊本県腎臓学術講演会（熊本）11月,2006
No.22 富田知栄：

メタボリックシンドロームの降圧治療を考える：腎疾患合併高血圧の降圧
N型カルシウムチャネル研究会（つくば）11月,2006

No.23 山縣邦弘：
講演「検診で透析患者は減少するか？」

第4回臨床研修医のための腎臓セミナー（那覇）11月,2006
No.24 平山 暁：

教育講演「ESRの医学応用発展へ向けて－一腎臓臨床医の視点から－」
第45回電子スピンサイエンス学会年会（京都）11月,2006

No.25 山縣邦弘：
講演「茨城県におけるCKDの現状とその対策」

取手医師会講演会（取手）11月,2006
No.26 山縣邦弘：

基調講演「茨城県のCKD対策について」
茨城CKD学術講演会（つくば）12月,2006

No.27 山縣邦弘：
講演「CKDの発症因子と進展因子 その対策と現状」

金沢腎高血圧フォーラム（金沢）12月,2006
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膠原病・リウマチ・アレルギーグループ（2006年）

原 著
No.1 KoriY,MatsumotoI,HuaZhang,YasukochiT,HayashiT,IwanamiK,GotoD,ItoS,

TsutsumiA,SumidaT:
CharacterizationnofTh1/Th2type,glucose-6-phosphateisomerasereactiveTcellsinthe

generationofrheumatoidarthritis

AnnRheumDis.65,968-969,2006

No.2 ItoS,GrossWL,Reinhold-KellerE,GauseA,AriesP,RütherW,MansouryT,AwadR,
BadawyS,MurasawaA,GejyoF:

RheumatologyinJapan,Germany,andEgypt:ComparisonofMedicalPractices.

ActaMedBiol54(2),51-58,2006

No.3 KurataM,NozueM,SeinoK,MurataH,SumidaT,FukaoK:
IndicationsforsurgeryinintestinalBehçet’sdisease

Hepato-Gastroenterology53,60-63,2006

No.4 ItoS,SugiharaM,SuzukiT,MamuraM,GotoD,MatsumotoI,TsutsumiA,SumidaT:
DiagnosisofChlamydia-inducedreactivearthritis

InternMed45,37-37,2006

No.5 KaiH,ShibuyaK,WangY,KametaH,KameyamaT,Tahara-HanaokaS,MiyamotoA,

HondaS,MatsumotoI,KoyamaA,SumidaT,ShibuyaA:
CriticalroleofM.tuberculosisfordendriticcellmaturationtoinducecollagen-induced

arthritisinH-2bbackgroundofC57BL/6mice

Immunology118,233-239,2006

No.6 ChinoY,MurataH,GotoD,MatsumotoI,TsutsumiA,SakamotoT,OhtsukaM,SekisawaK,
ItoS,SumidaT:
T cellreceptorBV generepertoireoflymphocytesinbronchoalveolarlavagefluidof

Polymyositis/Dermatomyositispatientswithinterstitialpneumonitis

IntJMolMed17(1),101-109,2006

No.7 NaitoY,MatsumotoI,WakamatsuE,GotoD,ItoS,TsutsumiA,SumidaT:
AlteredpeptideligantsregulatemuscarinicacetylcholinereceptorreactiveTcellsofpatients

withSjogren’sSyndrome
Ann.Rheum.Dis.65,269-271,2006

No.8 YoshiokaH,ItoS,HandaS,TomihaS,KoseK,HaishiT,TsutsumiA,SumidaT:
Low-field compactmagnetic resonance imaging system forthe hand and wristin

rheumatoidarthritis.

J.Magn.Reson.Imaging23,370-376,2006

No.9 SuzukiE,TsutsumiA,GotoD,MatsumotoI,ItoS,OtsuM,OnoderaM,TakahashiS,SatoY,
SumidaT:

GenetransductionoftristetraprolinoritsactivedomainreducesTNF-αproductioninJurkat

Tcells.

Int.J.Mol.Med.17(5),801-809,2006
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No.10 SuzukiE,TsutsumiA,SugiharaM,MamuraM,GotoD,MatsumotoI,ItoS,IkedaK,
OchiaiN,SatoY,SumidaT:
ExpressionofTNF-α,tristetraprolin,T-cellintracellularantigen-1andHuantigenRgenes

insynobiumofpatientswithrheumatoidarthritis.

Int.J.Mol.Med.18,273-278,2006

No.11 TsutsumiA,HayashiT,ChinoY,GotoD,MatsumotoI,ItoS,SumidaT:
Significnaceofantiprothrombinantibodiesinpatientswithsystemiclupuserythematosus:

clinicalevaluationoftheantiprothrombinassayandtheantiphosphatidylserine/prothrombin

assay,andcomparisonwithotherphospholipidsantibodyassays.

Mod.Rheumatol.16,158-164,2006

No.12 WakamatsuE,MatsumotoI,YasukochiT,NaitoY,GotoD,MamuraM,ItoS,TsutsumiA,
SumidaT:
Overexpressionofphosphorylatedstat1-αinlabialsalivaryglandsofpatientswithSjogren’s
Syndrome

ArthritisRheum54,3476-3484,2006

No.13 OhnishiY,TsutsumiA,MatsumotoI,GotoD,ItoS,KuwanaM,UemuraY,NishimuraY,
SumidaT:
AlteredpeptideligandscontroltypeIIcollagen-reactiveTcellsfrom rheumatoidarthritis

patients

ModRheumatol16,226-228,2006

総 説
No.1 杉原誠人,堤 明人,住田孝之：

副腎皮質ステロイド薬
内科97(4),636-640,2006

No.2 岩波慶一,松本 功,住田孝之：
シェーグレン症候群

MedicalPractice 23(4),687-690,2006

No.3 伊藤 聡：
膠原病患者のステロイド性骨粗鬆症に対する薬物療法

痛みと臨床6(2),37-43,2006
No.4 鈴木 豪,後藤大輔,住田孝之：

わが国で繁用される抗リウマチ薬
－サラゾスルファピリジン,ブシラミン,注射金剤－

カレントテラピー24(5),79-83,2006
No.5 岩波慶一,住田孝之：

アレルギー性肉芽腫性血管炎
内科97(6),1245,2006

No.6 住田孝之：
自己抗原に対する免疫応答とその異常

臨床免疫45(5),538-543,2006
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No.7 若松 英,住田孝之：
シェーグレン症候群患者唾液腺におけるSTAT1-α遺伝子の過剰発現

臨床免疫45(5),550-555,2006
No.8 堤 明人：

RS3PE症候群 リウマチと間違われやすい疾患
診断と治療94(7),1179-1182,2006

No.9 住田孝之：
T細胞エピトープのアナログペプチドによる自己免疫疾患の制御

分子リウマチ3(3),193-198,2006
No.10 住田孝之,伊藤 聡,半田晋也,杉原誠人,鈴木 豪,岩波慶一,千野裕介,林 太智,

荻島 博,坪井洋人,近藤裕也,石井 亘,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,

吉岡 大,巨瀬勝美：
次世代の診断技術：コンパクトMRI
－関節リウマチの早期診断と生物学的製剤による治療評価－

分子リウマチ3(3),256-263,2006
No.11 松本 功,住田孝之：

抗GPI(glucose-6-phosphateisomerase)抗体
リウマチ科36(1),81-87,2006

No.12 後藤大輔,住田孝之：
特集／膠原病診療のポイント
診断 強皮症,CREST症候群

診断と治療94(10),73-79,2006
No.13 堤 明人：

混合性結合組織病,オーバーラップ症候群
診断と治療94(10),1896-1900,2006

No.14 伊藤 聡：
ステロイド性骨粗鬆症の病態と治療

高崎医学56,39-44,2006
No.15 堤 明人,伊藤 聡,高屋敷明由美,大塚藤男,中山凱夫,住田孝之：

医学部1年生への早期体験学習としての外来初診患者エスコート実習の試み
医学教育37(5),305-310,2006

No.16 後藤大輔：
関節リウマチのaggressivetherapy
adalimumab：第三のTNFブロッカーとしてどう使うか？

Mebio,23(12),59-67,2006

No.17 和田大志,三島 初,村井伸司,石井朝夫,後藤大輔,落合直之：
感染との鑑別を要しTHA再々置換を行ったリウマチ性多発筋痛症の1例

日本骨・関節感染症学会雑誌20,132-135,2006
No.18 松本 功：

自己抗体誘導性関節炎モデル
内科97,355-358,2006
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No.19 松本 功：
関節リウマチにおける抗glucose-6-phosphateisomerase(GPI)抗体

分子リウマチ3,21-27,2006
No.20 内田 温,杉原誠人,伊藤 聡,野渡剛之,国方俊雄,鈴木 豪,後藤大輔,松本 功,

堤 明人,住田孝之：
右上肢腫脹の精査中にKL-6上昇を契機として卵巣癌が発見されたamyopathic
dermatomyositis,傍腫瘍症候群の1例

日本内科学会雑誌95,130-132,2006
No.21 松本 功：

関節炎における自己抗体と炎症性サイトカインの関係
臨床免疫45,292-296,2006

No.22 松本 功：
抗glucose-6-phosphateisomerase抗体の病原性

臨床免疫45,640-644,2006
No.23 松本 功：

核抗原に対する自己免疫の発現とToll様レセプター
臨床免疫・アレルギー科46,200-204,2006

著 書
No.1 千野裕介,堤 明人,住田孝之：

関節リウマチにおけるステロイド治療法
ステロイドの使い方 コツと落とし穴 水島 裕 編集,川合眞一 編集協力

中山書店,22-23,2006
No.2 林 太智,松本 功,住田孝之：

Sjögren症候群におけるステロイド治療
ステロイドの使い方 コツと落とし穴 水島 裕 編集,川合眞一 編集協力

中山書店,44-45,2006
No.3 林 太智,住田孝之：

リウマトイド因子
検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版

中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,
中外医学社,486-490,2006

No.4 鈴木 豪,松本 功,住田孝之：
抗ガラクトース欠損IgG抗体

検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版
中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,

中外医学社,491-492,2006
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No.5 千野裕介,伊藤 聡,住田孝之：
LE細胞テスト,LEテスト
検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版

中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,
中外医学社,493-495,2006

No.6 荻島 博,伊藤 聡,住田孝之：
抗DNA抗体

検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版
中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,

中外医学社,496-498,2006
No.7 杉原誠人,堤 明人,住田孝之：

抗カルジオリピン抗体／抗β2-グリコプロテインI抗体,ループスアンチコアグラント
検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版

中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,
中外医学社,499-502,2006

No.8 石井 亘,真村瑞子,住田孝之：
抗RNP抗体,抗Sm抗体

検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版
中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,

中外医学社,503-504,2006
No.9 岩波慶一,後藤大輔,住田孝之：

抗SS-A/Ro抗体,抗SS-B/La抗体,抗Scl-70（トポイソメラーゼI）抗体
検査値のみかた －付 パニック値・警戒値－ 改訂3版

中井利昭 編集代表,尾崎由基男,小室一成,小田原雅人,野村文夫 編集,
中外医学社,505-508,2006

No.10 住田孝之：
膠原病・リウマチの概念と歴史

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,2-7,2006

No.11 松本 功：
自己抗体と自己免疫疾患

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,34-40,2006

No.12 堤 明人：
貧血

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,76-81,2006

No.13 伊藤 聡：
Raynaud現象

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,82-86,2006
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No.14 堤 明人：
梅毒血清反応生物学的偽陽性

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,182-184,2006

No.15 住田孝之：
Sjögren症候群

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,260-268,2006

No.16 堤 明人：
リウマチ性多発筋痛症

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,344-348,2006

No.17 伊藤 聡：
変形性関節症

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,406-408,2006

No.18 伊藤 聡：
痛風

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,408-411,2006

No.19 堤 明人：
偽痛風

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,411-412,2006

No.20 堤 明人：
remittigseronegativesymmetricalsynovitiswithpittingedema

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,413-414,2006

No.21 堤 明人：
反射性交感性ジストロフィー

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,414-415,2006

No.22 堤 明人：
Weber-Christian病

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,415-416,2006

No.23 後藤大輔：
神経障害性関節症

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,420-423,2006
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No.24 後藤大輔：
膠原病・リウマチ疾患の診断基準一覧

EXPERT 膠原病・リウマチ改訂第2版
住田孝之編集 診断と治療社,436-458,2006

研究報告
No.1 堤 明人：

マンノース結合レクチン等コレクチンと自己免疫疾患
創薬等ヒューマンサイエンス総合事業班会議（旭川）1月12日,2006

No.2 後藤大輔,吉賀洋平,真村瑞子,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
強皮症患者における可溶性CD1dとNKT細胞反応性の解析

厚生労働省「強皮症における病因解明と根治的治療法の開発」研究班
2005年度班会議・第9回強皮症研究会議（東京）1月14日,2006

No.3 真村瑞子,住田孝之：
TGF-βアンタゴニストを介した自己免疫疾患の制御

厚生労働省 免疫・アレルギー疾患予防・治療研究事業
「免疫疾患に対する免疫抑制療法等先端的新規治療法に関する」研究班

平成17年度班会議（東京）1月18日,2006
No.4 伊藤 聡：

Laser-microdissection(LMD)法によるループス腎炎浸潤T細胞の解析に関する研究
平成17年度班会議厚生労働省 難治性疾患克服研究事業

自己免疫に関する調査研究班第二回班会議（東京）1月19日,2006
No.5 住田孝之,松本 功,若松 英,中村友美,渡辺陽子,岩波慶一：

アナログペプチドによる抗原特異的免疫分子制御法の開発に関する研究
厚生労働省難治性疾患克服研究事業

「新たな診断・治療法開発のための免疫学的手法の開発に関する研究」班
平成17年度班会議（東京）1月20日,2006

No.6 松本 功：
自己抗原および関節炎誘導分子修飾による自己抗体産生制御

厚生労働省難治性疾患克服研究事業
「新たな診断・治療法開発のための免疫学的手法の開発に関する研究」班

平成17年度班会議（東京）1月20日,2006
No.7 住田孝之：

コンパクトMRIを用いた関節リウマチの早期診断法の確立に関する研究
厚生労働省（免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業）

関節リウマチの早期診断法の確立及び臨床経過の予測に関する研究班
平成17年度総括・分担研究報告書

１６

膠原病・リウマチ・アレルギーグループ（2006年）



No.8 伊藤 聡：
当科におけるRA患者でのinfliximab治療反応性の予測に関する研究

厚生労働省（免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業）
リウマチ・アレルギー疾患の治療反応性予測因子の確立及び

テーラーメイド治療法の確立に関する研究班
平成17年度総括・分担研究報告書

No.9 住田孝之：
etanerceptの効果検定と効果予測因子の検索に関する研究

厚生労働省（免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業）
関節リウマチ治療における新規生物製剤の治療方針の作成及びその検証に関する研究班

平成17年度総括・分担研究報告書
No.10 住田孝之：

TGF-βアンタゴニストを介した自己免疫疾患の制御に関する研究
厚生労働省（免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業）

免疫疾患に対する免疫抑制療法等先端的新規治療法に関する研究班
平成17年度総括・分担研究報告書

No.11 住田孝之：
コンパクトMRIを用いた関節リウマチの早期診断法の確立Ⅱ

厚生労働省 免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業
「関節リウマチの早期診断法の確立及び臨床経過の予測に関する研究」班

平成18年度班会議（東京）12月21日,2006
No.12 住田孝之：

infliximabの効果検定と効果予測因子の検索Ⅱ
厚生労働省 免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業

「関節リウマチ治療における新規生物製剤の治療方針の作成及び
その検証に関する研究」班

平成18年度班会議（東京）12月21日,2006
No.13 伊藤 聡：

インフリキシマブ使用関節リウマチ患者における手足X線所見の変化に関する研究
厚生労働省 免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業

「リウマチ・アレルギー疾患の治療反応性因子の確立及び
テーラーメイド治療法の確立に関する研究」班
平成18年度班会議（東京）12月21日,2006

No.14 住田孝之,真村瑞子：
TGF-βアンタゴニストを介した自己免疫疾患の制御に関する研究

厚生労働省 免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業
「免疫疾患に対する免疫抑制療法等先端的新規治療法に関する研究」班

平成18年度班会議（東京）12月22日,2006
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その他
No.1 伊藤 聡：

膠原病治療の最近の進歩
増刊HSK（つどい）No.4,15-19,2006

No.2 住田孝之,堤 明人,伊藤 聡,松本 功,後藤大輔：
全身性硬化症（強皮症）および関連疾患 （訳）

ハリソン内科学 第二版 福井次矢,黒川清,日本語版監修,
メディカル・サイエンス・インターナショナル,2032-3043,2006

No.3 伊藤 聡：
ツーリング仲間とバイクで“風になる”

ジャミックジャーナル 26(6),107,2006

No.4 住田孝之：
ゲストコメンテーターとして出席

第5回東北臨床免疫研究会（盛岡）8月5日,2006
No.5 伊藤 聡：

長崎は今日も雨だった
分子リウマチ 3(4),81-83,2006

No.6 伊藤 聡：
支部創立40周年に寄せて

SSK 流 (45)7,2006

学会発表
No.1 住田孝之：

免疫のしくみとその破綻
平成17年度静岡県医師会社会保険伝達講習会（静岡）1月,2006

No.2 住田孝之：
リウマチ治療のトピックス

福島県立医科大学第二内科特別講義（福島）2月,2006
No.3 松本 功：

自己抗体誘導性関節炎のメカニズムとその制御機構の解明
「生体と制御」研究領域第二回研究報告会（東京）2月,2006

No.4 住田孝之：
シェーグレン症候群—最新の話題—

AichiSjogren’sSyndromeConference(ASSC)8th Meeting（名古屋）2月,2006
No.5 住田孝之：

消炎鎮痛剤はどんなときに必要か？
リウマチ・アレルギーシンポジウムPart2TOKYO（東京）2月,2006

No.6 鈴木 豪,荻島 博,石井 亘,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
当科にてトシリズマブ（抗IL-6レセプター抗体）の投与を行ったキャッスルマン病３例

第534回日本内科学会関東地方会（東京）3月,2006
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No.7 住田孝之：
関節リウマチ治療のトピックス

第5回山形リウマチ懇話会（山形）3月,2006
No.8 伊藤 聡：

高齢リウマチ患者のケアアプローチ
第13回新潟リウマチのケア研究会（新潟）3月,2006

No.9 住田孝之：
シェーグレン症候群発症の分子機構

第51回金沢皮膚研究会（金沢）3月,2006
No.10 伊藤 聡：

関節リウマチ治療の最前線
第17回東北アフェレーシス研究会および技術講習会（仙台）3月,2006

No.11 伊藤 聡：
関節リウマチ治療の最前線

第40回信州リウマチ膠原病懇談会（松本）4月,2006
No.12 杉原誠人,堤 明人,荻島 博,千野裕介,石井 亘,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,

伊藤 聡,住田孝之：
AU-richelementbindingprotein遺伝子発現と関節リウマチ患者でのinfliximab効果予測

第103回日本内科学会講演会（横浜）4月,2006
No.13 伊藤 聡：

膠原病腎疾患におけるＡＲＢの有効性
第11回豊腎会（新潟）4月,2006

No.14 住田孝之：
膠原病の難治性病態 アニュアルレクチャーコース座長

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.15 後藤大輔,吉賀洋平,香城 諭,真村瑞子,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

自己免疫疾患患者における変異型CD1d刺激を介したNKT細胞による免疫制御機構に関す
る検討

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.16 杉原誠人,堤 明人,岩波慶一,荻島 博,鈴木 豪,林 太智,千野裕介,石井 亘,

真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,住田孝之：
Infliximab治療中の関節リウマチ患者におけるTNF&alpha;mRNAの転写後制御因子,
TTP,TIA-1およびHuRの遺伝子発現

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.17 松本 功,安河内孝徳,張 華,岩波慶一,渡辺陽子,後藤大輔,真村端子,伊藤 聡,

堤 明人,住田孝之：
GPI免疫関節炎マウスにおける抗原特異的Th1細胞の役割

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.18 渡辺陽子,松本 功,岩波慶一,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

Glucose-6-phosphateisomerase(GPI)により誘導される関節炎でのB細胞の役割
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
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No.19 林 太智,松本 功,千野裕介,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
抗glucose-6-phosphateisomerase(GPI)抗体陽性関節リウマチ患者滑膜における免疫グロ
ブリン重鎖可変領域の解析

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.20 伊藤 聡,杉原誠人,荻島 博,千野裕介,石井 亘,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,

堤 明人,住田孝之：
当科におけるRA患者でのinfliximab治療反応性の予測

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.21 半田晋也,拝師智之,巨瀬勝美,吉岡 大,住田孝之,伊藤 聡：

関節リウマチ診断用コンパクトMRIの開発
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006

No.22 松井弘斗,堤 明人,杉原誠人,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,住田孝之：
関節リウマチ（RA）患者におけるPre-B-cellcolony-enhancingfactor(PBEF)遺伝子の発現

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.23 鈴木 豪,伊藤 聡,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,住田孝之：

ステロイド性骨粗鬆症における各種治療薬の尿中カルシウム（Ca）排泄,低カルボキシル
化オステオカルシン（ucOC）に及ぼす影響についての検討

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.24 堤 明人：

シンポジウム9機能分子を標的にしたリウマチ性疾患の治療
TNF-αの制御分子をターゲットとした治療戦略

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.25 千野裕介,伊藤 聡,林 太智,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,住田孝之：

Laser-microdissection(LMD)法を用いたMRL/lprマウスの腎浸潤T細胞の解析
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006

No.26 岩波慶一,松本 功,渡辺陽子,張 華,安河内孝徳,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,

堤 明人,住田孝之：
GPI誘導性関節炎におけるT細胞エピトープの解析

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.27 吉賀洋平,後藤大輔,大西康之,真村瑞子,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

コラーゲン誘導関節炎（CIA）発症におけるVα14NKT細胞の機能解析
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006

No.28 若松 英,松本 功,安河内孝徳,中村友美,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,

住田孝之：
シェーグレン症候群患者唾液腺におけるリン酸化STAT1-αの過剰発現

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.29 中村友美,若松 英,松本 功,冨板美奈子,河野陽一,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,

堤 明人,住田孝之：
シェーグレン症候群患者におけるムスカリン作動性アセチルコリン受容体（M3R）に対す
る自己抗体の解析

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
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No.30 荻島 博,杉原誠人,伊藤 聡,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,住田孝之：
ステロイド性糖尿病の早期発見とコントロールについての検討

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006
No.31 石井 亘,下島恭弘,松田正之,松本 功,堤 明人,住田孝之,池田修一：

多発性筋炎・皮膚筋炎の免疫学的特徴についての検討
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006

No.32 堤 明人,杉原誠人,岩波慶一,荻島 博,鈴木 豪,石井 亘,林 太智,千野裕介,
真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,住田孝之：

関節リウマチ患者におけるトリステトラプロリン (TTP)遺伝子多型性
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会（長崎）4月,2006

No.33 伊藤 聡：
高齢者における関節リウマチ治療について

第50回日本リウマチ学会総会・学術集会 ランチョンセミナー23
（長崎）4月,2006

No.34 桑名正隆,佐藤伸一,石川 治,近藤啓文,川口鎮司,美崎義堅,後藤大輔,安田 泉,
藤咲 淳,竹原和彦：

強皮症におけるHAQの経時的変化の検討
第50回日本リウマチ学会総会・学術集会／第15回国際リウマチシンポジウム

（長崎）4月,2006
No.35 WakamatsuE,MatsumotoI,YasukochiT,NakamuraY,MamuraM,GotoD,ItoS,TsutsumiA,

SumidaT:
OverexpressionofphosphorylatedSTAT1-alphainlabialsalivaryglandsofpatientswith

Sjögren’ssyndrome
IXthInternationalSymposiumonSjogren’sSyndrome

(Washington,D.C.USA)4月,2006
No.36 伊藤 聡：

更年期女性の不定愁訴と目・口腔乾燥症を考える！
免疫的疾患に悩む市民のための健康講座（つくば）5月,2006

No.37 伊藤 聡：
シェーグレン症候群の診断と治療
口腔乾燥症の取り扱い
シェーグレン症候群の病診連携

県南地区医師会学術講演会（つくば）5月,2006
No.38 住田孝之：

シェーグレン症候群の内科学：診断と治療
第11回シェーグレン症候群セミナー2006（東京）5月,2006

No.39 若松 英,中村友美,松本 功,住田孝之：
抗M3R抗体の機能解析

第11回シェーグレン症候群セミナー2006（東京）5月,2006
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No.40 住田孝之：
リウマチ疾患の基礎と臨床

新潟大学大学院特別講義（新潟）6月,2006
No.41 織田彰子,渡邊雅彦,玉岡 晃,伊藤 聡,住田孝之：

重篤な多発根神経炎を合併したSLEの1例
第536回日本内科学会関東地方会（東京）6月,2006

No.42 伊藤 聡：
関節リウマチの症状・所見と診断・鑑別診断

リウマチのケア研修会（つくば）6月,2006
No.43 住田孝之：

関節リウマチの薬物治療
リウマチのケア研修会（つくば）6月,2006

No.44 住田孝之：
免疫のしくみと破綻

平成18年度社会保険指導者講習会伝達講習会（水戸）6月,2006
No.45 伊藤 聡：

免疫疾患（膠原病・リウマチ）の診断と治療
平成18年度社会保険指導者講習会伝達講習会（水戸）6月,2006

No.46 石井 亘,谷貝理沙,米澤朋子,荻島 博,鈴木 豪,岩波慶一,河野美佳,杉原誠人,
林 太智,千野裕介,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

両側大脳半球にびまん性の白質病変を認めた全身性エリテマトーデスの一例
第47回関東リウマチ研究会（東京）6月,2006

No.47 松本 功：
ブレディニンのRA治療における位置付けと有用性が期待できる治療方法について

ブレディニンRAフォーラム－北陸（金沢）6月,2006
No.48 伊藤 聡：

NSAID潰瘍の病態と治療－関節リウマチ治療の問題点と対処法－
茨城県臨床整形外科医会学術講演会（つくば）6月,2006

No.49 SugiharaM,TsutsumiA,SuzukiE,SuzukiT,OgishimaH,HayashiT,ChinoY,IshiiW,
MamuraM,GotoD,MatsumotoI,ItoS,SumidaT:
GeneExpressionsofTNF-α,Tristetraprolin,Tcellinternalantigen-1andHuantigenRin

Rheumatoidarthritispatientstreatedwithinfliximab

AnnualEuropeanCongressofRHEUMATOLOGY

EULAR2006(Amsterdam),6月,2006
No.50 伊藤 聡：

リウマチの肺障害KL-6測定の意義
第11回新潟リウマチ医の会（新潟）7月,2006

No.51 住田孝之：
リウマチと間違える疾患：シェーグレン症候群

群馬地区リウマチ教育研修会（群馬）7月,2006
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No.52 渡辺陽子,松本 功,岩波慶一,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
Glucose-6-phosphateisomerase(GPI)により誘導される関節炎でのB細胞の役割

第27回日本炎症・再生医学会（東京）7月,2006
No.53 浅野恵子,木村清美,児成美也子,高橋純子,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,

堤 明人,住田孝之：
関節リウマチ教育入院の評価

第3回茨城リウマチケア研究会（つくば）7月,2006
No.54 川久保裕,長谷川晶子,皆川美由紀,宮野奈緒子,山田 緑,氏家みどり,真村瑞子,

後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
悪性関節リウマチ患者のセルフケア援助

第3回茨城リウマチケア研究会（つくば）7月,2006
No.55 住田孝之：

自己免疫疾患の抗原特異的制御は可能か？
第2回リウマチヤングアカデミー（札幌）7月,2006

No.56 伊藤 聡,近藤裕也,岩波慶一,坪井洋人,河野美佳,杉原誠人,鈴木 豪,石井 亘,
真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,住田孝之：

シェーグレン症候群で認められる精神神経症状とその対策
第3回免疫疾患フォーラム（つくば）7月,2006

No.57 住田孝之：
リウマチ性疾患の発症機序

第32回リウマチ中央教育研修会プログラム（東京）7月,2006
No.58 住田孝之：

Paneldiscussion－明日からの関節リウマチの日常診療を考える
検証 この3年間,関節リウマチ患者にもたらされたベネフィットを考える〜画像評価の
重要性,アンカードラッグとしてのMTXを考える〜
総括 これからの日常診療におけるレミケードの使い方〜より高いゴールを目指して〜

レミケード関節リウマチ効能追加3周年記念講演会（東京）7月,2006
No.59 住田孝之：

リウマチ治療の進歩
茨城県臨床整形外科医会学術講演会（水戸）9月,2006

No.60 伊藤 聡：
膠原病治療の最新の話題〜降圧療法を中心に〜

茨城県薬剤師会石岡支部集合研修会（石岡）9月,2006
No.61 住田孝之：

内科医から見たシェーグレン症候群の病態
第3回ドライマウス研究会 アドバンストコース講習会（東京）9月,2006

No.62 住田孝之：
シェーグレン症候群におけるM3Rに対する免疫応答

第48回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会（横浜）9月,2006
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No.63 伊藤 聡：
骨粗鬆症治療NewStageへ（ステロイド性骨粗鬆症を中心に）

白河地区学術講演会（福島）9月,2006
No.64 坪井洋人,近藤裕也,岩波慶一,河野美佳,杉原誠人,鈴木 豪,石井 亘,真村瑞子,

後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
当科におけるエンブレルの使用経験

第5回リウマチ治療研究会（つくば）9月,2006
No.65 中村友美,若松 英,松本 功,内藤裕介,冨板美奈子,河野陽一,森 雅亮,横田俊平,

真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
小児発症シェーグレン症候群患者において高頻度に存在するM3ムスカリン作動性アセチ
ルコリン受容体に対する自己抗体

第15回日本シェーグレン症候群研究会（鶴見）9月,2006
No.66 若松 英,松本 功,安河内孝徳,中村友美,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,

住田孝之：
シェーグレン症候群患者唾液腺におけるリン酸化STAT1-αの過剰発現

第15回日本シェーグレン症候群研究会（鶴見）9月,2006
No.67 中村友美,若松 英,松本 功,内藤祐介,冨板美奈子,河野陽一,森 雅亮,横田俊平,

真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
小児発症シェーグレン症候群患者において高頻度に存在するM3ムスカリン作動性アセチ
ルコリン受容体に対する自己抗体

第34回日本臨床免疫学会総会（東京）10月,2006
No.68 吉賀洋平,後藤大輔,真村瑞子,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

NKT細胞産生IL-17のコラーゲン誘発性関節炎（CIA）発症への関与
第34回日本臨床免疫学会総会（東京）10月,2006

No.69 住田孝之：
最新リウマチ治療はおもしろい！

第39回新潟リウマチ研究会（新潟）10月,2006
No.70 伊藤 聡：

膠原病腎疾患におけるACEI・ARBの有効性
ClinicalSpecialistMeetinginNagaoka（新潟）10月,2006

No.71 住田孝之：
リウマチの内科的治療：DMARDsと生物学的製剤の使い方

第17回日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会（徳島）10月,2006
No.72 小林哲夫,伊藤 聡,山本幸司,杉田典子,田井秀明,住田孝之,吉江弘正：

関節リウマチおよび歯周炎患者におけるFc受容体およびIL-1遺伝子多型の解析
日本歯周病学会（大阪）10月,2006

No.73 高野洋平,坪井洋人,伊藤 聡,近藤裕也,岩波慶一,杉原誠人,河野美佳,鈴木 豪,
石井 亘,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,住田孝之：

ステロイドパルス療法とシクロホスファミドパルス療法,血漿交換療法により救命できた
肺胞出血で発症した顕微鏡的多発血管炎の一例

茨城リウマチ（つくば）10月,2006

２４

膠原病・リウマチ・アレルギーグループ（2006年）



No.74 伊藤 聡：
整形外科医における高齢リウマチ患者への対応

第34回日本リウマチ・関節外科学会モーニングセミナー
（新潟）11月,2006

No.75 伊藤 聡：
インフリキシマブ使用ＲＡ患者の手足X線所見の変化に関する検討

第34回日本リウマチ・関節外科学会シンポジウム3（新潟）11月,2006
No.76 伊藤 聡：

ステロイド性骨粗鬆症の予防と治療
医療講演会—膠原病と上手につきあうためにⅦ—（新潟）11月,2006

No.77 YoshigaY,GotoD,MamuraM,MatsumotoI,ItoS,TsutsumiA,SumidaT:
NKTCellsDerivedIL-17ParticipatesinthePathogenesisofCpllagen-InducedArthritis.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.78 SugiharaM,TsutsumiA,SuzukiE,MatsuiH,KohnoM,SuzukiT,IshiiW,MamuraM,

GotoD,MatsumotoI,ItoS,SumidaT:
GeneExpressionsofTumorNecrosisFactor-α Post-TranscriptionalRegulators,Tristetrapro-

lin,T CellIntracellularAntigen-1andHuAntigenR inRheumatoidArthritisPatients

TreatedwithInfliximab

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.79 TanakaY,YamamotoK,TakeuchiT,NishimotoN,MiyasakaN,SumidaT,KoikeT:

A Multi-CenterPhaseI/IITrialofRituximabforTreatmentofRefractorySystemicLupus

Erythematosus

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.80 MatsumotoI,IwanamiK,WatanabeY,InoueA,GotoD,ItoS,TsutsumiA,SumidaT:

IndispensableRoleofTnfα intheGenerationofArthritisImmunizedbyGlucose-6-

PhosphateIsomerase.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.81 WatanabeY,MatsumotoI,IwanamiK,InoueA,MamuraM,GotoD,ItoS,TsutsumiA,

SumidaT:
CrucialRoleofBCellinArthritisImmunizedbyGlucose-6-PhosphateIsomerase.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.82 IwanamiK,MatsumotoI,WatanabeY,InoueA,GotoD,ItoS,TsutsumiA,SumidaT:

GPI-InducedArthritisisMediatedByTh-17Cells.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.83 MatsuiH,TsutsumiA,SugiharaM,KohnoM,SuzukiT,MamuraM,GotoD,MatsumotoI,

ItoS,SumidaT:
Expression ofPre-B-CellColony-Enhancing FactorGenein Patientswith Rheumatoid

Arthritis.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
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No.84 GotoD,YoshigaY,KojoS,MatsumotoI,ItoS,TsutsumiA,SumidaT:
TheExpressionandFunctionofCD1dVariantsinPatientswithAutoimmuneDisease.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.85 IshiW,MatsudaM,ShimojimaY,MamuraM,GotoD,MatsumotoI,ItoS,TsutsumiA,

SumidaT,IkedaS:
LymphocyteCharacteristicsinPatientswithPolymyositisandDermatomyositis.

2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006
No.86 WakamatsuE,MatsumotoI,YasukochiT,NakamuraY,MamuraM,GotoD,ItoS,TsutsumiA,

SumidaT:
OverexpressionofPhosphorylatedStat1-AlphainLabialSalivaryGlandsofPatientswith

Sjögren’sSyndrome.
2006ANNUALSCIENTIFICMEETINGontheACR(US)11月,2006

No.87 住田孝之：
整形外科医のためのメトトレキサートの使い方

第12回荒川整形外科フォーラム21（東京）11月,2006
No.88 住田孝之：

関節リウマチとタクロリムス
第21回日本臨床リウマチ学会ランチョンセミナー司会（東京）11月,2006

No.89 住田孝之：
シェーグレン症候群発症の分子機構と治療戦略

第6回栃木県シェーグレンの会（栃木）11月,2006
No.90 IwanamiK,MatsumotoI,WatanabeY,InoueA,GotoD,ItoS,TsutsumiA,SumidaT:

GPI-INDUCEDARTHRITISISMEDIATEDBYTH-17CELLS

5th INTERNATIONALCONGRESSONAUTOIMMUNITY(ITALY)11月,2006
No.91 WakamatsuE,MatsumotoI,YasukochiT,NakamuraY,MamuraM,GotoD,ItoS,TsutsumiA,

SumidaT:
OVEREXPRESSION OF PHOSPHORYLATED STAT1-ALPHA IN LABIAL SALIVARY

GLANDSOFPATIENTSWITHSJOGREN’SSYNDROME
5th INTERNATIONALCONGRESSONAUTOIMMUNITY(ITALY)11月,2006

No.92 後藤大輔：
膠原病の最新治療と日常生活の留意点

第２回膠原病講演会（水戸）12月,2006
No.93 坂寄 健,坪井洋人,伊藤 聡,近藤裕也,石井 亘,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,

堤 明人,住田孝之：
SLE・慢性腎不全に対する維持透析中に透析アミロイドーシスによる両肩関節炎を発症
し,β2ミクログロブリン除去カラムを導入した1例

第17回日本リウマチ学会関東支部学術集会（東京）12月,2006
No.94 堤 明人,NadesPalaniyar,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,住田孝之：

Detection ofIgG binding to surfactantprotein D by single molecularfluorescence

spectroscopy

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
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No.95 王 英歌,伊藤 聡,千野裕介,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,堤 明人,住田孝之：
AnalysisofT CellsInfiltratedinKidneysofMRL/lprMousebyLaser-Microdissection

(LMD)Method

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.96 若松 英,松本 功,安河内孝徳,中村友美,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,

住田孝之：
OverexpressionofSTAT1-αinlabialsalivaryglandsofpatientswithSjogren’ssyndrome

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.97 中村友美,若松 英,松本 功,冨板美奈子,河野陽一,森 雅亮,横田俊平,真村瑞子,

後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
AutoantibodiestoM3RinpatientswithjuvenileSjogren’sSyndrome

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.98 住田孝之：

国際シンポジウム 座長
第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006

No.99 松本 功,岩波慶一,渡辺陽子,井上明日香,住田孝之：
Immune responses againstubiquitous glycolytic enzyme leading arthritis-possible link

betweenhumanandanimalmodels

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.100 吉賀洋平,後藤大輔,大西康之,真村瑞子,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

NKTcellsarenovelacceleratorofIL-17inthepathogenesisofcollagen-inducedarthritis

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.101 岩波慶一,松本 功,渡辺陽子,井上明日香,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,

住田孝之：
RegulationofGPI-inducedarthritisbyalteredpeptideligands

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.102 松井弘斗,堤 明人,杉原誠人,河野美佳,鈴木 豪,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,

伊藤 聡,住田孝之：
Expressionofpre-B-cellcolony-enhancingfactorgeneinpatientswithrheumatoidarthritis

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.103 杉原誠人,堤 明人,坪井洋人,石井 亘,真村瑞子,後藤大輔,松本 功,伊藤 聡,

住田孝之：
PosttranscriptionalControlofTNFα ProductioninPatientswithRheumatoidArthritis

TreatedwithInfliximab

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.104 渡辺陽子,松本 功,岩波慶一,井上明日香,真村瑞子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,

住田孝之：
IndispensableroleofImmunoglobulinG inarthritisimmunizedbyglucose-6-phosphate

isomerase

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
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No.105 井上明日香,松本 功,岩波慶一,渡辺陽子,後藤大輔,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：
ExploringtheroleofTNF-α inducedfactor-X inarthritisdrivenbyglucose-6-phosphate

isomeraseimmunization

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.106 後藤大輔,吉賀洋平,瀬川誠司,松本 功,伊藤 聡,堤 明人,住田孝之：

TheexpressionandfunctionofCD1dvariantsinpatientswithautoimmunedisease

第36回日本免疫学会総会・学術集会（大阪）12月,2006
No.107 住田孝之：

関節リウマチにおけるコンパクトMRIの有用性
第一回リウマチ画像診断研究会（東京）12月,2006
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血液内科グループ（2006年）

原 著
No.1 MutoH,KanekoS,MachinoT,OkoshiY,MukaiHY,SuzukawaK,HasegawaY,ImagawaS,

KojimaH,IshiiY,HitomiS,NagasawaT:
Quinupristin/dalfopristinandvoriconazolecontrolledStaphylococcusepidermidispneumonia

andchronicnecrotizingaspergillosisinapatientwithseverelungdegradationconsequentto

multipletreatmentsforHodgkin’slymphoma.
JInfectChemother,12,391-395,2006

No.2 KawaiK,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,HattoriK,MiyanagaN,HasegawaY,KojimaH,
ShimazuiT,AkazaH:

TreatmentoutcomeofmetastatictesticularcanceratasingleinstitutioninJapan,acountry

withlowincidenceofgermcelltumor.

JpnJClinOncol,36,723-730,2006

No.3 KojimaH,MoroiM,JungSM,GotoS,TamuraN,KozumaY,SuzukawaK,NagasawaT:
CharacterizationofapatientwithglycoproteinVI(GPVI)-deficiencypossessingneitheranti-

GPVIautoantibodynorgeneticaberration.

JThrombHaemost,4,2433-2442,2006

No.4 KojimaH,KatsuokaY,KatsuraY,SuzukiS,SuzukawaK,HasegawaY,NagasawaT:
Successful treatment of a patient with POEMS syndrome by tandem high-dose

chemotherapywithautologousCD34-positivepurgedstemcellrescue.

IntJHematol,84,182-185,2006

No.5 YamagataK,OnizawaK,YanagawaT,HasegawaY,KojimaH,NagasawaT,YoshidaH:
A prospectivestudytoevaluateanew dentalmanagementprotocolbeforehematopoietic

stemcelltransplantation.

BoneMarrowTranspl2006,38,237-242

No.6 NittaT,KanaiM,SugiharaE,TanakaM,SunB,NagasawaT,SonodaS,SayaH,MiwaM:
CentrosomeamplificationIadultT-cellleukemiaandhumanT-cellleukemiavirustype1

Tax-inducedhumanTcells.

CancerScience,97,836-841,2006

No.7 MiharadaK,HiroyamaT,SudoK,NagasawaT,NakamuraY:
Efficientenucleationoferythroblastsdifferentiatedinvitrofrom hematopoieticstem and

progenitorcells.

NatureBiotechnol,24,1255-1256,2006

No.8 KuwanaM,KurataY,FujimuraK,FujisawaK,WadaH,NagasawaT,NomuraS,KojimaT,
YagiH,IkedaY:.

Preliminary laboratory based diagnostic criteria forimmune thrombocytopenic purpura:

evaluationbymulti-centerprospectivestudy.

JThrombHaemost,4,1936-1943,2006
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No.9 SatoS,HasegawaY,NagasawaT,NinomiyaH:
Reticulocyte-gatedflow cytometricanalysisofredbloodcellsinparoxysmalnocturnal

hemoglobinuria.

LabHematol,12,82-85,2006

No.10 NabekuraT,OhtsuM,NagasawaT,NakauchiH,OnoderaM:
Potentvaccinetherapywithdendriticcellsgeneticallymodifiedbythegene-silencing-

resistantretroviralvectorGCDNsap.

MolTherapy,13,301-309,2006

No.11 MiharadaK,HiroyamaT,SudoK,NagasawaT,NakamuraY:
Refinementofcytokineuseintheinvitroexpansionoferythroidcells.

HumanCell,19,30-37,2006

No.12 SugiyamaK,HasegawaY,NagasawaT,HitomiS:
ExposureofmedicalstafftoStrongyloidesstercolarisfrom apatientwithdisseminated

strongyloidiasis.

JInfectChemother,12,217-219,2006

No.13 TakeuchiY,OnizawaK,WatatsukiT,YamagataK,HasegawaY,YoshidaH:
Tonguecancerafterbonemarrowtransplantation.

OralOncologyEXTRA,42,251-254,2006

No.14 PalomeroT,NcJebbaJmI-NeilJ,GalinskyI,StoneR,SuzukawaK,StiakakiE,KalmantiM,
FoxEA,CaligiuriMA,AsterJC,LookAT,FerrandoAA:

ActivatingmutationsinNOTCH1inacutemyeloidleukemiaandlineageswitchleukemias.

Leukemia,20,1963-1966,2006

No.15 TakeiN,SuzukawaK,MukaiHY,ItohT,OkoshiY,YodaY,NagasawaT:
Therapy-relatedacutemyeloidleukemia6yearsafterclonaldetectionofinv(11)(q21q23)

andMLLgenerearrangement.

IntJHematol,83,247-251,2006

No.16 SuzukiR,SuzumiyaJ,NakamuraS,KagamiY,KameokaJ-I,SakaiC,MukaiH,TakenakaK,
YoshinoT,TsuzukiT,SugimoriH,KawaK,KoderaY,OshimiK:

Hematopoieticstemcelltransplantationfornaturalkiller-celllineageneoplasms.

BoneMarrowTranspl,37,425-431,2006

No.17 MukaiHY,MotohashiH,OhnedaO,SuzukiN,NaganoM,YamamotoM:
Transgeneinsertion in proximity to thec-myb genedisruptserythroid-megakaryocytic

lineagebifurcation.

MolCellBiol,26,7953-7965,2006

総 説
No.1 小島 寛,上妻行則,長澤俊郎：

血小板は如何にして産生されるか －血小板産生におけるproplateleformationの意義－
血栓止血学会誌,17,261-271,2006
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著 書
No.1 向井陽美,山本雅之：

第1部 基礎,II.赤血球,B.赤血球の生化学と基礎,3.ヘモグロビンの構造と機能
（監集：浅野茂隆,池田康夫,内山 卓）

三輪血液病学 東京：文光堂,171-184,2006
No.2 長澤俊郎：

第3部 臨床各論,VII出血傾向と血栓症,A.出血性疾患,1.分類と概説
（監集：浅野茂隆,池田康夫,内山 卓）

三輪血液病学 東京：文光堂,1624-1627,2006

学会発表
No.1 KozumaY,KojimaH,YukiS,SuzukiH,NagasawaT:

GATA-1,transcriptionally,andthrombopoietin-mediatedAktactivation,post-translationally,

regulatecontinuousexpressinofBcl-xLduringmegakaryopoiesis.

48thannualmeetingoftheAmericanSocietyofHematology,2006

No.2 MukaiHY,MotohashiH,NagasawaT,YamamotoM:
Transgeneinsertionintotheprokimityofthec-mybgenedisruptserythroid-megakaryocytic

lineagebifurcation.

48thannualmeetingoftheAmericanSocietyofHematology,2006

No.3 TatsumiK,KomatsuM,MukaiHY,IenumaS,NatsumeT,YamamotoM,TanakaK:
GeneticanalysisofUfm1-conjugatingsysteminmice.

The4thNIBB-EBMLmeeting,2006

No.4 上妻行則,小島 寛,結城智嗣,鈴木英紀,長澤俊郎：
巨核球造血におけるapoptosis関連タンパクの役割

第29回日本血栓止血学会学術集会,2006
No.5 武藤秀治,大越 靖,越野繭子,日下部学,工藤大輔,小原 直,向井陽美,鈴川和己,

長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎,池田晃彦,榊原 謙：
心臓原発非Hodgkinリンパ腫の１例

第157回日本臨床血液学会例会,2006
No.6 清水崇史,福島 敬,須磨崎亮,中嶋玲子,加藤愛章,大越 靖,小野寺雅史,金子 新,

大津 真,根本範子,南木 融,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,小林千恵,小池和俊,
土田昌宏,松井 陽,中内啓光,加藤俊一,長澤俊郎：

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法－
小児例の臨床経過

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.7 上妻行則,小島 寛,結城智嗣,長澤俊郎：

巨核球造血におけるBcl-xLタンパク発現レベルの調節機構
第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
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No.8 大越 靖,金子 新,小野寺雅史,大津 真,南木 融,根本範子,越野繭子,鈴木幸恵,
工藤大輔,町野孝幸,小原 直,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,清水崇史,福島 敬,
須磨崎亮,松井 陽,大橋一輝,秋山秀樹,坂巻 壽,小池和俊,土田昌宏,加藤俊一,
BoniniChiara,ClaudioBordignon,中内啓光,長澤俊郎：

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法－
成人3症例の臨床経過

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.9 結城智嗣,小島 寛,長谷川雄一,渋谷和子,渋谷 彰,長澤俊郎：

血中DNAM-1(sDNAM-1)はGVHD診断の客観的マーカーになり得る
第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006

No.10 長谷川雄一,町野孝幸,鈴木幸恵,勝岡優奈,大越 靖,小原 直,上妻行則,向井陽美,

鈴川和己,小島 寛,長澤俊郎：
EBウイルス感染に伴って生じた血小板寒冷凝集

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.11 長谷川雄一,小島 寛,鈴川和己,大越 靖,小原 直,高野晋吾,長澤俊郎：

CNSリンパ腫に対する放射線非照射プロトコールの試み
第46回日本リンパ網内系学会総会,2006

No.12 清水誠一,小島 寛,長谷川雄一,野口雅之,森 尚義,長澤俊郎：
生体腎移植12年後に同時期発症したDLBCL(diffuselargeB-celllymphoma)とALCL
(anaplasticlargecelllymphoma)

第46回日本リンパ網内系学会総会,2006
No.13 町野孝幸,工藤大輔,越野繭子,日下部学,武藤秀治,小原 直,大越 靖,向井陽美,

鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎：
血球貪食症候群を合併した全身性Erdheim-Chester病

第156回日本臨床血液学会例会,2006
No.14 越野繭子,日下部学,武藤秀治,工藤大輔,小原 直,大越 靖,向井陽美,鈴川和己,

長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎：
RSvirus肺炎を合併したPNET

第26回茨城造血器疾患研究会,2006
No.15 武藤秀治,日下部学,工藤大輔,越野繭子,小原 直,大越 靖,向井陽美,鈴川和己,

長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎：
当科におけるPh-ALLに対する移植成績

第26回茨城造血器疾患研究会,2006
No.16 大越 靖,越野繭子,工藤大輔,長谷川雄一：

無効造血による貧血から徐々に血小板増加症を伴うようになったRefractoryanemiawith
ringedsideroblasts

第26回茨城造血器疾患研究会,2006
No.17 鈴木幸恵,原田匡一,杉山和宏,町野孝幸,小原 直,大越 靖,鈴川和己,長谷川雄一,

小島 寛,長澤俊郎：
自己末梢血幹細胞移植が奏功した難治性脳原発悪性リンパ腫

第155回日本臨床血液学会例会,2006
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No.18 松本 健,今川重彦,小原 直,鈴木教郎,長澤俊郎,山本雅之：
2-オキソグルタル酸投与による腫瘍血管新生の抑制

第29回日本血栓止血学会学術集会,2006
No.19 小原 直,鈴木教郎,佐藤智咲,今川重彦,長澤俊郎,山本雅之：

エリスロポエチン遺伝子の腎臓特異的発現制御領域の同定
第15回腎とエリスロポエチン研究会,2006

No.20 清水誠一,市川訓基,勝岡優奈,鴨下昌晴,川田健一,長澤俊郎：
SLEを背景とした膵臓原発形質芽細胞性リンパ腫

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.21 松本 健,今川重彦,小原 直,鈴木教郎,長澤俊郎,山本雅之：

2-オキソグルタル酸投与による腫瘍血管新生抑制効果
第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006

No.22 三原田賢一,寛山 隆,須藤和寛,長澤俊郎,中村幸夫：
Lipocalin2による赤血球産生調節機構

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.23 根本範子,鈴川和己,長澤俊郎：

融合遺伝子によるNotchシグナル伝達異常メカニズムの解析
第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006

No.24 向井陽美,本橋ほづみ,長澤俊郎,山本雅之：
転写因子c-Mybによる新たな巨核球造血制御機構

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.25 石垣太郎,須藤和寛,寛山 隆,三原田賢一,長澤俊郎,中村幸夫：

C3H10T1/2細胞を利用した血液前駆細胞の長期培養系確立
第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006

No.26 小野寺雅史,鍋倉 宰,中内啓光,長澤俊郎：
HER2発現遺伝子改変樹状細胞を用いた養子免疫遺伝子細胞治療

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.27 二宮治彦,佐藤晶子,長谷川雄一,長澤俊郎：

異常PNH網赤血球比率の解析によるPNH造血･溶血病態の評価
第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006

No.28 市川訓基,清水誠一,勝岡優奈,鴨下昌晴,川田健一,押味和夫,長澤俊郎：
形質細胞性白血病の症例

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会,2006
No.29 長谷川雄一,鈴川和己,森 尚義,長澤俊郎：

胸腺腫合併Ｔリンパ芽球性リンパ腫
第46回日本リンパ網内系学会総会,2006

No.30 長澤俊郎：
血液疾患（特発性血小板減少性紫斑病）について －診断・治療と療養生活－

難病医療講演会,2006
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原 著
No.1 ShibaharaT.,MiyazakiK.,SatoD.,MatsuiH.,YanakaA.,NakaharaA.,TanakaN:

Rectal malignant lymphoma complicating ulcerative colitis treated with long-term

cyclosporineA.

JGastroenterolHepatol.Jan,21(1Pt2),336-8,2006

No.2 HyodoI:
Timingofsignificantadverseeventsisessentialinformationduringearlydevelopmentof

newdrugs.

IntJClinOncol.Feb,11(1),69,2006

No.3 MoritaT.,HyodoI.,YoshimiT.,IkenagaM.,TamuraY.,YoshizawaA.,ShimadaA.,AkechiT.,
MiyashitaM.,AdachiI:

fortheJapanPalliativeOncologyStudyGroup.Artificialhydrationtherapy,laboratory

findings,andfluidbalanceinterminallyillpatientswithabdominalmalignancies.

JPainSymptomManage.Feb,31(2),130-9,2006

No.4 SakamotoJ.,ChinK.,KondoK.,KojimaH.,TerashimaM.,YamamuraY.,TsujinakaT.,

HyodoI.,KoizumiW:
ClinicalStudyGroupofCapecitabine:

PhaseIIstudyofa4-weekcapecitabineregimeninadvancedorrecurrentgastriccancer.

AnticancerDrugs.Feb,17(2),231-6,2006

No.5 MiyazakiK.,ShibaharaT.,SatoD.,UchidaK.,SuzukiH.,MatsuiH.,YanakaA.,NakaharaA.,
MatsuzakiY:

Influenceofchemotherapeuticagentsandcytokinesontheexpressionof5-fluorouracil-

associatedenzymesinhumancoloncancercelllines.

JGastroenterol.Feb,41(2),140-50,2006

No.6 ZhangS.,YanakaA.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,TanakaN:
Hyperosmoticstressenhancesinterleukin-1betaexpressioninHelicobacterpylori-infected

murinegastricepithelialcellsinvitro.

JGastroenterolHepatol.Apr,21(4),759-66,2006

No.7 OsawaH.,OhnishiH.,TakanoK.,NogutiT.,MashimaH.,HoshinoH.,KitaH.,SatoK.,

MatsuiH.,SuganoK:
SonichedgehogstimulatestheproliferationofratgastricmucosalcellsthroughERK

activationbyelevatingintracellularcalciumconcentration

BiochemBiophysResCommun.Jun2,344(2),680-7,EpubApr7,2006

No.8 YamaguchiK.,ShimamuraT.,HyodoI.,KoizumiW.,DoiT.,NaraharaH.,KomatsuY.,
KatoT.,SaitohS.,AkiyaT.,MunakataM.,MiyataY.,MaedaY.,TakiuchiH.,NakanoS.,

EsakiT.,KinjoF.,SakataY:

PhaseI/IIstudyofdocetaxelandS-1inpatientswithadvancedgastriccancer.

BrJCancer.Jun,19,94(12),1803-8,2006
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No.9 NasuJ.,NishinaT.,HirasakiS.,MoriwakiT.,HyodoI.,KuritaA.,NishimuraR:
Predictivefactorsoflymphnodemetastasisinpatientswithundifferentiatedearlygastric

cancers.

JClinGastroenterol.May-Jun,40(5),412-5,2006

No.10 KatadaK.,NaitoY.,MizushimaK.,TakagiT.,HandaO.,KokuraS.,IchikawaH.,YoshidaN.,

MatsuiH.,YoshikawaT:
Geneexpressionprofilesonhypoxiaandreoxygenationinragastricepithelialcells:ahigh-

densityDNAmicroarrayanalysis.

Digestion.2006,73(2-3),89-100,EpubJun20,2006

No.11 HyodoI.,ShiraoK.,DoiT.,HatakeK.,AraiY.,YamaguchiK.,TamuraT.,TakemiyaS.,
TakiuchiH.,NakagawaK.,MishimaH:

AphaseIIStudyoftheglobaldoseandscheduleofcapecitabineinJapanesepatientswith

metastaticcolorectalcancer.

JpnJClinOncol.Jul,36(7),410-7,2006

No.12 ZhangY.,IkegamiT.,HondaA.,MiyazakiT.,BouscarelB.,RojkindM.,HyodoI.,
MatsuzakiY:

Involvementofintegrin-linkedkinaseincarbontetrachloride-inducedhepaticfibrosisinrats.

HepatologySep,44(3),612-22,2006

No.13 ZhangS.,YanakaA.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,TanakaN:
Hyperosmotic stress enhances Interleukin-1 expression in Helicobacter pylori-infected

murinegastricepithelialcellsinvitro.

JournalofGastroenterologyandHepatology,Vol.21,759-766,2006

No.14 NakagawaS.,AsakaM.,KatoM.,NakamuraT,KatoC.,FujiokaT.,TatsutaM.,KeidaK.,

TeraoS.,TakahashiS.,UemuraN.,KatoT.,AoyamaN.,SaitoD.,SuzukiM.,ImamuraA.,

SatoK.,MiwaH.,NomuraH.,KaiseM.,OoharaS.,KawaiT.,UrabeK.,SakakiN.,ItoS.,

NodaY.,YanakaA.,KusugamiK.,GotoH.,FurutaT.,FujinoM.,KinjyouF.,OokusaT:
Helicobacterpylorieradicationandmetachronousgastriccancerafterendoscopicmucosal

resectionofearlygastriccancer.

AlimentPharmacolTher.24Suppl4,214-218,2006

No.15 KuboS.,IshikiT.,DoeI.,SekiguchiF.,NishikawaH.,KawaiK.,MatsuiH.,KawabataA:
Distinctactivityofpeptidemimeticintracellularligands(pepducins)forproteinase-activated

receptor-1inmultiplecells/tissues.

AnnNYAcadSci.Dec,1091,445-59,2006

No.16 谷中昭典,山本雅之,兵頭一之介：
【Helicobacter pylori感染症の代替療法】スルフォラファン含有食品
（ブロッコリーの新芽）のHelicobacterpylori胃炎軽減作用

HelicobacterResearch(1342-4319)10巻4号,319-323,2006
No.17 長野由美子,松井裕史,下川 治,中原 朗,谷中昭典,松崎靖司,兵頭一之介,伊東 健,

山本雅之：
癌様変異細胞株RGK-1の活性酸素代謝に対するNrf2の関与

G.I.Research(0918-9408)14巻4号,420-421,2006
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No.18 谷中昭典,松井裕史,兵頭一之介,山本雅之：
Lansoprazoleはnrf2を介して酸化ストレスから消化管粘膜を防御する

TheGIForefront(1349-9629)2巻2号,180-181,2006
No.19 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：

スルフォラファンのH.pylori胃炎軽減作用と胃がん予防の可能性
化学と生物,第44巻6号,428-430,2006

No.20 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：
スルフォラファン含有食品（ブロッコリースプラウト）によるH.pylori関連疾患の予防に
関する臨床介入研究

UlcerResearch,第33巻,208-212,2006
No.21 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：

スルフォラファンのH.pylori胃炎軽減作用と胃がん予防の可能性
化学と生物,第44巻,428-430,2006

総 説
No.1 正田純一,田中直見,跡見 裕：

肝内結石症の変遷ならびに内科的処置異常,
肝胆膵 52,773-782,2006

No.2 HyodoI:
Promiseofdefinitivechemoradiotherapyforesophagealcancerbalancedwithlateradiation

toxicity:anoldbutnewissue.

JGastroenterol.May,41(5),504-6,2006

No.3 YamamotoM.,ShodaJ:
Inchin-ko-toanditsingredientsasapotentialtherapeuticapproachforthetreatmentof

cholestaticliverdiseases.

Drugsofthefuture30,1092-1101,2006

No.4 ShodaJ.,OsugaT:
Molecular pathogenesis of hepatolithiasis— A type of low phospholipid-associated

cholelithiasis.

FrontiersinBioscience11,669-675,2006

No.5 兵頭一之介：
研修医からの質問Q&A 海外で使用できる薬剤が日本でも使用できるようになるために
は,この先私達医師はどうしていくべきなのでしょうか?

臨床腫瘍プラクティス（1880-3083）2巻1号,110,2006
No.6 兵頭一之介：

【S-1の基礎と臨床】切除不能進行・再発胃癌に対する外来投与可能なS-1/Cisplatin併用療法
癌と化学療法（0385-0684）33巻Suppl.I,64-67,2006

No.7 安部井誠人,福田邦明,兵頭一之介：
【CommonDiseaseインストラクションマニュアル 患者に何をどう説明するか】消化器疾
患 無症候性胆石症・胆嚢ポリープ

Medicina(0025-7699）43巻12号,206-208,2006
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No.8 谷中昭典：
スルフォラファンの胃癌予防効果

日本医事新報,第4268号,110-111,2006

著 書
No.1 安部井誠人:

胆嚢結石症（内科）2006今日の治療指針～私はこうして治療している
山口 徹,北原光夫,福井次矢総編集,医学書院,407-408,2006

No.2 ShodaJ.,YamamotoM.,UtsunomiyaH.,OdaK.,SuzukiH:
Anherbalmedicine,Inchinkoto,enhancesmultidrugresistance-associatedprotein2-mediated

choleresis—developmentofnewpharmacotherapeuticstrategiesforcholestaticliverdiseases.
In:MultidrugResistance-AssociatedProteins,

AielloCV,ed.NOVASciencePublishers,NewYork,211-236,2006

No.3 正田純一：
臨床病態学 6章 肝臓・胆嚢・膵臓疾患

井廻道夫,日比紀文編集,ヌーベルヒロカワ,163-167,2006
No.4 安部井誠人：

胆道疾患の検査 図解消化器内科テキスト
井廻道夫,日比紀文編集,中外医学社,91-92,2006

No.5 正田純一：
胆石症 図解消化器内科テキスト

井廻道夫,日比紀文編集,中外医学社,388-393,2006

学会発表
No.1 MamiyaT.,MatsuiH.,ShimokawaO.,NaganoY.,YanakaA.,MatsuzakiY.,HyodoI.,

MajimaH:

「Aquiredtumor-genesisofa ratgastricmucosalepitherialcell-line」
The4thJapanGRG/AGASymposium(Jan,Fukuoka,Japan),2006

No.2 杉本浩一,谷中昭典,鈴木英雄,柴原 健,松井裕史,中原 朗,兵頭一之介：
放射線化学療法が奏功した食道類基底細胞癌の1例

第288回日本消化器病学会関東支部例会,（東京）2月,2006
No.3 長野由美子,松井裕史,下川 治,金子 剛,谷中昭典,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：

「がん様変異細胞株RGK-1のプロトンポンプ発現に対するNrf2の関与」
第15回消化器とフリーラジカル研究会 （京都）2月,2006

No.4 井上洋一,本間真人,松崎靖司,柴田 実,松村卓哉,伊藤敬義,兵頭一之介,幸田幸直：
赤血球中リバビリン濃度が1,000μMを超えると貧血のリスクが高まるインターフェロン
との併用療法における臨床的検討

日本薬学会126年会,（仙台）3月,2006
No.5 長野由美子,松井裕史,下川 治,谷中昭典,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：

「がん様変異細胞株RGK-1のプロトンポンプ発現に対するNrf2の関与」
RGM-1研究会 3月,2006

３７

消化器内科グループ（2006年）



No.6 池澤和人,牧野維斗映,白石貴久,設楽佐代子,佐々木量矢,松井 聡,坂本俊樹,
石川泰郎,斎藤 節,岡邊治男,兵頭一之介：

上部消化管内視鏡検査を施行した826症例における悪性疾患の発見率
第92回日本消化器病学会総会,（福岡）4月,2006

No.7 森脇俊和,仁科智裕,那須淳一郎,今峰 聡,堀伸一郎,松原 寛,壺内栄治,大道真志,
梶原猛史,片岡淳朗,兵頭一之介：

フルオロウラシル系薬剤抵抗性の転移性結腸直腸癌に対する5-FU/l-LV+CPT-11併用療法
（FOLFIRI）の検討

第92回日本消化器病学会総会,（福岡）4月,2006
No.8 柴原 健,宮崎香織,佐藤大介,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,松崎靖司,

兵頭一之介：
ヒト大腸癌細胞株における5-fluorouracil関連酵素発現に対する抗癌剤・cytokineの影響

第92回日本消化器病学会総会,（福岡）4月,2006
No.9 鈴木英雄,正田純一,川本 徹,木口 薫,瀧 隆一,篠崎英治,柴原 健,谷中昭典,

中原 朗,兵頭一之介：
大腸腫瘍の進展における粘液糖蛋白MUC4の役割

第92回日本消化器病学会総会,（福岡）4月,2006
No.10 池上 正,張 一寧,兵頭一之介,松崎靖司：

UDCAによるEGFRシグナリングを介したSN-38の抗腫瘍作用の修飾
第92回日本消化器病学会総会,（福岡）4月,2006

No.11 梶原猛史,仁科智裕,森脇俊和,片岡淳朗,大道真志,松原 寛,堀伸一郎,那須淳一郎,
今峰 聡,谷水正人,井口東郎,兵頭一之介,日浅陽一,恩地森一：

食道癌放射線化学療法における効果予測因子の腫瘍内mRNA発現量に関する検討
第92回日本消化器病学会総会,（福岡）4月,2006

No.12 正田純一,川本 徹,木口 薫：
癌治療のコンセンサス2006『C1胆道癌の早期診断と治療法の選択』
ErbB2遺伝子操作マウス胆嚢癌における腫瘍生物因子の探索と分子標的治療への応用

消化器病学会総会（小倉）4月,2006
No.13 谷中昭典,松井裕史,山本雅之：

酸化ストレス応答転写因子nrf2刺激作用を有する薬剤,食物成分による胃癌,大腸癌の化学
予防に関する研究,シンポジウム消化器疾患における酸化ストレスの関与とconterstrategy

第92回日本消化器病学会総会,（小倉）4月,2006
No.14 兵頭一之介：

「食薬融合」と健康・長寿を考える がん補完代替医療における健康食品の現状と問題点
第60回日本栄養・食糧学会,（静岡）5月,2006

No.15 前田るい,松井裕史,下川 治,長野由美子,間宮 孝,金子 剛,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
抗酸化酵素制御転写因子nrf2による胃粘膜H+/K+－ATPaseの誘導

第28回日本フリーラジカル学会学術集会,（津）5月,2006
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No.16 長野由美子,下川 治,松井裕史,間宮 孝,金子 剛,前田るい,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,浦野泰照,長野哲雄,犬童寛子,馬嶋秀之：
胃粘膜由来がん様変異株における活性酸素代謝の検討

第28回日本フリーラジカル学会学術集会,（津）5月,2006
No.17 谷中昭典,伊東 健,田内雅史,松井裕史,山本雅之：

スルフォラファンの胃癌予防効果に関するトランスレーショナルリサーチ
第28回日本フリーラジカル学会学術集会,（津）5月,2006

No.18 長野由美子,下川 治,松井裕史,間宮 孝,金子 剛,前田るい,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
「抗酸化酵素制御転写因子Nrf2による胃粘膜H+K+ATPaseの誘導」

第28回日本フリーラジカル学会,（津）5月,13-14,2006
No.19 前田るい,松井裕史,下川 治,長野由美子,間宮 孝,金子 剛,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,浦野泰照,長野哲雄,犬童寛子,馬嶋秀之：
「胃粘膜由来がん様変異株における活性酸素代謝の検討」

第28回日本フリーラジカル学会,（津）5月,13-14,2006
No.20 大関瑞治,柴原 健,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,兵頭一之介：

家族性大腸腺腫症に合併した十二指腸癌の一例
第289回日本消化器病学会関東地方会,（東京）5月,2006

No.21 YanakaA.,ItohK.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,HyodoI.,
YamamotoM:

Roleof15-deoxyprostaglandinJ2andnrf2inprotectionofgastricmucosaagainstoxidative

stressduringH.pyloriinfectioninmice.

(OralPresentation)AGATopicForumMechanismsofmucosal

defenseandtheUGIepithelialbarrier,AnnualMeetingof

theAmericanGastroenterologicalAssociation,

LosAngeles,U.S.A.,May,2006

No.22 YanakaA.,ZhangS.,SatoD.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,
HyodoI:
Lansoprazole protects gastric mucosa from H.pylori-induced oxidative injury by up-

regulatingnrf2dependentantioxidantenzymesinmice.

AnnualMeetingoftheAmericanGastroenterologicalAssociation,

LosAngeles,U.S.A.,May,2006

No.23 岡田浩介,正田純一,稲田洋一,宇都宮洋才,小田高司,横井 毅,吉里勝利,鈴木洋史,
杉山雄一,兵頭一之介：

高脂血症薬ベザフィブラートはヒト肝において,肝輸送蛋白MDR3（リン脂質トランス
ポーター）の発現および機能を賦活化する

肝臓学会総会,（京都）6月,2006
No.24 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：

H.pylori感染による酸化ストレスに対する胃粘膜防御に果たす15-deoxyprostaglandinJ2と
nrf2の役割,ワークショップ：宿主免疫の新たな展開

第12回日本ヘリコバクター学会,（神戸）6月22-23,2006
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No.25 杉本浩一,柴原 健,鈴木涼子,大越 靖,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,

長澤俊郎,兵頭一之介：
クローン病に胃原発悪性リンパ腫を合併した一例

茨城炎症性腸疾患研究会,（つくば市）6月,2006
No.26 若江麻理,井上洋一,本間真人,松崎靖司,兵頭一之介,幸田幸直：

ペグインターフェロンとリバビリン併用療法における赤血球中リバビリン濃度
第23回日本TDM学会・学術大会,（東京）7月,2006

No.27 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：
H.pylori感染による酸化ストレス応答に果たす内因性15-deoxyprostaglandinJ2-nrf2pathway
の役割

第34回日本潰瘍学会,（大阪）7月,2006
No.28 岡田浩介,正田純一,加納雅仁,兵頭一之介,石井哲郎,田中直見,大嶽信弘,鈴木祥子,

山本雅浩,宇都宮洋才,小田高司,横井 毅,吉里勝利,鈴木洋史,杉山雄一：
インチンコウ湯の長期投与はラットおよびヒト肝においてMrp2/MRP2の発現を増加さ
せ,毛細胆管膜への集積を促進することにより胆汁酸非依存性に胆汁分泌促進（利胆）を
誘発する

第4回東日本胆汁酸研究会,（東京）7月,2006
No.29 谷中昭典：

招待講演 スルフォラファン含有食品による消化器癌の化学予防
第2回食と消化器：蓼科シンポジウム,（蓼科）7月,2006

No.30 YanakaA.,ItohK.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,HyodoI.,
YamamotoM:

Endogenous15-deoxyprostaglandinJ2cntributestonrf2-dependentgastricmucosalprotection

againstoxidativestressduringH.pyloriinfectioninmice.

(OralPresentation)12th InternationalConference

onUlcerResearch,(Osaka)July,2006

No.31 KanekoT.,MatsuiH.,ShimokawaO.,YanakaA.,HyodoI.,TsuijiA.,HiranoK:
「CellMembrane Fluidity Assays of FluorescenceAnisotropyandExcimerFormation
inIndomethacin-TreatedGastricEpithelialCell-LineRGM-1」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.

(Osaka),July,2006

No.32 MatsuiH.,Nagano.N.Y.,ShimokawaO.,MaedaR.,MamiyaT.,KanekoT.,MatsuzakiY.,
HyodoI.,ItoK.,YamamotoM:

「Nrf2InducedH+K+ATPaseinMNNG-InducedTransformedRGK-1CellsandinGastric
EpithelialRGM-1Cells」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.

(Osaka),July,2006
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No.33 YanakaA.,ItohK.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MtasuiH.,NakaharaA.,HyodoI.,
YamanotoM:

「Endogenous 15-Deoxy Prostaglandin J2 Cotributes tonrf2-DependentGastric Mucosal
ProtectionAgainstOxydativeStressDuringH.pyloriInfectioninMice」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.

(Osaka),July,2006

No.34 NaitoY.,KatadaK.,MizushimaK.,TakagiT.,HandaO.,KokuraS.,IchikawaH.,YoshidaN.,

MatsuiH.,YoshikawaT:
「GeneExpressionProfilesonhypoxiaandReoxygenationinRatGastricEpithelialcall:A
HighDensityDNAMicroarrayAnalysis」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.

(Osaka),July,2006

No.35 ShimokawaO.,MatsuiH.,NaganoY.,MamiyaT.,MatsuakiY.,NakaharaA.,HyodoI.,
MajimaH:

「Aquired Tumor-Genesisofan N-Methyl-N’-Ntroso-N-Nitrosoguanidine(MNNG)-Induced
TransformedGastricMucosalEpitherialCell-Line」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.

(Osaka),July,2006

No.36 HandaO.,NaitoY.,IshiiT.,YsuboiH.,AdachiS.,TakagiT.,kokuraS.,YoshidaN.,MatsuiH.,
AzumaT.,H.Y.Fu,KawanoS.,YoshikawaT:

「Cytotoxin-AssociatedGeneProductAofHelicobacterpylori-inducedCellularResponsein
RatGastricEpithelialCell」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.

(Osaka),July,2006

No.37 谷中昭典,兵頭一之介,山本雅之：
Lansoprazoleはnrf2を介して酸化ストレスから消化管粘膜を防御する

第7回炎症とPPI研究会,（京都）8月,2006
No.38 松井裕史,長野由美子,谷中昭典：

「NSAIDs起因性胃粘膜脂質過酸化に対するLansoprazpleの効果」
第7回炎症とPPI研究会,（京都）8月,26,2006

No.39 長野由美子,松井裕史,下川 治,中原 朗,谷中昭典,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
「酸化ストレスによる胃壁細胞プロトンポンプの誘導現象」

第3回HemeOxygenase研究フォーラム,（京都）9月,2006
No.40 齋藤洋子,中原 朗,福富久之：

検診で発見される大腸がん
第66回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方学術集会,（甲府）9月,2006

No.41 川本 徹,正田純一,田淵崇文：
胆道癌におけるHER-2/neu遺伝子およびその蛋白発現に関する解析：

第42回日本胆道学会学術集会,（仙台）9月,2006
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No.42 杉本浩一,谷中昭典,鈴木英雄,柴原 健,松井裕史,中原 朗,兵頭一之介：
クローン病に胃原発悪性リンパ腫を合併した症例,

第291回日本消化器病学会関東支部例会,（東京）9月,2006
No.43 杉本浩一,柴原 健,鈴木涼子,大越 靖,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,

長澤俊郎,兵頭一之介：
クローン病に胃原発悪性リンパ腫を合併した一例

第291回日本消化器病学会関東地方会,（つくば市）9月,2006
No.44 HyodoI.,NishinaT.,BokuN.,YoshinoT.,NaraharaH.,SugimotoN:

PhaseIstudyoforalfluoropyrimidineS-1plusoralleucovorininpatientswithmetastatic

colorectalcancer.

31stESMOCongressinIstanbul,Turkey,Sep-Oct,2006

No.45 兵頭一之介：
切除不能・進行胃癌化学療法の治療戦略

第44回日本癌治療学会総会,（京都）10月,2006
No.46 土井俊彦,大津 敦,白尾国昭,室 圭,水沼信之,畠 清彦,杉原健一,戸井雅和,

南 博信,坂田 優,兵頭一之介,宮川国久,鶴尾 隆,高橋 豊,西條長宏：
本邦における大腸癌化学療法の成績 Bevacizumab(BV)の進行・再発結腸・直腸癌を対象
とした国内第I相臨床試験

第44回日本癌治療学会総会,（京都）10月,2006
No.47 安部井誠人,兵頭一之介：

膵癌・胆道癌の治療成績は何故向上しないのか? 原因と対策 胆道癌の遺伝子治療の前臨
床試験:腫瘍選択的増殖型アデノウイルスの応用

第44回日本癌治療学会総会,（京都）10月,2006
No.48 AbeiM,WakayamaM,KawashimaR,SeoE,FukudaK,MurataT,HamadaH,YokoyamaK,

HyodoI:
Infectivityandefficacyofrestrictedreplicationcompetentadenovirusforbiliarycancerand

itsimprovementbyRGD-modifiedadenovirus.

InternationalSocietyforCellandGeneTherapyofCancer,（幕張）10月,2006
No.49 福田邦明,天貝賢二,荒木眞裕,冨永達郎,五頭三秀,西 雅明,大倉久直：

腹膜播種を伴う切除不能進行胃癌患者に対するWeeklyPaclitaxelの効果およびQOLに対す
る影響

第48回日本消化器病学会大会（DDW-Japan2006）（札幌）10月,2006
No.50 谷中昭典,松井裕史,兵頭一之介,山本雅之：

Sulforaphaneの胃酸分泌に及ぼす影響
第10回壁細胞研究会,（札幌）10月,2006

No.51 岡田浩介,正田純一,加納雅仁,兵頭一之介,石井哲郎,鈴木祥子,大嶽信弘,山本雅浩,
宇都宮洋才,小田高司,横井 毅,鈴木洋史,杉山雄一：

漢方製剤インチンコウ湯はラット肝および腎においてmultidrugresistance-associated
protein2(Mrp2)の発現を増加させ,ビリルビンの体外への排泄を促進する（優秀演題）

第10回肝臓学会大会（札幌）10月,2006
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No.52 谷中昭典,兵頭一之介,山本雅之：
Sulforaphaneはnrf2を介して酸化ストレスから,胃,および大腸粘膜を防御する

第17回細胞間ジャンクション研究会,（東京）11月,2006
No.53 金子 剛,松井裕史,下川 治,中原 朗,兵頭一之介：

蛍光による細胞膜傷害の可視化の試み
第27回日本レーザー医学会総会,（千葉）11月,2006

No.54 松井裕史,金子 剛,下川 治,谷中昭典,中原 朗,兵頭一之介：
レーザー内視鏡治療の現況と展望 胃がんの光化学診断の現状と未来

第27回日本レーザー医学会総会,（千葉）11月,2006
No.55 岡田浩介,正田純一,山本雅之,石井哲郎,伊東 健,宇都宮洋才,小田高司,鈴木洋史,

杉山雄一,兵頭一之介：
ウルソデオキシコール酸は転写因子Nrf2を活性化し,肝細胞の輸送,解毒代謝,抗酸化ス
トレス応答を賦活する

胆汁酸研究会（米子）11月,2006
No.56 杉本浩一,柴原 健,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,兵頭一之介：

アザチオプリンによる顆粒球減少・カリニ肺炎を合併した潰瘍性大腸炎の一例
第4回茨城大腸肛門疾患研究会,（つくば市）11月,2006

No.57 岡田浩介,正田純一,兵頭一之介,山本雅浩,横井 毅,吉里勝利,鈴木洋史：
漢方製剤インチンコウ湯は肝および腎においてMRP2の発現を増加させ,ビリルビンの体
外への排泄を促進する

第36回日本肝臓学会東部会,（東京）12月,2006
No.58 忠願寺義通,鈴木伸治,藤木和彦,松崎靖司,兵頭一之介：

難治性C型慢性肝炎のPegIFN/Ribavirin療法におけるIFNβ1日2回導入療法の意義
RCTによるHCVdynamicsと治療効果の検討

第36回日本肝臓学会東部会,（東京）12月,2006
No.59 岡田浩介,正田純一,稲田洋一,宇都宮洋才,小田高司,横井 毅,吉里勝利,鈴木洋史,

杉山雄一,兵頭一之介：
高脂血症薬ベザフィブラートはヒト肝において肝輸送蛋白MDR3（リン脂質トランスポー
ター）の発現および機能を賦活化する

第36回日本肝臓学会東部会,（東京）12月,2006
No.60 岡田浩介,正田純一,山本雅之：

パネルディスカッション2『慢性肝疾患の進展と酸化ストレス』ウルソデオキシコール酸
は転写因子Nrf2を活性化し,肝細胞の輸送,解毒代謝,抗酸化ストレス応答を賦活する

第36回肝臓学会東部会（東京）12月,2006
No.61 忠願寺義通,藤田映輝,飯山稜一,鈴木伸治,佐崎なほ子,藤木和彦,安部井誠人,

兵頭一之介,松崎靖司：
C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα2b/Ribavirin療法の血球減少に対する十全大補湯の効果

第36回日本肝臓学会東部会,（東京）12月,2006
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班研究報告
No.1 正田純一：

フィブラートのヒト肝臓における作用と胆汁うっ滞症への治療応用
成育医療研究委託費 新生児乳児閉塞性黄疸の病因に関する

分子的要因と治療法の検討,1月21日,2006
No.2 正田純一：

糖鎖関連分子・糖鎖構造を用いた胆道系悪性腫瘍の早期診断マーカーの探索とそれらを応
用した新規治療法の開発

経済産業省－（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）研究プロジェクト
「糖鎖機能活用技術開発」のプロジェクト提案書検討委員会,1月28日,2006

No.3 正田純一：
肝内結石症に対する新しい分子標的治療－漢方製剤インチンコウ湯の有用性－

厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
肝内結石症調査研究班

平成17年度第2回研究打ち合わせ会,2月24日,2006
No.4 正田純一：

糖鎖関連分子・糖鎖構造を用いた胆道系悪性腫瘍の早期診断マーカーの探索とそれらを応
用した新規治療法の開発

経済産業省－（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）研究プロジェクト
「糖鎖機能活用技術開発」のプロジェクト研究開発委員会,5月20日,2006

No.5 正田純一：
漢方製剤インチンコウ湯の有する抗胆汁うっ滞効果の分子メカニズムの解明

成育医療研究委託費 新生児乳児閉塞性黄疸の病因に関する
分子的要因と治療法の検討,7月15日,2006

No.6 正田純一：
肝内結石症に対するフィブラ－トによる新しい分子標的治療

厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
肝内結石症調査研究班

平成17年度総括・分担研究報告書,pp.61-65,2006
No.7 正田純一：

肝内結石症に対する新しい分子標的治療－漢方製剤インチンコウ湯の有用性
厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業

肝内結石症調査研究班
平成17年度第1回研究打ち合わせ会,9月1日,2006

No.8 正田純一：
糖鎖関連分子・糖鎖構造を用いた胆道系悪性腫瘍の早期診断マーカーの探索とそれらを応
用した新規治療法の開発

経済産業省－（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）研究プロジェクト
「糖鎖機能活用技術開発」のプロジェクト研究開発委員会,10月21日,2006
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講演会，その他
No.1 正田純一：

「胆汁うっ滞における肝輸送蛋白の発現異常と漢方製剤インチンコウ湯による分子標的治
療」

学術講演会,（徳島）1月,2006
No.2 柴原 健：

大腸疾患 最近の話題 ～癌,炎症性腸疾患を中心に～
（筑西）1月,2006

No.3 谷中昭典：
スルフォラファン含有食品による胃ガンの化学予防

第7回筑波大学大学院医学6専攻セミナー（つくば）4月,2006
No.4 安部井誠人：

腫瘍選択的増殖型アデノウイルスを用いた胆道癌の遺伝子治療の実験的有効性
第一回つくば癌治療先端研究セミナー（つくば）6月,2006

No.5 谷中昭典：
スルフォラファン含有食品による胃ガンの化学予防

日米ブラシカ基金セミナー（東京）7月,2006
No.6 柴原 健：

上部消化管経鼻内視鏡の使用経験
（水戸）9月,2006

No.7 柴原 健：
潰瘍性大腸炎＆クローン病 ～最近の知見～

（つくば）9月,2006
No.8 柴原 健：

潰瘍性大腸炎＆クローン病 ～最近の知見～
（常総）10月,2006

No.9 柴原 健：
潰瘍性大腸炎＆クローン病 ～最近の知見～

（土浦）10月,2006
No.10 安部井誠人：

当科における経口B型肝炎治療薬の使用経験と問題点
バラクルード講演会（つくば）10月,2006

No.11 安部井誠人：
胆道癌の遺伝子治療の前臨床試験：腫瘍選択的増殖型アデノウイルスの応用

（水戸）11月,2006
No.12 谷中昭典：

スルフォラファン含有食品による胃ガンの化学予防
第3回フーズサイエンスセミナー（静岡）12月,2006

No.13 柴原 健：
潰瘍性大腸炎＆クローン病 ～最近の知見～

（龍ヶ崎）12月,2006
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呼吸器内科グループ（2006年）

原 著
No.1 KimuraT,IshiiY,YohK,MorishimaY,IizukaT,KiwamotoT,MatsunoY,HommaS,

NomuraA,SakamotoT,TakahashiS,SekizawaK:
OverexpressionofthetranscriptionfactorGATA-3enhancesthedevelopmentofpulmonary

fibrosis.

Am.J.Pathol.169,96-104,2006.

No.2 KaiS,NomuraA,MorishimaY,IshiiY,SakamotoT,HegabAE,SekizawaK:
Theeffectofsmoking-relatedhyperhomocysteinemiaonspirometricdeclinesinchronic

obstructivepulmonarydiseaseinelderlyJapanese.

Arch.Gerontol.Geriatr.42,117-124,2006

No.3 KiwamotoT,IshiiY,MorishimaY,YohK,MaedaA,IshizakiK,IizukaT,HegabAE,
MatsunoY,HommaS,NomuraA,SakamotoT,TakahashiS,SekizawaK:
TranscriptionfactorsT-betandGATA-3regulatedevelopmentofairwayremodeling.

Am.J.Respir.Crit.CareMed.174,142-151,2006

No.4 HegabAE,SakamotoT,SekizawaK:
Mechanismofmucinsecretionindiffusepanbronchiolitis

Chest129,212,2006

No.5 KikuchiN,SatohH,KodamaT,OhtsukaM:
Surfactantprotein-Dandunfavorableoutcomeininterstitiallungdiseases.

Clin.Chim.Acta374,158-159,2006

No.6 KanemotoK,SatohH,IshikawaH,SekizawaK:
Neuron-specificenolaseandlivermetastasisinSCLC.

Clin.Oncol.18,505,2006

No.7 SatohH,KagohashiK,KurishimaK,IshikawaH,OhtsukaM:
ComparisonofNSEandproGRPinprognosticevaluationofSCLCpatients.

Clin.Oncol.18,720,2006

No.8 KikuchiN,NomuraA,EndoT,SekizawaK:
AnaerobicbacterialempyemaaccompanyingintrathoracicgasformationInanorexianervosa.

Int.J.EatDidord.39,621-3,2006

No.9 FujiwaraM,KammaH,WuW Yano,YHomma,SSatohH:
AlternativeLengtheningofteromeresinhumanadrenocorticalcarcinomacelllineH295R.

Int.J.Oncol.29,445-452,2006

No.10 KanemotoK,KurishimaK,IshikawaH,ShiotaniS,SatohH,OhtsukaM:
Smallintestinalmetastasisfromsmallcelllungcancer.

Intern.Med.45,967-970,2006

No.11 OgawaR,TanakaK,SatohH,SekizawaK:
Intra-tumorhemorrhageassociatedwithbrainstemmetastasisfromlungcancer.

Intern.Med.45,491-492,2006
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No.12 ChinoY,MurataH,GotoD,MatsumotoI,TsutsumiA,SakamotoT,OhtsukaM,SekizawaK,
ItoS,SumidaT:

T cellreceptorBV generepertoireoflymphocytesinbronchoalveolarlavagefluidof

polymyositis/dermatomyositispatientswithinterstitialpneumonitis

Int.J.Mol.Med.17,101-109,2006

No.13 HommaS,SakamotoT,HegabAE,SaitohW,NomuraA,IshiiY,MorishimaY,IizukaT,
KiwamotoT,MatsunoY,MassoudHH,HosnyMM,HassaneinKM,SekizawaK:

Association of phosphodiesterase 4D gene polymorphisms with chronic obstructive

pulmonarydisease:Relationshiptointerleukin13genepolymorphism.

Int.J.Mol.Med.18,933-939,2006

No.14 SaitohW,SakamotoT,HegabAE,NomuraA,IshiiY,MorishimaY,KaiS,IizukaT,
KiwamotoT,MatsunoY,MassoudHH,MassoudHM,HassaneinKM,SekizawaK:

MMP14genepolymorphismsinchronicobstructivepulmonarydisease.

Int.Mol.Med.17,621-626,2006

No.15 KanemotoK,SatohH,IshikawaH,IshikawaS,OhtsukaM,SekizawaK:
A prospectivestudyoffeverandpneumoniaafterflexiblefiberopticbronchoscopyinthe

elderly.

J.Am.Geriat.Soc.54,827-830,2006

No.16 SatohH,KurishimaK,IshikawaH,OhstukaM:
IncreasedlevelsofKL-6andsubsequentmortalityinpatientswithinterstitiallungdiseases.

J.Intern.Med.260,429-434,2006

No.17 KagohashiK,HommaS,SatohH,IshikawaH,M.Ohtsuka,SekizawaK:
Are-evaluationofsquamouscellcarcinomaantigen(SCC)asaserummarkerfornon-small

celllungcancer.

Med.Oncol.2006,inpress

No.18 MatsunoY,SatohH,IshikawaH,KodamaT,OhtsukaM,SekizawaK:
SimultaneousmeasurementsofKL-6 and SP-D in patientswith undergoing thoracic

radiotherapy.

Med.Oncol.23,75-82,2006

No.19 MasukoH,SatohH,OharaG,AnamiY,NoguchiM,OhtsukaM:
Pleuralsmallcellcarcinoma

LungCancer53,391-392,2006

No.20 KagohashiK,SatohH,KurishimaK,IshikawaH,OhtsukaM:
Bodymassindexandlungcancerriskinneversmokers.

Radiol.Oncol.40,239-244,2006

No.21 KagohashiK,SatohH,OhtsukaM:
Gefitinibisanadditionalprognosticfactoramongmetastaticlungadenocarcinoma.

Respirology11,835,2006

No.22 大塚盛男,久賀圭祐,松井裕史,石津智子:
検診と生活習慣病

日健医誌 15,2-6,2006
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No.23 大塚盛男,久賀圭祐,松井裕史,森 慶子,山本政江,平田三代子,田口紀美子,五島洋子,
久松聡子,久能英子,人見重美,本間敏明,関沢清久:

医療関係学生における二段階ツベルクリン反応検査施行後のツベルクリン反応
キャンパスヘルス43,184,2006

No.24 菊池教大,遠藤健夫,対木 章,大谷明夫,野村明広,関沢清久:

FDG-PETが原発巣の検索に有用であった卵巣癌による癌性胸膜炎の１例
日本胸部臨床65,99-106,2006

No.25 菊池教大,上遠野賢之助,松村 壮,角 昌晃,石川博一,遠藤健夫,舩山康則,佐藤浩昭,

大塚盛男,関沢清久:

呼吸器疾患終末期の現状,投与薬剤,特に鎮静,鎮痛薬投与に関する検討
日本胸部臨床65,662-669,2006

No.26 森本絵美子,石井幸雄,菊池教大,近藤裕也,陶山時彦:
リウマチ性多発筋痛症に合併し，肺癌の脊椎浸潤との鑑別を要した化膿性脊椎炎の1例

日本胸部臨床65,944-949,2006
No.27 阿野哲士,角 昌晃,稲毛芳永,藤原正親,菊池教大,石井幸雄,関沢清久:

長期間観察し得たウエステルマン肺吸虫の1例
日本胸部臨床65,1130-1136,2006

No.28 菊池教大,本間敏明,関沢清久:

慢性呼吸不全症例における長期非侵襲的換気（NPPV）療法の臨床的検討
日本臨床生理学会雑誌36,137-141,2006

総 説
No.1 石井幸雄:

COPDモデル動物
綜合臨床55,2430-2434,2006

No.2 坂本 透:

COPD －病態と薬物治療－
MedicamentNews1886,15-16,2006

No.3 石井幸雄:

COPD発症の分子病態
最新医学 61（増）,2006-2014,2006

No.4 森島祐子:

NKT細胞ノックアウトマウス
分子呼吸器病10,221-225,2006

No.5 菊池教大,石井幸雄,大塚盛男:

CommonDiseasesインストラクションマニュアル・異型肺炎
Medicina43,272-275,2006

No.6 菊池教大,際本拓未,児玉孝秀,石井幸雄,関沢清久,河端美則:
繰り返す気胸に対し抗エストロゲン療法が有効であった結節性硬化症の一例

呼吸器臨床談話会特別例会記録集,2006
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著 書
No.1 大塚盛男:

労働安全衛生法の下での保健管理業務の現状と展望．現場から④附属学校教育局・共同教
育研究施設

筑波フォーラム
筑波大学,つくば,131-134,2006

No.2 本間敏明:

呼吸困難の病態生理
yearnote2007,岡庭 豊監修,第16版

メデイックメデイア,東京,277-284,2006
No.3 坂本 透:

胸部X線異常
EXPERT 膠原病・リウマチ,住田 孝之編,第2版

診断と治療社,東京,174-180,2006
No.4 佐藤浩昭:

第100回医師国家試験問題解説書
医学評論社,東京,

100A-14(pp.18-19),100A-15(pp.19-20),100A-17(pp.22-23),

100A-18(pp.23-24),100D-8(pp.189),100D-15(pp.198-199),

100E-9(pp.246),100E-16(pp.250),2006

No.5 佐藤浩昭:

Cytokeratin19fragment

検査値のみかた,中井利昭編,第3版
中外医学社,東京,713-714,2006

No.6 佐藤浩昭：
SCC抗原 検査値のみかた

検査値のみかた,中井利昭編,第3版
中外医学社,東京,711-712,2006

No.7 森島祐子,関沢清久：
南山堂 医学大辞典

第19版
南山堂,東京,2006

No.8 仁木久恵,森島祐子,NancySharts-Hopco:

そのまま使える病院英語表現5000
医学書院,東京,2006

学会発表
No.1 菊池教大,児玉孝秀,砂田幸一,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男:

当科における非小細胞肺癌に対する同時併用放射線化学療法の検討
第1回茨城CR研究会（つくば）2月,2006
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No.2 金敷真紀,斎藤洋子,中山文子,佐藤浩昭,戸川真一,斎藤武文,関沢清久:

肺がん検診における技師拾い上げ効果
第103回日本内科学会講演会（東京）４月,2006

日内学会誌 95,201,2006

No.3 大原 元,増子裕典,小川良子,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男:

脳幹部転移部位に腫瘍内出血を来たした肺腺癌の1例
第178回茨城県内科学会（水戸）4月,2006

No.4 MorishimaY,IshiiY,KiwamotoT,SekizawaK:
IncreaseofnaturalkillerT cellsinbronchoalveolarlavagefluidinpatientswithacute

eosinophilicpneumonia.

102ndInternationalConferenceofAmericanThoracicSociety(SanDiego)5月,2006
ProceedingsoftheAmericanThoracicSocietyA101,2006

No.5 KiwamotoT,IshiiY,MorishimaY,SekizawaK:
TheroleofT-betandGATA-3overexpressioninthedevelopmentofairwayremodeling.

102ndInternationalConferenceofAmericanThoracicSociety(SanDiego)5月,2006
ProceedingsoftheAmericanThoracicSocietyA31,2006

No.6 石川博一,藤田純一,金本幸司,栗島浩一,内藤隆志,籠橋克紀,佐藤浩昭,大塚盛男,

関沢清久:

呼吸器疾患症例に対する睡眠薬投与,血液ガスとの関連
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,322,2006
No.7 森島祐子,石井幸雄,野村明広,坂本 透,飯塚尚志,際本拓未,松野洋輔,本間晋介,

関沢清久:

急性好酸球性肺炎の気管支肺胞洗浄液におけるNKT細胞の発現
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,246,2006
No.8 金本幸司,石川博一,栗島浩一,藤田純一,内藤隆志,佐藤浩昭,大塚盛男,関沢清久:

高齢者に対する気管支鏡検査の現状,特に合併症に関する検討
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,320,2006
No.9 籠橋克紀,石川博一,本間晋介,金本幸司,栗島浩一,佐藤浩昭,内藤隆志,大塚盛男,

関沢清久:

血清SCC値のROC曲線を用いた検討
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,213,2006
No.10 児玉孝秀,砂田幸一,菊池教大,森島祐子,石井幸雄,野村明広,坂本 透,佐藤浩昭,

本間敏明,大塚盛男,関沢清久:

呼吸器疾患症例における血清CA19-9の検討
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,213,2006
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No.11 菊池教大,石井幸雄,際本拓未,飯塚尚志,松野洋輔,本間晋介,森島祐子,野村明広,

坂本 透,関沢清久:

DEPによる抗原誘発気道炎症増悪に対するフドステインの抑制効果
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,197,2006
No.12 栗島浩一,藤田純一,金本幸司,石川博一,内藤隆志,佐藤浩昭,大塚盛男,関沢清久:

80歳以上肺癌症例についての検討
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,266,2006
No.13 際本拓未,石井幸雄,森島祐子,飯塚尚志,松野洋輔,本間晋介,甲斐幸子,野村明広,

坂本 透,関沢清久:

T細胞特異的転写因子の修飾による気道リモデリングの制御
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,160,2006
No.14 冨岡真一郎,本間敏明,青木弘道:

卵白アルブミン感作曝露後マウスのメサコリンに対する気道，肺末梢組織反応の種特異性
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,227,2006
No.15 青木弘道,本間敏明,冨岡真一郎:

Cationic蛋白による気道過敏性におけるNOの役割
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,227,2006
No.16 小川良子,本間敏明,関沢清久:

Lewy小体型認知症における高炭酸ガス換気応答の検討
第46回日本呼吸器学会総会（東京）6月,2006

日本呼吸器学会雑誌 44（増）,156,2006
No.17 大原 元,増子裕典,小川良子,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男:

脳幹部転移部位に腫瘍内出血を来たした肺腺癌の一例
第178回茨城県内科学会（水戸）6月,2006

No.18 菊池教大,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,本間敏明,大塚盛男,

金本幸司,栗島浩一,石川博一:
当院における急性好酸球性肺炎の検討－特にNKT細胞の関与について－

第11回 IbarakiRespirationConference（水戸）7月,2006
No.19 森島祐子,石井幸雄,野村明広,坂本 透,大塚盛男:

気管支喘息におけるNKT細胞の役割
第3回北関東信越呼吸器フォーラム（東京）7月,2006

No.20 大原 元,増子裕典,小川良子,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男,飯嶋達生,野口雅之:
胸膜原発と考えられた小細胞癌の一例

第170回日本呼吸器学会関東地方会（東京）7月,2006
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No.21 IshiiY:
ProtectiveroleoftranscriptionfactorNrf2inthedevelopmentofCOPD

TokyoAsiaCOPDsymposium（東京）8月,2006
No.22 水上勝義,本間敏明,飯島佳路,谷向 知,朝田 隆:

レビー小体型認知症における自律神経障害について －特に高炭酸ガス換気応答の低下に
ついて－

第28回日本生物学的精神医学会・第36回日本神経精神薬理学会・
第49回日本神経化学会合同年会（名古屋）9月,2006

No.23 山本政江,久賀圭祐,石津智子,吉田弘子,五島洋子,平田三代子,森 慶子,松井裕史,
大塚盛男:

高脂血症を伴う教職員における頚動脈超音波検査の生活習慣病改善の動機づけに対する有
用性についての報告

全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006
No.24 菊池教大,石井幸雄,際本拓未,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男:

NaturalkillerT細胞の増加が見られた肺ランゲルハンス細胞組織球症の２例
第6回北関東呼吸器疾患カンファレンス（東京）10月,2006

No.25 MizukamiK,HommaT,IijimaY,TanimukaiS,AsadaT:
DisturbanceofchemosensitivitytohypercapniainDLBpatients.

The4thInternationalWorkshoponDLBandPDD（横浜）11月,2006
No.26 大原 元,増子裕典,小川良子,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男,穴見洋一,飯島達生,野口雅之:
胸膜原発と考えられた小細胞癌の１例

第172回日本呼吸器学会関東地方会（東京）11月,2006
No.27 増子裕典,大原 元,小川良子,森島祐子,石井幸雄,野村明広,佐藤浩昭,坂本 透,

本間敏明,大塚盛男,石川成美,穴見洋一,野口雅之:
肺リンパ脈管筋腫症例にみられた肺野小腫瘤の1例

第172回日本呼吸器学会関東地方会（東京）11月,2006
No.28 小川良子,本間敏明,水上勝義:

Lewy小体型認知症における呼吸調節異常の検討
第43回日本臨床生理学会総会（福岡）11月,2006

No.29 石川博一,金本幸司,栗島浩一,籠橋克紀,佐藤浩昭,大塚盛男:

肺腺癌におけるGGOの意義,特に予後との関連について
第47回日本肺癌学会総会（京都）11月,2006

肺癌46,541,2006
No.30 栗島浩一,金本幸司,石川博一,籠橋克紀,佐藤浩昭,大塚盛男:

高齢者肺癌における胸部放射線同時併用化学療法についての検討
第47回日本肺癌学会総会（京都）11月,2006

肺癌46,658,2006
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No.31 石川博一,金本幸司,栗島浩一,佐藤浩昭,大塚盛男:

進行肺扁平上皮癌症例における血清SCC値のROC曲線を用いた検討
第47回日本肺癌学会総会（京都）11月,2006

肺癌46,622,2006
No.32 石井幸雄:

転写調節による肺炎症制御を介した肺気腫形成の制御
第15回PneumoForum（東京）12月,2006

No.33 佐藤藤夫,水谷太郎,山本純偉,上村和也,森島祐子,高橋伸二,武安法之,本間満子,
渡邊雅彦,渡邊重行:

当院における心肺蘇生法標準化への取り組み－CPRクリティカルパスの導入
第25回日本蘇生学会（浜松）12月,2006

班研究報告
No.1 土田大輔,森 豊,内山真幸,羽石秀昭,上遠野賢之助,本間敏明,馬場雅行,宮本忠昭:

Fusion画像による重イオン線の局所肺障害の定量的評価に関する研究
平成17年度放射線医学総合研究所

重粒子線がん治療装置等共同利用研究報告書3-4,2006

その他
No.1 大塚盛男:

画像での診断が難しかった肺癌の症例
第110回筑波呼吸器勉強会（つくば）1月,2006

No.2 大塚盛男:

市中肺炎のガイドラインと経口抗菌薬の用量・用法
筑西市医師会学術講演会（つくば）2月,2006

No.3 本間敏明:

COPDの鑑別診断と治療ガイドライン
喘息・COPDの診断と最新の治療 日医生涯教育協力講座

セミナー慢性呼吸器疾患講座（つくば）2月,2006
No.4 本間敏明:

COPDの最近の治療法
茨城県土浦支部薬剤師会生涯研修会（つくば）2月,2006

No.5 大塚盛男:

石綿による健康への影響
産業技術総合研究所（つくば）3月,2006

No.6 佐藤浩昭:

肺癌の診断法の進歩と新しい治療法
筑西市医師会平成18年度第3回研修会（筑西）6月,2006

No.7 佐藤浩昭:

呼吸器内科学テュートリアル「喫煙歴を有し血痰を主訴に来院した症例の診断」
平成１８年度県立水戸第一高等学校 大学模擬講義（取手）6月,2006
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No.8 大塚盛男:

ゲフィチニブ（イレッサ）による治療を行った肺癌の症例
第113回筑波呼吸器勉強会（つくば）7月,2006

No.9 佐藤浩昭:

非小細胞肺癌におけるゲフィチニブのコホート内ケースコントロールスタディ
県南病院薬剤師勉強会（つくば）10月,2006

No.10 石井幸雄:

市中肺炎の診断と治療
取手市医師会講演会（取手）10月,2006

No.11 本間敏明:

COPD最新の診断と治療
第4回呼吸・循環セミナー（つくば）11月,2006

No.12 石井幸雄:

転写調節による炎症性肺疾患の制御
慶応大学研究会（東京）11月,2006

No.13 大塚盛男:

間質性肺炎の診断と治療
第80回取手呼吸器研究会（取手）10月,2006
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循環器内科グループ（2006年）

原 著
No.1 KandoriA,MiyashitaT,OgataK,ShimizuW,YokokawaM,KamakuraS,MiyatakeK,

TsukadaK,YamadaS,WatanabeS,YamaguchiI:
ElectricalSpace-TimeAbnormalitiesofVentricularDepolarizationinPatientswithBrugada

Syndrome and Patients with Complete Right-Bundle Branch Blocks Studied by

Magnetocardiography.

PACE29,15-20,2006

No.2 MasuzawaK,JesminS,MaedaS,KajiY,OshikaT,HoriS,GotoK,MiyauchiT:
AnendothelintypeAreceptorantagonistreversesupregulatedVEGFandICAM-1levelsin

streptozotocin-induceddiabeticratretina.

CurrEyeRes31(1),79-89,2006

No.3 IemitsuM,MaedaS,JesminS,OtsukiT,KasuyaY,MiyauchiT:
ActivationpatternofMAPKsignalingintheheartsoftrainedanduntrainedratsfollowing

asingleboutofexercise.

JApplPhysiol101,151-163,2006

No.4 原田智雄,中沢 潔,中野恵美,脇本博文,池田響子,高木明彦,長田圭三,岸 良二,
桜井庸晴,田中 修,水野幸一,青沼和隆,鈴木文男,三宅良彦：

非虚血性流出路起源心室頻拍におけるリエントリー回路の同定
心電図26(2),162-174,2006

No.5 OtsukiT,MaedaS,KesenY,YokoyamaN,TanabeT,SugawaraJ,MiyauchiT,KunoS,
AjisakaR,MatsudaM:
Age-relatedreductionofsystemicarterialcomplianceinducesexcessivemyocardialoxygen

consumptionduringsub-maximalexercise.

HypertensRes29(2),65-73,2006

No.6 KuritaT,MitamuraH,AizawaY,NittaT,AonumaK,TsuboiN,ChinushiM,KobayashiY,
SoejimaK,SatomiK,FurushimaH,OheT,OgawaS,KodamaI,OhtsuH,YamazakiT

(NipponICDPlusPharmachologicOptionNecessity (NIPPON)Investigators):

Japaneserandomizedtrialforinvestigationofacombinedtherapyofamiodaroneand

implantablecardioverterdefibrillatorinpatientswithventriculartachycardiaandfibrillation.

TheNipponICDPlusPharmachologicOptionNecessityStudyDesign.

CircJ70(3),316-320,2006

No.7 熊谷浩司,若山裕司,福田浩二,菅井義尚,下川宏明,山内康照,横山泰廣,高橋 淳,
青沼和隆：
QRS波形が類似するAorto-MitralContinuityと大動脈弁冠尖部起源の特発性左室流出路源
性期外収縮の2例

臨床心臓電気生理29,215-222,2006
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No.8 吉田健太郎,青沼和隆,相原英明,美崎昌子,村越伸行,金本 都,鈴木章弘,遠藤優枝,
久賀圭祐,山口 巖,関口幸夫,山内康照,横山泰廣,高橋 淳：

詳細なEntrainmentMappingにより頻拍回路の同定が可能であったLowerLoopReentryの1
例

臨床心臓電気生理29,37-50,2006
No.9 山内康照,関口幸夫,鈴木 篤,樋口晃司,大山明子,嘉納寛人,大西健太郎,久佐茂樹,

宮本貴庸,尾林徹,丹羽明博,青沼和隆：
肺静脈隔離術後に生じた肺静脈左房間リエントリー性頻拍の1例

臨床心臓電気生理29,61-70,2006
No.10 LiangJ,LiuE,YuY,KitajimaS,KoikeT,YingjiJin,MorimotoM,HatakeyamaK,AsadaY,

WatanabeT,SasaguriY,WatanabeS,FanJ:
Macrophage metalloelastase acceleratesthe progression ofatherosclerosisin transgenic

rabbits.

Circulation113,1993-2001,2006

No.11 西崎光弘,杉 薫,泉田直己,鎌倉史郎,相原直彦,青沼和隆,新 博次,高木雅彦,
中沢 潔,横山泰廣,金子睦雄,須藤二朗,犀川哲典,岡本 登,小川 聡,平岡昌和,日本
心電学会：
Brugada症候群自動診断ワーキンググループ 本邦におけるBrugada症候群に対する心電
図自動診断基準

心電図26(5),758-767,2006
No.12 IemitsuM,MaedaS,OtsukiT,SugawaraJ,TanabeT,JesminS,KunoS,AjisakaR,

MiyauchiT,MatsudaM:
Polymorphism in endothelin-related genes limits exercise-induced decreases in arterial

stiffnessinoldersubjects.

Hypertension47(5),928-936,2006

No.13 JesminS,HattoriY,MaedaS,ZaediS,SakumaI,MiyauchiT:
Subdepressordoseofbenidipineamerioratesdiabeticcardiacremodelingaccompaniedby

normalizationofupregulatedendothelinsysteminrats.

AmJPhysiolHeartCircPhysiol290(5),H2146-2154,2006

No.14 UenoM,KakinumaY,YuhkiK,MurakoshiN,IemitsuM,MiyauchiT,YamaguchiI:
Doxorubicininducesapoptosisbyactivationofcaspase-3inculturedcardiomyocytesinvitro

andratcardiacventriclesinvivo.

JPharmacolSci101(2),151-158,2006

No.15 OtsukiT,MaedaS,IemitsuM,SaitoY,TanimuraY,AjisakaR,GotoK,MiyauchiT:
Effectsofathleticstrengthandenduranceexercisetraininginyounghumansonplasma

endothelin-1concentrationandarterialdistensibility.

ExpBiolMed231(6),789-793,2006

No.16 IemitsuM,MaedaS,OtsukiT,GotoK,MiyauchiT:
Timecoursealterationsofmyocardialendothelin-1productionduringtheformationof

exercisetraining-inducedcardiachypertrophy.

ExpBiolMed231(6),871-875,2006
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No.17 ShimojoN,JesminS,ZaediS,SomaM,KobayashiT,MaedaS,YamaguchiI,GotoK,
MiyauchiT:
Effectofeicosapentaenoicacidonthedifferentendothelinsystemcomponentsinendothelin-

1-inducedhypertrophiedcardiomyocytes.

ExpBiolMed231(6),888-892,2006

No.18 JesminS,ZaediS,YamaguchiN,MaedaS,ShimojoN,MasuzawaK,YamaguchiI,GotoK,
MiyauchiT:
DifferentialeffectsofselectiveendothelintypeAreceptorantagonistonthegeneexpression

ofvascularendothelialgrowthfactoranditsreceptorsinstreptozotocin-induceddiabetic

heart.

ExpBiolMed231(6),902-906,2006

No.19 JesminS,ZaediS,MaedaS,MowaC,SakumaI,MiyauchiT:
ReversalofelevatedcardiacexpressionofTGFβ1andendothelin-1inOLETFdiabeticrats
bylong-actingcalciumantagonist.

ExpBiolMed231(6),907-912,2006

No.20 ShimojoN,JesminS,ZaediS,SomaM,KobayashiT,MaedaS,YamaguchiI,GotoK,
MiyauchiT:
EPAeffectonNOSgeneexpressionandonNOlevelinendothelin-1-inducedhypertrophied

cardiomyocytes.

ExpBiolMed231(6),913-918,2006

No.21 JesminS,ZaediS,MaedaS,TogashiH,YamaguchiI,GotoK,MiyauchiT:
Endothelinantagonism suppressesplasmaandcardiacendothelin-1levelsinSHRSPsatthe

typicalhypertensivestage.

ExpBiolMed231(6),919-924,2006

No.22 JesminS,ZaediS,MaedaS,YamaguchiI,GotoK,MiyauchiT:
EffectsofaselectiveendothelinA receptorantagonistontheexpressionsofiNOSand

eNOSintheheartofearlystreptozotocin-induceddiabeticrats.

ExpBiolMed231(6),925-931,2006

No.23 ShimojoN,JesminS,ZaediS,SomaM,MaedaS,YamaguchiI,GotoK,MiyauchiT:
Changesinimportantapoptosis-relatedmoleculesintheendothelin-1-inducedhypertrophied

cardiomyocytes:Effectofthepretreatmentwitheicosapentaenoicacid.

ExpBiolMed231(6),932-936,2006

No.24 ZaediS,JesminS,MaedaS,ShimojoN,YamaguchiI,GotoK,MiyauchiT:
AlterlationsingeneexpressionsencodingpreproET-1andNOSinpulmonarytissuein

endotoxemicrats.

ExpBiolMed231(6),992-996,2006

No.25 JesminS,ZaediS,YamaguchiN,MaedaS,YamaguchiI,GotoK,MiyauchiT:
EffectsofdualendothelinreceptorantagonistonantiapoptoticmarkerBcl-2expressionin

streptozotocin-induceddiabeticrats.

ExpBiolMed231(6),1034-1039,2006
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No.26 MaedaS,JesminS,IemitsuM,OtsukiT,MatsuoT,OhkawaraK,NakataY,TanakaK,
GotoK,MiyauchiT:
Weightlossreducesplasmaendothelin-1concentrationinobesemen.

ExpBiolMed231(6),1044-1047,2006

No.27 ShimojoN,JesminS,ZaediS,MaedaS,GandoS,YamaguchiI,GotoK,MiyauchiT:
AlterationsofgeneexpressionsofpreproET-1andETreceptorsinbrainsofendotoxemic

sprague-dawleyrats.

ExpBiolMed231(6),1058-1063,2006

No.28 MasuzawaK,JesminS,MaedaS,KajiY,OshikaT,ZaediS,ShimojoN,YajiN,MiyauchiT,
GotoK:

A modelofretinalischemia-reperfusioninjuryinratsbysubconjunctivalinjectionof

endothelin-1.

ExpBiolMed231(6),1085-1089,2006

No.29 MasuzawaK,JesminS,MaedaS,ZaediS,ShimojoN,MiyauchiT,GotoK:
EffectofendothelindualreceptorantagonistonVEGF levelsinstreptozotocin-induced

diabeticratretina.

ExpBiolMed231(6),1090-1094,2006

No.30 KumagaiK,TakahashiA,YamauchiY,AonumaK:
Ventriculartachycardiaoriginatingfrom theepicardium identifiedbyintracoronarymapping

usingaPTCAguidewire.

JCardiovascElectrophysiol17(6),670-673,2006

No.31 OkishigeK,FukunamiM,KumagaiK,AtarashiH,AonumaK,InoueH forthe Pilsicainide
SuppressionTrialforPersistentAtrialFibrillationII investigators:

Pharmacologic conversion ofpersistentatrialfibrillation into sinusrhythm with oral

ilsicainide— PilsicainideSuppressionTrialforPersistentAtrialFibrillationII—.
CircJ70,657-661,2006

No.32 NishiI,KawanoS,MisakiM,HoshiT,MasumiT,IidaK,WatanabeS,YamaguchiI:
Additionofspironolactonetoanangiotensin-convertingenzymeinhibitordecreaseslung

congestionandedemainDahlhypertensiverats.

HeartVessels21(4),251-255,2006

No.33 IshizuT,SeoY,IshimitsuT,ObaraK,MoriyamaN,KawanoS,WatanabeS,YamaguchiI:
Thewakeofalargevortexisassociatedwithintraventricularfillingdelayinimpairedleft

ventricleswithapseudonormalizedtransmitralflowpattern.

ECHOCARDIOGRAPHY23,369-375,2006

No.34 田上和幸,石塚竜太郎,吉田健太郎,山崎 浩,黒木健志,久賀圭祐,青沼和隆,山口 巖,

馬場 良
運動誘発性非持続性心室頻拍を認めた中年女性のBrugada症候群の1例

JapaneseJournalofElectrocardiology26,73-78,2006
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No.35 DokiK,HommaM,KugaK,KusanoK,WatanabeS,YamaguchiI,KohdaY:
EffectofCYP2D6 genotypeon flecainidepharmacokineticsin Japanesepatientswith

supraventriculartachyarrhythmia.

EurJClinPharmacol62(11),919-926,2006

No.36 ShimojoN,JesminS,ZaediS,MaedaS,SomaM,AonumaK,YamaguchiI,MiyauchiT:
Eicosapentaenoicacid preventsendothelin-1-induced cardiomyocytehypertrophy in vitro

throughthesuppressionofTGF-β1andphosphorylatedJNK.
AmJPhysiolHeartCircPhysiol291(2),835-845,2006

No.37 JesminS,MiyauchiT,GotoK,YamaguchiI:
Down-reguratedVEGFexpressioninthediabeticheartisnormalizedbyanendothelinETA

receptorantagonist.

EurJPharmacol542,184-185,2006

No.38 EndoG,HoriT,TanimukaiS,AiharaH,AonumaK,AsadaT:
A caseofBrugadasyndromewithconvulsiveseizureduringantidepressantadministration:

relationofantidepressantagentsandarrhythmialeadingto suddendeath.

SeishinShinkeigakuZasshi108(8),792-800,2006

No.39 KumagaiK,SuzukiF,AonumaK,ShimokawaH:
Atrialtachycardiaoriginatingfrom theupperleftatrialseptum:demonstrationoftransseptal

interatrialconductionusingtheinfoldedatrialwalls.

JCardiovascElectrophysiol17(8),907-911,2006

No.40 IemitsuM,MaedaS,JesminS,OtsukiT,MiyauchiT:
ExercisetrainingImprovesaging-induceddownregulationofVEGF angiogenicsignaling

cascadeinhearts.

AmJPhysiolHeartCircPhysiolSep291(3),H1290-H1298,2006

No.41 横山泰廣,青沼和隆,宮崎晋介,高橋 淳,山口 巖：
ICD患者へのamiodarone,d,l-sotalol投与に関する自験例の検討

ProgressinMedicine26(9),2358-2361,2006

No.42 松崎寛二,平松祐司,本間 覚,佐藤晶子,阿部正一,金本真也,榊原 謙：
組織因子は invitro体外循環中の好中球変形能劣化を助長する

HemorheologyandRelatedResearch9,3-8,2006

No.43 OtsukiT,MaedaS,SugawaraJ,KesenY,MurakamiH,TanabeT,MiyauchiT,KunoS,
AjisakaR,MatsudaM:
Age-relatedreductionofsystemicarterialcompliancerelatestodecreasedaerobiccapacity

duringsub-maximalexercise.

HypertentsRes29(10),759-765,2006

No.44 OtsukiT,MaedaS,IemitsuM,JesminS,MiyauchiT:
Basalgeneexpressionofvascularendothelialgrowthfactor-relatedtranscriptionalfactorsin

ratskeletalmusclediffersbetweenslowandfastfibertypes.

JpnJPhysFitnessSportsMed55,65-70,2006

５９

循環器内科グループ（2006年）



No.45 IemitsuM,MaedaS,MiyauchiT,KunoS,MurakamiK,MatsudaM:
Geneexpressionprofilingofexercisetraining-inducedcardiovascularadaptations:molecular

insightfrommicroarrayanalyses.

IntJSportHealthSci4,451-459,2006

No.46 SeoY,MaedaH,IshizuT,IshimitsuT,WatanabeS,AonumaK,YamaguchiI:
PeakC-reactiveproteinconcentrationcorrelateswithleftventricularthrombusformation

diagnosedbycontrastechocardiographicleftventricularopacificationinpatientswithafirst

anterioracutemyocardialinfarction.

CircJ70(10),1290-1296,2006

No.47 SatoA,AonumaK,Imanaka-YoshidaK,YoshidaT,IsobeM,KawaseD,KinoshitaN,YazakiY,
HiroeM:

Serum tenascin-Cmightbeanovelpredictorofleftventricularremodelingandprognosis

afteracutemyocardialinfarction.

JAmCollCardiol47(11),2319-2325,2006

No.48 SeoY,WatanabeS,IshizuT,MoriyamaN,TakeyasuN,MaedaH,IshimitsuT,AonumaK,
YamaguchiI:
Echolucentcarotidplaquesasafeatureinpatientswithacutecoronarysyndrome.

CircJ70(12),1629-1634,2006

No.49 KandoriA,MiyashitaT,OgataK,ShimizuW,YokokawaM,KamakuraS,MiyatakeK,

TsukadaK,YamadaS,WatanabeS,YamaguchiI:
MagnetocardiographyStudyonVentricularDepolarization-CurrentPatterninPatientswith

BrugadaSyndromeandCompleteRight-BundleBranchBlocks.

PACE29,1359-1367,2006

No.50 大塚盛男,久賀圭祐,松井裕史,森 慶子,山本政江,平田三代子,田口紀美子,久松聡子,
久能英子,人美重美,本間敏明,関沢清久：

医療系学生における二段階ツベルクリン反応検査施行後のツベルクリン反応
CumpusHealth43(1),184-184,2006

No.51 吉原正治,三宅 仁,浅沼義英,苗村育郎,長尾啓一,金野 滋,影山任佐,坂口 明,
湊 博昭,近藤孝晴,川村 孝,青野 充,杉田義郎,湊 義博,久賀圭祐,斉籐郁夫,
松田正文,久保田稔,伊東 宏,飯田紀彦,佐藤和人,五味愼太朗,葛 輝子：

保健管理・健康支援における情報バリアフリーに関する調査・検討－Webによる全国調査
結果と解析－

CumpusHealth43(2),119-125,2006

No.52 山本昌良,青沼和隆,田上和幸,吉田健太郎,久賀圭祐,渡辺重行,山口 巖,村田 実：
拡張型心筋症に合併した左脚前枝由来の撃発活動を機序とする心室頻拍の一例

CircJ70,1144-1144,2006
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著 書
No.1 渡辺重行：

高安動脈炎（大動脈炎症候群）
循環器疾患最新の治療2006-2007,345-349,2006

山口 徹,堀 正二 編
南江堂（東京）2006

No.2 渡辺重行,山口 巖：
心電図を読むための基本事項

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,18-23,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
No.3 渡辺重行：

正常心電図
心電図の読み方パーフェクトマニュアル,24-47,2006

渡辺重行,山口 巖 編
羊土社（東京）2006

No.4 河野 了,西 功：
正常なP-QRS関係がみられない,基本調律の異常（頻脈を除く）

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,48-67,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
No.5 久賀圭祐：

PQが短い,長い
心電図の読み方パーフェクトマニュアル,80-91,2006

渡辺重行,山口 巖 編
羊土社（東京）2006

No.6 武安法之：
QRS幅が広い（QRS時間の延長）,QRS平均電気軸が異常

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,92-111,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
No.7 渡辺重行：

胸部誘導のR波の増高不良
心電図の読み方パーフェクトマニュアル,140-151,2006

渡辺重行,山口 巖 編
羊土社（東京）2006

No.8 本間 覚：
右側胸部誘導のR波増高またはIや左側胸部誘導でS波が深い

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,152-167,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
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No.9 宮内 卓：
QTの延長と短縮

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,220-231,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
No.10 渡辺重行：

U波の増高と陰転
心電図の読み方パーフェクトマニュアル,232-239,2006

渡辺重行,山口 巖 編
羊土社（東京）2006

No.11 久賀圭祐：
頻脈（幅の狭いQRSで規則的なもの）

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,294-315,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
No.12 久賀圭祐：

頻脈（幅の広いQRSで規則的なもの）
心電図の読み方パーフェクトマニュアル,316-331,2006

渡辺重行,山口 巖 編
羊土社（東京）2006

No.13 大塚定徳：
頻脈（幅の狭いあるいは広いQRSで不規則的なもの）

心電図の読み方パーフェクトマニュアル,332-343,2006
渡辺重行,山口 巖 編

羊土社（東京）2006
No.14 渡辺重行：

頻拍性不整脈を診る・治す,論点一ICD植込み患者に対して運転免許はどうする？
新心臓病診療プラクティス 心電図で診る・治す,191-192,2006

清水昭彦,笠貫 宏 編
文光堂（東京）2006

No.15 渡辺重行：
虚血性心疾患

心磁図の読み方,42-57,2006
塚田啓二,山口 巖 編

コロナ社（東京）2006
No.16 渡辺重行：

バイパス術 －CABGの可能性－
動脈硬化診療マニュアル,164,2006

斉藤 康,山田信博 編
南江堂（東京）2006
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総 説
No.1 山口 巖：

循環器疾患研究を支えた人々 伊藤 巖先生
CARDIACPRACTICE17(1),91-92,2006

メディカルレビュー社（大阪）2006
No.2 山口 巖：

AHA/ESCAtrialFibrillationManagement:AShiftingParadigm．
AHAHighlights2005,32-37,2006

協和企画（東京）2006
No.3 河野 了：

CBT共通試験問題（循環器）予想
CBTこあかり2シミュレーション,2006

CBTこあかりシュミレーション編集委員会 編
医学評論社（東京）2006

No.4 渡辺重行,新井恵美,石井智香子：
心疾患患者における血管機能と運動耐容能・交感神経活性との関連

循環器専門医14（1）,41-47,2006
No.5 松尾博昭,島野 仁,大久保信司,渡辺重行,松田洋人,野間重孝：

座談会「Newevidenceforeventreductioninhypertensivepatients」
MedicalTribune特別企画第2部,1-4,2006

No.6 渡辺重行：
AHA学会報告「AHA-2005」

日本心臓核医学会ニュースレター 心臓核医学29,2006
No.7 熊谷浩司,青沼和隆：

不整脈治療のマネジメント 非薬物治療 カテーテルアブレーション
クリニカルプラクティス25(2),99-103,2006

No.8 森本隆史,渡辺重行,新井恵美,木村泰三,相原英明,仁科秀崇,石山美樹,江田一彦,
坂本和彦,外山昌弘,斉藤 巧,武安法之,鰺坂隆一,稲葉 武,山口 巖：

カルシウム拮抗薬benidipineの血管機能および運動耐容能に対する効果.
心臓38(Suppl2),10-12,2006

No.9 河野 了：
拡張期心不全

心電図 26(suppl2),39-55,2006

No.10 瀬尾由広,河野 了,美崎昌子,久賀圭祐,青沼和隆,渡辺重行,山口 巖：
低心機能例におけるアミオダロンの位置づけ 心臓再同期療法を含む新しいアプローチ
心不全薬物療法.

ProgMed26(Suppl1),1499-1503,2006

No.11 青沼和隆,河野 了,瀬尾由広,吉田健太郎,田上和幸,横山泰廣,久賀圭祐,山口 巖：
低心機能例におけるアミオダロンの位置づけ 心臓再同期療法を含む新しいアプローチ
CRT療法

ProgMed26(Suppl1),1504-1508,2006
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No.12 青沼和隆：
循環器病学の論点 －controversyincardiology－

TherapeuticResearch28(4),545-568,2006

No.13 河野 了：
第100回医師国家試験問題（循環器）解説

第100回医師国家試験問題解説書
医師国家試験問題解説書編集委員会 編

医学評論社（東京）2006
No.14 吉田健太郎,青沼和隆：

心筋梗塞例の心室頻拍症
PharmaMedica25(5),41-46,2006

No.15 山内康照,青沼和隆：
プライマリー不整脈疾患 その病態理解から治療へ 診る プライマリー不整脈疾患の診
断 その他の不整脈(short-coupledPVC型心室細動,RVOT型心室細動,shortQT症候群）

HeartView10(5),533-539,2006

No.16 渡辺重行,山口 巖：
心磁図検査－虚血,不整脈－

臨床病理 54(5),466-476,2006

No.17 本間 覚：
動脈硬化性疾患の疫学,分類,成因,病態－閉塞性動脈硬化症－

特集 動脈硬化のすべて 59(Suppl3),397-401,2006

No.18 渡辺重行：
不整脈とは－診断と治療法をめぐって－

不整脈患者の自動車運転における諸問題 Cefiro3,61-66,2006

No.19 瀬尾由広,青沼和隆：
不整脈研究の最新動向 心不全の心臓再同期療法 心臓再同期療法の実際 適応と手技

医学のあゆみ217(6),682-688,2006
No.20 瀬尾由広,渡辺重行：

動脈硬化性疾患の診断基準の標準－虚血性心疾患
循環器科59suppl(3),414-425,2006

No.21 田上和幸,青沼和隆：
心不全UPDATE心不全における不整脈の発症機序と治療戦略 頻脈性不整脈を伴う心不
全患者に対するカテーテルアブレーション治療

医学のあゆみ218(14),1217-1221,2006
No.22 瀬尾由広,河野 了,美崎昌子,久賀圭祐,青沼和隆,渡辺重行,山口 巖：

心不全薬物療法.
ProgressinMedicine26(supple1),1499-1503,2006

No.23 河野 了：
チャートでみる生活習慣病の救急処置

成人病と生活習慣病36(9),968-973,2006
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No.24 吉田健太郎,青沼和隆：
管理不良不整脈へのアプローチ 難治性不整脈にどう対処するか カテーテルアブレー
ションによる難治性不整脈治療戦略 器質的心疾患に合併する心室頻拍に対するカテーテ
ルアブレーション

ModernPhysician26(10),1614-1618,2006

No.25 本間 覚：
救急－Vascularemergency
特集 血管疾患の診療－今なぜVascularLabか－

HeartView10,1164-1171,2006

No.26 久賀圭祐：
系統的な心電図の読み方

成人病と生活習慣病36(11),1268-1277,2006
No.27 関口幸夫,青沼和隆：

21世紀の不整脈診療 カテーテル治療のトピックス
成人病と生活習慣病36(11),1371-1376,2006

No.28 河野 了：
CBT共通試験問題分析

CBTこあかり1シミュレーション（第2版）
安田幸雄,松田重三 編
医学評論社（東京）2006

No.29 田上和幸,青沼和隆,吉田健太郎,相原英明,星 智也,河野 了,渡辺重行,山口 巖：
診断にCARTOsystemが有用であった不整脈源性右室心筋症の一例

茨城循環器研究会雑誌 13,57-62,2006

No.30 仁科秀崇,武安法之,渡辺重行,山口 巖：
心筋SPECTを臨床に生かすには─大規模データベースの臨床応用

ニュータウンカンファレンス2006,27-32,2006
No.31 久賀圭祐：

「メタボリック症候群」とは？
つくばスチューデンツ 578,6-6,2006

No.32 本間 覚：
ワーファリンはいつまで続けるか 特集 深部静脈血栓症の診療と治療の現況

VascularLab3,482-486,2006

学会発表
No.1 河野 了,瀬尾由広,石光敏行,星 智也,美 昌子,渡辺重行,山口 巖：

左室拡張障害の心電図所見
第40回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会（東京）1月,2006

日本成人病（生活習慣病）学会会誌32,50,2006
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No.2 川村 龍,本間 覚,宇野希世子,相原英明,木村泰三,星 智也,田上和幸,吉田健太郎,
河野 了,渡辺重行,山口 巖：

原発性肺高血圧症に対しエンドセリン受容体拮抗薬を導入した一例
第40回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会（東京）1月,2006

日本成人病（生活習慣病）学会会誌32,50,2006
No.3 渡辺重行,木村泰三,武安法之,温 景,相原英明,鈴木大介,緒方邦臣,神鳥明彦,

宮下 豪,塚田啓二,山口 巖：
冠狭窄に伴う傷害電流の心磁図による画像化

第16回日本心血管画像動態学会（大阪）1月,2006
第16回日本心血管画像動態学会抄録集,135,2006

No.4 村越伸行,青沼和隆,吉田健太郎,山口 巖：
HCN4遺伝子による徐脈性不整脈に対する遺伝子治療の開発

第11回心血管研究助成発表会（東京）2月,2006
No.5 山本昌良,青沼和隆,田上和幸,吉田健太郎,久賀圭祐,渡辺重行,山口 巖,村田 実：

拡張型心筋症に合併した左脚前枝由来の激発活動を機序とする心室頻拍の一例
第199回日本循環器学会関東甲信越地方会（東京）2月,2006

CircJ70(SupplIII),1144,2006

No.6 金本 都,塩塚潤二,木村泰三,森本隆史,石川公人,野口祐一,渡辺重行,山口 巖：
誤嚥性肺炎を契機に顕在化したアミオダロン間質性肺炎の一例

第199回日本循環器学会関東甲信越地方会（東京）2月,2006
CircJ70(SupplIII),1144,2006

No.7 仁科秀崇,武安法之,渡辺重行,山口 巖：
シンポジウム：「心筋SPECTを臨床に生かすには」大規模データベースの臨床応用

第31回ニュータウンカンファレンス（神戸）2月,2006
第31回ニュータウンカンファレンス抄録集,5,2006

No.8 石塚竜太郎,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,山崎 浩,黒木健志,久賀圭祐,山口 巖,

馬場 良：
運動誘発性心室頻拍を認めた中年女性のBrugada症候群の1例

第4回特発性心室細動研究会（東京）2月,2006
No.9 UnoK,HommaS,NakanishiK,AbeD,HamadaH,YoshikawaH,YamaguchiI:

RelationshipofcoagulofibrinolyticactivationtospontaneousechoContrastinlimbveinof

pregnantwomen.

18thannualmeetingofAmericanVenousForum(Miami,USA)2月,2006
No.10 JesminS,MiyauchiT,ZaediS,IemitsuM,TogashiH,MaedaS,GotoK,YamaguchiI:

DualendothelinreceptorantagonistreversestheupregulatedVEGF-KDR axisinfrontal

cortexofSHR-SPwithoutmodulatingthecerebralbloodflow.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),381-382,2006
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No.11 OtsukiT,MiyauchiT,MaedaS,IemitsuM,SaitoY,TanimuraY,AjisakaR,GotoK,
YamaguchiI:
Effectsofathleticstrength-andendurance-exercisetrainingonaorticstiffnessandplasma

endothelin-1concentrationinyounghumans.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),499,2006

No.12 ShimojoN,MiyauchiT,JesminS,ZaediS,MaedaS,GotoK,YamaguchiI:
Endothelin-1inducestheexpressionsofVEGF anditsreceptors(Flt-1andFlk-1)in

neonatalcardiomyocytesinvitrodose-dependently.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),192-193,2006

No.13 IemitsuM,MaedaS,JesminS,MiyauchiT,YamaguchiI:
Exercisetrainingimprovesaging-inducedimpairmentofangiogenesisthroughupregulation

ofVEGFandFlk-1intheheart.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),270,2006

No.14 JesminS,MiyauchiT,IemitsuM,ZaediS,YamaguchiN,ShimojoN,MaedaS,GotoK,
YamaguchiI:
Endothelinreceptorantagonistamelioratesthecardiacdysfunction,decreasedcardiacVEGF

signalingandinadequatecoronarycollateraldevelopmentinearlydiabeticrats.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),394,2006

No.15 IemitsuM,MiyauchiT,MaedaS,GotoK,YamaguchiI:
Changesofmyocardialendothelin-1levelduringtheformationofexercisetraining-induced

cardiacadaptation.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),587,2006

No.16 IemitsuM,MaedaS,MiyauchiT,YamaguchiI:
Exercisetrainingimprovesaging-induceddecreaseofenergymetabolicmolecularsystem

throughperoxisomeproliferator-activatedreceptorγcoactivator-1α(PGC-1α)intheheart.
第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006

CircJ70(SupplI),270-271,2006

No.17 OtsukiT,MaedaS,IemitsuM,SaitoY,TanimuraY,AjisakaR,MiyauchiT,YamaguchiI:
Arterialstiffnessandcompetitivesportscareerinadolescentendurance-andstrength-trained

athletes.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),478,2006
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No.18 JesminS,MiyauchiT,ZaediS,IemitsuM,MaedaS,SakumaI,HattoriY,YamaguchiI:
EstrogenreceptorAlphaismoreactivelyinvolvedinthecardiacVEGF/KDR/NO/pathway

comparedtoestrogenreceptorBetainfemalemice.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）月,2006
CircJ70(SupplI),483-484,2006

No.19 ShimojoN,MiyauchiT,JesminS,ZaediS,SomaM,MaedaS,GotoK,YamaguchiI:
Eicosapentaenoicacid,amajorcomponentoffishoil,preventstheprogressionofendothelin-

1-inducedcardiomyocytehypertrophythroughsuppressingphosphorylatedJNK.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),223,2006

No.20 SeoY,WatanabeS,IshizuT,MoriyamaN,TakeyasuN,MaedaH,IshimitsuT,YamaguchiI:
EcholucentCarotidPlaqueisaUsefulSurrogateMarkerforIdentifyingHighRiskPatients

forCoronaryArterialVulnerability.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),149,2006

No.21 SeoY,AonumaK,YoshidaK,KawanoS,WatanabeS,YamaguchiI:
UsefulnessofRadialStrainDeterminedby2-DTrackingMethodtoIdentifytheResponder

forCardiacResynchronizationTherapy.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),445,2006

No.22 SeoY,WatanabeS,TakeyasuN,IshizuT,MoriyamaN,YamaguchiI:
Serum LevelsofMalondialdehyde-ModifiedLDLAssociatewithSystemicAtherosclerotic

InstabilityinPatientswithCoronaryArteryDiseases.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),172,2006

No.23 IshizuT,SeoY,ObaraK,MoriyamaN,YamanouchiT,NoguchiY,WatanabeS,YamaguchiI:
Stratificationofimpairedrelaxationfillingpatternbylegliftinginpatientswithnormalleft

ventricularejectionfraction.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),502,2006

No.24 LiangJ,LiuE,KitajimaS,KoikeT,YuY,JinY,KitayamaC,ShikamaH,MorimotoM,

YamaguchiI,WatanabeS,FanJ:
YoungInvestigator’sAwardforInternationalStudentsFinalistsLectures.
Increasedmacrophageelastase(MMP-12)enhancestheprogressionofatherosclerosisin

transgenicrabbits.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),52,2006
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No.25 WatanabeS,TakeyasuN,OnK,KimuraT,AiharaH,YamadaS,SuzukiD,OgataK,
KandoriA,MiyashitaT,TsukadaK,YamaguchiI:

Diagnosisofcoronarystenosisbymutiple-current-vectordiagramofmagnetocardiography:A

noveltechniquetoevaluatetheinhomogeneityofmyocardialrepolarization.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),170,2006

No.26 HoshiT,SeoY,YoshidaK,AonumaK,WatanabeS,YamaguchiI:
Severemitralregurgitationisthestrongestpredictorforclinicalprognosisofadvancedheart

failurepatientsreceivingcardiacresynchronizationtherapy.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),260,2006

No.27 TakeyasuN,WatanabeS,SeoY,YoshidaI,YoshidaK,AiharaH,HoshiT,KimuraT,
YamaguchiI:
StandardizedmethodofremountingCypherstent—IT(In-Tuberemounting)Method—.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),384,2006

No.28 KoshinoY,UchidaK,KawanoS,TakeyasuN,MorimotoT,NoguchiY,SatoY,TakanoR,
MenoK,KurachiY,WatanabeS,YamaguchiI:
Proteomeanalysisofplasmafromcoronaryarteryinpatientswithacutecoronarysyndrome.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),514,2006

No.29 MorimotoT,WatanabeS,TakeyasuN,EdaK,IshiyamaM,SakamotoK,AiharaH,KimuraT,
SaitoT,AraiE,ToyamaM,NishinaH,AjisakaR,YamaguchiI:

Effectsoftetrahydrobiopterinonexercisetolerance,vascularfunction,andexercisehyperemia

inpatientswithcoronaryarterydisesase.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),535,2006

No.30 AiharaH,TakeyasuN,WatanabeS,KimuraT,MorimotoT,NishinaH,KugaK,AonumaK,
TakedaT,YamaguchiI:
Radionuclideventriculographicevaluationoftheeffectbycardiacresynchronizationtherapy.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),555-556,2006

No.31 KimuraT,WatanabeS,OnK,YamadaS,TakeyasuN,AiharaH,OgataK,MiyashitaT,
SuzukiD,KandoriA,TsukadaK,KugaK,YamaguchiI:
Current-arrowmapofmagnetcardiographyishighlysensitivetocoronarystenosis,andcan

visualizethe‘injurycurrent’ofischemicmyocardium.
第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006

CircJ70(SupplI),423,2006
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No.32 SuzukiA,YukawaA,WatanabeY,TanakaK,TakeiY,EjiriN,KawamuraR,WatanabeS,
YamaguchiI:
Highimprovingsubjectivesymptomsaftersuccessfulprimarycoronaryinterventionfor

acutemyocardialinfarctionmaybenewclinicalpredictor.

第70回日本循環器学会学術集会（名古屋）3月,2006
CircJ70(SupplI),634,2006

No.33 渡辺重行,武安法之,相原英明,木村泰三,塚田啓二,緒方邦臣,山口 巖：
心磁図による虚血性心疾患診断

第103回日本内科学会講演会（横浜）4月,2006
日本内科学会雑誌95（臨時増刊号）,222,2006

No.34 JesminS,MowaCN,ZaediS,MiyauchiT:
Endothelin antagonism amelioratescardiac dysfunction,decreasesVEGF signaling and

normalizescoronarycollateraldevelopmentinearlydiabeticheart.

FASEBExperimentalBiology2006meeting(Sanfrancisco,USA),4月,2006
No.35 MowaCN,JesminS,ZaediS,MiyauchiT:

AntagonismofendothelinactionreversesneurovascularremodelinginSHRSPbrain.

FASEBExperimentalBiology2006meeting(SanFrancisco,USA),4月,2006
No.36 瀬尾由広,石光敏行,前田裕史,篠原進,内田清子,石津智子,森山直子,渡辺重行,

青沼和隆,山口 巖：
急性前壁心筋梗塞における心尖部血栓の規定因子：コントラスト心エコー法による検討

日本心エコー図学会（さいたま）4月,2006
No.37 酒巻文子,瀬尾由広,石津智子,飯田典子,中島英樹,稲葉 武,河野 了,渡辺重行,

青沼和隆：
拡張型心筋症における収縮期および拡張期同期不全とQRS時間との関連についての検討

日本心エコー図学会（さいたま）4月,2006
No.38 瀬尾由広,石光敏行,内田清子,篠原 進,前田裕史,藤田圭史,亀崎高夫,青沼和隆,

山口 巖：
パネルディスカッション：循環器における加齢変化.僧帽弁輪石灰化と頸動脈硬化症との
関連；脳梗塞症例における検討.

日本超音波医学会（大阪）5月,2006
No.39 瀬尾由広,石光敏行,石津智子,森山直子,河野 了,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖：

カラードプラ法による伝播速度計測法標準化のための,コントラスト心エコー法を用いた
伝播速度の評価.

日本超音波医学会（大阪）5月,2006
No.40 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,石津智子,森山直子,河野 了,渡辺重行,山口 巖：

重症心不全における収縮拡張同期不全に対する再同期療法の効果
日本超音波医学会（大阪）5月,2006

No.41 石津智子,瀬尾由広,森山直子,武安法之,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖：
酸化LDLと頚動脈エコー所見の関連

第79回日本超音波医学会学術集会（大阪）5月,2006
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No.42 本間 覚,宇野希世子,安倍大輔,中西啓太,佐藤豊美,沖 明典,佐藤加奈子,角田 肇,

吉川裕之,山口 巖：
婦人科手術の周術期における静脈血栓塞栓症の予防対策.

第79回日本超音波医学会学術集会（大阪）5月,2006
No.43 宇野希世子,本間 覚,安倍大輔,中西啓太,山口 巖,濱田洋美,吉川裕之：

周産期における血管超音波検査所見の意義－血液凝固因子との関連－
第79回日本超音波医学会学術集会（大阪）5月,2006

No.44 青沼和隆：
心筋症にともなう不整脈の非薬物療法の新たな試み

第41回理論心電図研究会（東京）5月,2006
No.45 SugawaraJ,KomineH,HayashiK,YoshizawaM,YokoiT,OtsukiT,ShimojoN,MiyauchiT,

MaedaS,TanakaH,FACSM:
Effectofsystemicnitricoxidesynthaseinhiibitiononarterialstiffnessinhumans.

AmericanCollegeofSportsMedicine53rdAnnualMeeting(Colorado,USA),5月,2006
MedSciSportsExerc38(5)Suppl,s183,2006

No.46 OtsukiT,MaedaS,IemitsuM,SaitoY,TanimuraY,AjisakaR,MiyauchiT:
Contributionofarterialcomplianceandvascularresistancetoeffectivearterialelastance

changesduringexercise.

AmericanCollegeofSportsMedicine53rdAnnualMeeting(Colorado,USA),5月,2006
MedSciSportsExerc38(5)Suppl,s185,2006

No.47 武安法之,渡辺重行,瀬尾由広,相原英明,星 智也,木村泰三,河野 了,大塚定徳,

山口 巖：
Vein-coveredCypherステントを用いた冠動脈瘤に対するPCIの一例

第28回日本心血管インターベンション学会関東甲信越地方会（栃木）5月,2006
第28回日本心血管インターベンション学会関東甲信越地方会抄録集,42,2006

No.48 吉田健太郎,青沼和隆,田上和幸,黒木健志,吉田郁雄,中西啓太,金本 都,鈴木章弘,
遠藤優枝,久賀圭祐,山口 巖,野上昭彦,鈴木文男：

逆伝導のみを有する副房室結節リエントリーによる心房頻拍の一例.
第36回臨床心臓電気生理研究会（東京）5月,2006

No.49 川村 龍,武安法之,山崎 浩,黒木健志,町野 毅,瀬尾由広,河野 了,渡辺重行,

青沼和隆：
Cypherステント再狭窄に特異な病変形態を認めた透析症例

第20回茨城県PCI研究会水戸プラザホテル（水戸）6月,2006
第20回茨城県PCI研究会抄録集,4,2006

No.50 木村泰三,武安法之,渡辺重行,大塚定徳,星 智也,相原英明,美崎昌子,青沼和隆,

山口 巖：
右冠動脈に特異な狭窄形態を認めたPCIの一例

第200回日本循環器学会関東甲信越地方会（東京）6月,2006
CircJ70(SupplIII),1198,2006
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No.51 武安法之,渡辺重行,瀬尾由広,星 智也,木村泰三,山口 巖：
HaggingandkissingstentingwithDEStoLMTandLAD,LCxbifurcationlesion.

第15会日本心血管インターベンション学会学術集会（福岡）6月,2006
日本心血管インターベンション学会誌21(SupplI),318,2006

No.52 青沼和隆：
MeettheExpert：高齢者における心房細動の最新治療UptoDate

第48回日本老年医学会学術集会（金沢）6月,2006
No.53 家光素行,前田清司,大槻 毅,菅原 順,田辺 匠,S.ジェスミン,久野譜也,鰺坂隆一,

宮内 卓,松田光生：
中高齢者における運動習慣と動脈伸展性の関係にエンドセリン関連遺伝子多型が影響する

第6回臨床血圧脈波研究会（東京）6月,2006
PWVとAI(AugmentationIndex)の基礎から臨床・予防医学への応用,31,2006

No.54 SeoY,AonumaK,Yoshida K,KawanoS,WatanabeS,YamaguchiI:
RadialStrainDeterminedby2-D TrackingMethodtoIdentifytheResponderforCardiac

ResynchronizationTherapy.

アメリカ心エコー図学会（ボルティモア）6月,2006
No.55 IshizuT,SeoY,ObaraK,MoriyamaN,KawanoS,WatanabeS,AonumaK:

Stratificationofimpairedrelaxationfillingpatternbylegliftinginpatientswithnormalleft

ventricularejectionfraction.

アメリカ心エコー図学会（ボルティモア）6月,2006
No.56 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,町野 毅,黒木健志,山崎 浩,川村 龍,

河野 了,渡辺重行,山口 巖：
心室間連続ペーシングによる心室再同期療法の有効性.

第9回茨城心臓血管研究会（つくば）6月,2006
No.57 木村泰三,武安法之,美崎昌子,大塚定徳,瀬尾由広,渡辺重行,青沼和隆:

血栓が関与した特異な右冠動脈狭窄形態の1例
第9回茨城血管疾患研究会（つくば）7月,2006

第9回茨城血管疾患研究会抄録集,4,2006
No.58 瀬尾由広,渡辺重行,武安法之，石津智子,森山直子，青沼和隆,山口 巖：

冠動脈疾患における頚動脈粥腫性状と動脈硬化惹起因子の関連についての検討
第9回茨城血管疾患研究会（つくば）7月,2006

第9回茨城血管疾患研究会抄録集：5,2006
No.59 瀬尾由広,渡辺重行,武安法之，石津智子,森山直子，青沼和隆,山口 巖：

頚動脈エコー所見と酸化LDLおよびhs-CRPの関連
The6th symposiumofmeettheprofessorincardiovasculardisease

（東京）7月,2006
No.60 相澤勝治,家光素行,前田清司,大槻 毅,宮内 卓,目崎 登：

一過性運動による骨格筋の性ホルモン合成酵素の発現と性差
第14回日本運動生理学会（広島）7月,2006

第14回日本運動生理学会プログラム・抄録集,77,2006
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No.61 家光素行,前田清司,大槻 毅,宮内 卓：
トレーニングおよび一過性運動による心臓のMAPKシグナル活性の経時的変動

第14回日本運動生理学会（広島）7月,2006
第14回日本運動生理学会プログラム・抄録集,73,2006

No.62 関口幸夫,山内康照,嘉納寛人,大山明子,久佐茂樹,高村千智,樋口晃司,鈴木 篤,
宮本貴庸,尾林 徹,丹羽明博,青沼和隆,磯部光章：

高齢者における肺静脈隔離術
第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006

No.63 鈴木章弘,久賀圭祐,遠藤優枝,吉田健太郎,金本 都,田上和幸,黒木健志,山崎 浩,
青沼和隆,山口 巖：

高周波カテーテル・アブレーション後にε波の減少が認められた不整脈源性右室異形成症
の1例

第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006
No.64 山崎 浩,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,黒木健志,金本 都,鈴木章弘,遠藤優枝,

久賀圭祐,山口 巖,山内康照,横山泰廣,高橋 淳：
右室流出路起源心室頻拍に対する高周波アブレーションにおけるelectroanatomical
mappingsystemの有用性

第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006
No.65 遠藤優枝,吉田健太郎,田上和幸,鈴木章弘,久賀圭祐,青沼和隆,山口 巖：

多彩な不整脈にて発症し,ステロイド療法が著効した心サルコイドーシスの3症例
第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006

No.66 黒木健志,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,山崎 浩,金本 都,瀬尾由広,鈴木章弘,
遠藤優枝,久賀圭祐,山口 巖：
Fallot四微症根治術後の心房頻拍に対するCARTOsystemを用いたカテーテルアブレー
ション

第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006
No.67 青沼和隆：

［ランチョンセミナー］
RealTimeMagneticResonanceGuidedElectrophysiologyIntervention.

第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006
No.68 横山泰廣,高橋 淳,宮崎晋介,小堀敦志,桑原大志,青沼和隆,家坂義人：

慢性心房細動に対する8mmチップアブレーションカテーテルを用いた左下肺静脈－僧帽
弁輪峡部焼灼の有用性,安全性に関する検討

第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006
No.69 青沼和隆：

［DebateⅢ Protagonist］ CRTの早期導入は是か非か
第21回日本不整脈学会学術大会（東京）7月,2006

No.70 WatanabeS:
サテライトシンポジウム「Worldtrendofmagnetocardiography」
Diagnosisofischemicheartdiseaseusing64-channelMCGsystem.

第21回日本不整脈学会/第23回日本心電学会合同学術集会（東京）7月,2006
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No.71 武安法之,渡辺重行,瀬尾由広：
Cypherステント留置後再狭窄を繰り返す症例

第26回つくばインターベンションシネカンファレンス（つくば）7月,2006
第26回つくばインターベンションシネカンファレンス抄録集,7,2006

No.72 土岐浩介,本間真人,久賀圭祐,渡辺重行,青沼和隆,香取久美,草野一富,山口 巖,

幸田幸直：
CYP2D6遺伝子多型解析に基づくフレカイニドの母集団薬物動態解析

第23回日本TDM学会（東京）7月,2006
No.73 鰺坂隆一,村上晴香,前田清司,久野譜也,田中喜代次,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖,

大槻 毅,家光素行,曽根博仁：
中高齢者における高感度CRPと運動耐容能の関連および運動トレーニング効果

第56回循環器負荷研究会（東京）8月,2006
第56回循環器負荷研究会抄録集,6,2006

No.74 JesminS,ZaediS,MowaCN,MaedaS,MiyauchiT:
Antagonism ofendothelin A receptorin diabetic erectile dysfunction reversesdown

regulationofNO/NOSbutnotVEGF.

TheSeventhJointMeetingofTheHistochemicalSocietyandTheJapanSocietyof

HistochemistryandCytochemistry,heldundertheauspicesoftheInternational

FederationofSocietiesforHistochemistryandCytochemistry(Hawaii,USA)8月,2006
No.75 JesminS,ZaediS,MowaCN,MaedaS,MiyauchiT:

Endothelin(ET)-1,nitricoxide(NO)andinflammatorymarkersduringsepsisarealteredin

theliverinatime-dependentmanner.

TheSeventhJointMeetingofTheHistochemicalSocietyandTheJapanSocietyof

HistochemistryandCytochemistry,heldundertheauspicesoftheInternational

FederationofSocietiesforHistochemistryandCytochemistry(Hawaii,USA)8月,2006
No.76 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,河野 了,渡辺重行,山口 巖：

左室同期不全例におけるスペックルトラッキング法による収縮最早期時相に関する検討
第4回先進心血管エコー研究会（大阪）8月,2006

No.77 本間 覚：
循環器疾患と頸動脈エコー

第4回関東甲信越早期動脈硬化研究会（東京）8月,2006
No.78 相澤勝治,家光素行,前田清司,大槻 毅,宮内 卓,目崎 登：

骨格筋は性ホルモンを産生する
第61回日本体力医学会大会（神戸）9月,2006

第61回日本体力医学会予稿集,259,2006
No.79 吉澤睦子,菅原 順,小峰秀彦,林貢一郎,横井孝志,大槻 毅,下條信威,宮内 卓,

前田清司：
中高齢者による有酸素性運動トレーニングが下肢の交感神経性血管収縮に及ぼす影響

第61回日本体力医学会大会（神戸）9月,2006
第61回日本体力医学会予稿集,332,2006
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No.80 家光素行,前田清司,大槻 毅,菅原 順,田辺 匠,久野譜也,鰺坂隆一,宮内 卓,

松田光生：
中高齢者における動脈stiffnessの運動効果にエンドセリン関連遺伝子多型が影響する
－SATプロジェクト191－

第61回日本体力医学会大会 （神戸）9月,2006
第61回日本体力医学会予稿集,281,2006

No.81 大槻 毅,前田清司,家光素行,斉藤陽子,谷村祐子,鰺坂隆一,宮内 卓：
動脈コンプライアンスの動脈エラスタンスに対する貢献度は運動時に増大する

第61回日本体力医学会大会（神戸）9月,2006
第61回日本体力医学会予稿集,282,2006

No.82 林貢一郎,前田清司,家光素行,大槻 毅,菅原 順,田辺 匠,宮内 卓,久野譜也,

鰺坂隆一,目崎 登,松田光生：
エストロゲン受容体α遺伝子多型は身体活動レベルと動脈stiffnessの関係に影響する
－SATプロジェクト192－

第61回日本体力医学会大会（神戸）9月,2006
第61回日本体力医学会予稿集,397,2006

No.83 坂倉庸介,久賀圭祐,河野 了,鈴木章弘,吉田健太郎,田上和幸,黒木健志,山崎 浩,
川村 龍,町野 毅,青沼和隆,山口 巖：

ファロー四微症根治術後心房頻拍が出現しICDの設定に苦慮しアブレーションを行った症例
第201回日本循環器学会関東甲信越地方会（東京）9月,2006

No.84 青沼和隆：
コントロバーシー2：リズムコントロール：カテーテルアブレーションの立場から

第54回日本心臓病学会（鹿児島）9月,2006
No.85 森山直子,瀬尾由広,石津智子,河野 了,石光敏行,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖：

心不全予後予測におけるドプラ左室流入速波形解析の有用性：BNP値との比較検討
第54回日本心臓病学会（鹿児島）9月,2006

JCardiol48(Suppl.I),440,2006

No.86 黒木健志,町野 毅,山崎 浩,川村 龍,田上和幸,吉田健太郎,金本 都,鈴木章弘,
遠藤優枝,久賀圭祐,青沼和隆,山口 巖：
Fallot四徴症根治術後に生じた上室性頻拍に対し,カテーテルアブレーションを施行した5
症例についての報告

第54回日本心臓病学会（鹿児島） 9月,2006
No.87 田上和幸,黒木健志,町野 毅,山崎 浩,川村 龍,吉田健太郎,金本 都,鈴木章弘,

遠藤優枝,久賀圭祐,青沼和隆,山口 巖：
不整脈源性右室異形成症（ARVC）合併の心室頻拍に対するCARTOsytemを用いたカテー
テルアブレーション

第54回日本心臓病学会（鹿児島）9月,2006
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No.88 山崎 浩,黒木健志,町野 毅,川村 龍,田上和幸,吉田健太郎,金本 都,鈴木章弘,
遠藤優枝,久賀圭祐,青沼和隆,山口 巖：

右側胸部誘導（V1）でQS型を呈する顕性WPW症候群で,逆行性大動脈アブレーション
により根治しえた3例

第54回日本心臓病学会（鹿児島）9月,2006
No.89 瀬尾由広,大塚定徳,小宅康之,青沼和隆,田中優美子,南 学,新藤 雅司,平野雄二,

工藤博幸,木村雄介：
緻密な格子モデルを用いた心臓MRIタギング法の開発

第34回日本磁気共鳴医学会（つくば）9月,2006
No.90 篠原 進,瀬尾由広,野口明子,田村綾子,内田清子,猪瀬由美子,遠山卓明,有川良二,

前田裕史：
急性冠症候群における頚動脈超音波像の特徴

第55回日本農村医学会学術集会（名古屋）10月,2006
No.91 飯田典子,瀬尾由広,市川里美,酒巻文子,中島英樹,稲葉 武,青沼和隆,榊原 謙：

子宮静脈から心臓まで伸展した静脈内平滑筋腫の1症例
日本超音波医学会 関東甲信越地方会（東京）10月,2006

No.92 中島英樹,瀬尾由広,石津智子,市川里美,酒巻文子,飯田典子,稲葉 武,青沼和隆：
ペースメーカリードによる三尖弁閉鎖不全の診断：3D心エコー図法の有用性に関する検討

日本超音波医学会 関東甲信越地方会（東京）10月,2006
No.93 青沼和隆：

［教育講演］心不全と突然死
第10回日本心不全学会学術集会（東京）10月,2006

No.94 AonumaK,YoshidaK,SeoY,TanoueK,YamazakiH,YokoyamaY,KawanoS,KugaK,
YamaguchiI:
EquilateralTriangleVentricularPacing：TheNovelConceptofCardiacResynchronization
TherapyofLeftVentricularPerformanceinEnd-stageHeartFailure.

9thTaipei,Tokyo,SeoulJointConferenceofArrhythmia（台北）10月,2006
No.95 山本政江,久賀圭祐,石津智子,吉田弘子,平田三代子,五島洋子,森 慶子,松井裕史,

大塚盛男：
高脂血症を伴う教職員における頸動脈超音波検査の生活習慣改善の動機づけに対する有用
性についての検討

第44回全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006
No.96 久賀圭祐,石津智子,松井裕史,森 慶子,山本政江,平田三代子,五島洋子,近藤小織,

大塚盛男:

大学生における心室期外収縮の実態
第44回全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006

No.97 YoshidaK,AonumaK,KurokiK,YamazakiH,TanoueK,KanemotoM,SuzukiA,EndoM,
KugaK,SekiguchiY,YamauchiY,YokoyamaY,TakahashiA,YamaguchiI:

Insightsintodelayedpotentialdetectionbyhighresolutionscarmappingoflifethreatening

ventriculararrhythmiasIpatientswithischemiccardiomyopathy.

AmericanHeartAssociation’sScientificSessions2006(Chicago)11月,2006
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No.98 JesminS,MaedaS,ShimojoN,ZaediS,IemitsuM,HattoriY,MiyauchiT:
Endothelin antagonism normalizes impairments in VEGF signaling coronary collateral

developmentandcardiacfunctioninearlydiabeticratheart.

AmericanHeartAssociation’sScientificSessions2006(Chicago)11月,2006
No.99 SeoY,AonumaK,YoshidaK,TanoueK,KawanoS,WatanabeS,YamaguchiI:

Cardiacresynchronizationtherapywithtriple-sitepacingissuperiortobi-sitepacingin

improvingleftventricularfunctionanddyssynchrony.

AmericanHeartAssociation’sScientificSessions2006(Chicago)11月,2006
Circulation114(SupplII),616,2006

No.100 浅川哲也,望月 淳,松村国佳,山内康照,高橋 淳,青沼和隆：
下大静脈閉塞症例に合併した通常型心房粗動に対しカテーテル・アブレーションを施行し
た1例

第18回カテーテル・アブレーション委員会公開研究会（東京）11月,2006
No.101 山崎 浩,黒木健志,田上和幸,吉田健太郎,鈴木章弘,遠藤優枝,久賀圭祐,青沼和隆,

山口 巖：
Fallot四微症根治術後の心房頻拍により惹起される瘢痕周囲を両方向性に旋回する2種の
心室頻拍

第18回カテーテル・アブレーション委員会公開研究会（東京）11月,2006
No.102 鈴木 篤,山内康照,関口幸夫,樋口晃司,久佐茂樹,大山明子,高村千智,嘉納寛人,

宮本貴庸,尾林 徹,丹羽明博,鈴木文男,蜂谷 仁,平尾見三,磯辺光章,青沼和隆：
右房中隔のfocalablationにて根治したlimbusfossaovalis起源発作性心房細動の1例

第18回カテーテル・アブレーション委員会公開研究会（東京）11月,2006
No.103 柴田倫子,黒木健志,渡辺重行,町野 毅,山崎 浩,川村 龍,瀬尾由広,武安法之,

青沼和隆,山口 巖,平山 暁,堤 明人：
Bluetoesyndromeに対し,ステロイドセミパルス療法および多量内服維持投与が奏功した
一例.

第14回茨城循環器研究会（つくば）11月,2006
第14回茨城循環器研究会抄録集：3,2006

No.104 UnoK,SeoY,YoshidaK,TanoueK,SuzukiA,KawanoS,KugaK,YamaguchiI,AonumaK:
Localandsystemichematologicalchangewithleftatrialspontaneousechocontrastin

nonvalvularatrialfibrillation.

The2ndAsian-PacificAtrialFibrillationSymposium（東京）11月,2006
No.105 MachinoT,KurokiK,YamasakiH,TanoueK,YoshidaK,KugaK,YokoyamaY,TakahashiA,

YamauchiY,AonumaK,YamaguchiI:
Hybridtherapyofextensivepulmonaryveinisolationandbaloonmitralcommisurotomy

forpatientswithatrialfibrillationassociatedwithmitralstenosis.

The2ndAsian-PacificAtrialFibrillationSymposium（東京）11月,2006
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No.106 YamasakiH,KurokiK,MachinoT,TanoueK,YoshidaK,KugaK,YamauchiY,YokoyamaK,
TakahashiA,AonumaK,YamaguchiI:
Thelongterm clinicaloutcomeafterthecompletecreationofaCavo-cusupidisthmus

blocklineinpatientspresentingcommonatrialflutter.

The2ndAsian-PacificAtrialFibrillationSymposium（東京）11月,2006
No.107 Tanouek,MachinoT,KurokiK,YamasakiH,YoshidaK,SuzukiA,EndouM,KugaK,

AonumaK,YamaguchiI,YokoyamaY,TakahashiA,SekiguchiY,YamauchiY:
SignificantChangesofP Wave-triggered Signal-averaged AtrialElectrocardiogram after

ExtensivePulmonaryVeinIsolationinPatientswithAtrialFibrillation.

The2ndAsian-PacificAtrialFibrillationSymposium（東京）11月,2006
No.108 YoshidaK,TanoueK,YamasakiH,KurokiK,MachinoT,KanemotoM,KugaK,YamaguchiI,

AonumaK:
ReverseremodelingoftheleftventricleproducedbyPV isolationinapatientwithleft

ventriculardysfunctioncausedbyatrialfibrillation.

The2ndAsian-PacificAtrialFibrillationSymposium（東京）11月,2006
No.109 KurokiK,YoshidaK,TanoueK,MachinoT,YamasakiH,KawamuraR,KugaK,YamaguchiI,

AonumaK:
Driverablationofparoxysmalatrialfibrillation:SVC isolationandPV isolationofthe

culpritveinoftachycardia.

The2ndAsian-PacificAtrialFibrillationSymposium（東京）11月,2006
No.110 黒木健志,渡辺重行,町野 毅,山崎 浩,川村 龍,瀬尾由広,武安法之,青沼和隆,

山口 巖,平山 暁,堤 明人：
コレステロール塞栓症に対し,ステロイドセミパルス療法および多量内服維持投与が奏功
した一例

第202回日本循環器学会関東甲信越地方会（東京）12月,2006
CircJ71(SupplII),872,2007

No.111 佐藤藤夫,水谷太郎,上村和也,森島裕子,高橋伸二,武安法之,本間満子,渡辺雅彦,
渡辺重行：

当院における心肺蘇生法標準化への取り組み－CPRクリティカルパスの導入－
日本蘇生学会第25回大会（浜松）12月,2006

No.112 瀬尾由広,石光敏行,石津智子,宇野希世子,森山直子,河野 了,青沼和隆:

心不全予後判定におけるE/A比の有用性：ドプラ複合指標と左房圧の関連に基づく検討
第25回超音波血流研究会（東京）12月,2006

その他
No.1 青沼和隆：

難治性致死性心室性不整脈に対するカテーテルアブレーション治療.
第21回赤城循環器フォーラム（前橋）1月,2006
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No.2 青沼和隆：
心房細動の治療UptoDate －新たな薬物コンビネーション治療からカテーテルアブレー
ション治療まで－

西濃尾アミオダロン研究会（名古屋）2月,2006
No.3 青沼和隆：

心房細動の最新治療
埼玉心臓病談話会（さいたま）2月,2006

No.4 本間 覚：
血栓症について

枚方・交野・寝屋川循環器研究会（大阪）2月,2006
No.5 山口 巖：

生活習慣病－あなたの努力で健康長寿－「狭心症,心筋梗塞にならないために」
第5回茨城県医師会県民健康フォーラム（友部）3月,2006

No.6 青沼和隆：
基礎心疾患を有した心室頻拍に対するサブスレートマッピングによるアブレーションの有
用性

第35回神奈川心臓ペーシング電気生理研究会（神奈川）3月,2006
No.7 青沼和隆：

流出路心室頻拍：部位診断と治療戦略
第17回阪神アブレーション電気生理研究会（京都）4月,2006

No.8 青沼和隆：
21世紀における不整脈治療 －これからの方向性－

県南地区医師会学術講演会（つくば）4月,2006
No.9 山口 巖：

「循環器系の新治療および地域病診連携について」
真壁医師会桜川支部第1回学術講演会（桜川）5月,2006

No.10 青沼和隆：
ブルガダ症候群の現状とその治療

近畿心血管ジョイントライブ2006（京都）5月,2006
No.11 武安法之：

高血圧・高脂血症のコントロールについて
茨城生活習慣病フォーラム（つくば）5月,2006

No.12 渡辺重行：
不整脈と失神および自動車の運転について

全国警察学校運転適性相談専科 関東管区警察学校（小平）5月,2006
No.13 青沼和隆：

21世紀における不整脈治療 －これからの方向性－.
茨城県病院薬剤師会/茨城県薬剤師会学術講演会（水戸）6月,2006

No.14 青沼和隆：
カテーテルアブレーションのClinicalPearl.

静岡アブレーション勉強会（静岡） 6月,2006
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No.15 田上和幸,吉田健太郎,川村 龍,山崎 浩,黒木健志,町野 毅,青沼和隆,山口 巖：
肺動脈隔離術前後における体表面P波加算平均心電図評価の意義

第11回神奈川臨床不整脈フォーラム（横浜）6月,2006
No.16 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,河野 了,山口 巖：

新たな心室再同期療法.
第63回茨城心臓血管研究会（つくば）6月,2006

No.17 青沼和隆：
21世紀における不整脈治療 －これからの方向性－.

第19回横須賀循環器グループ病診連携研究会（横須賀）6月,2006
No.18 青沼和隆：

心房細動の最新治療 －薬物療法からカテーテルアブレーションまで－
第15回黎明心臓フォーラム（鹿児島）6月,2006

No.19 山口 巖：
「虚血性心疾患の予防と治療」

第5回「HCN水戸」研究会（水戸）7月,2006
No.20 青沼和隆：

心房細動の最新治療
第9回三重循環器フォーラム（三重）7月,2006

No.21 青沼和隆：
基質心疾患を有する悪性心室性不整脈に対する新たな治療戦略

第12回山の上循環器セミナー（東京）7月,2006
No.22 青沼和隆：

心房細動に対する現在の治療 －アップストリーム治療,ダウンストリーム治療,そして
カテーテルアブレーションまで－

横須賀市医師会学術講演会（横須賀）7月,2006
No.23 青沼和隆：

高齢者の心房細動
MeettheClinicalExpert2006（大阪）7月,2006

No.24 青沼和隆：
心房細動の最新治療

県南地区医師会学術講演会（つくば）7月,2006
No.25 青沼和隆：

心房細動の最新治療 －UpToDate－
真壁医師会学術講演会（筑西市）7月,2006

No.26 渡辺重行：
実地臨床における虚血性心疾患の診断・治療

真壁医師会学術講演会（筑西市）7月,2006
No.27 酒井 俊：

心肥大研究の新たなる展開
循環器内科学術講演会（つくば）7月,2006
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No.28 河野 了：
日常診療に役立つ最近の心不全の話題

心不全学術講演会（つくば）7月,2006
No.29 河野 了：

AEDって何ですか？
石岡薬剤師会学術講演会（石岡市）7月,2006

No.30 青沼和隆：
心房細動に対する最近治療

第86回筑西循環器講習会（筑西市）9月,2006
No.31 瀬尾由広,青沼和隆：

心室再同期療法の適応と手技,そして新たな展開
臨床ME専門認定士講習会（東京）9月,2006

No.32 本間 覚：
肺高血圧に対する薬物治療の進歩

PulmonaryHypertensionセミナー（野田）9月,2006
No.33 本間 覚：

動脈・静脈血栓症の臨床
第86回筑西循環器講習会（筑西）10月,2006

No.34 青沼和隆：
不整脈の診断学の向上と治療学の確立

第4回埼玉アミオダロンカンファレンス（さいたま）10月,2006
No.35 青沼和隆：

致死性不整脈に対するICD・SRT-D治療
千葉不整脈シンポジウム（千葉）10月,2006

No.36 青沼和隆：
心房細動 －疫学から治療まで－

鴻巣市医師会学術講演会（さいたま）10月,2006
No.37 青沼和隆：

心不全の突然死とCRTの適応
第3回HF/CRTセミナー（東京）10月,2006

No.38 青沼和隆：
心臓病とは
不整脈といわれたら
心筋梗塞にならないために

第13回県民のための健康管理講座（土浦）10月,2006
No.39 渡辺重行：

心筋梗塞にならないために
第13回県民のための健康管理講座（土浦）10月,2006

No.40 武安法之：
心臓病治療・食生活・運動について

第13回県民のための健康管理講座（土浦）10月,2006
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No.41 青沼和隆：
心室性不整脈の診断と治療

MedicalTribune循環器セミナー「不整脈のプライマリ・ケア」
（宮城）10月,2006

No.42 青沼和隆：
心房細動の治療UptoDate －新たな薬物コンビネーション治療からカテーテルアブレー
ション治療まで－

第1回城北アミオダロン懇話会（東京）10月,2006
No.43 瀬尾由広：

頚動脈エコーの実践とエビデンス
臨床血管障害フォーラム（つくば）10月,2006

No.44 瀬尾由広：
CRTの概念と有効性,適応基準

ペーシングによる心不全治療研修セミナー（東京） 10月,2006
No.45 瀬尾由広：

頚動脈エコーの実践とエビデンス
臨床血管障害フォーラム（水戸）10月,2006

No.46 河野 了：
急性心不全治療におけるHANPの位置づけ

HANPFORUM inTSUKUBA（つくば）10月,2006
No.47 武安法之：

大規模臨床試験JELISを臨床にどう生かすか？
茨城県JELIS講演会（つくば）10月,2006

No.48 青沼和隆：
心房細動の最新治療 －カテーテルアブレーションから薬物併用療法まで－

第22回北九州臨床不整脈研究会（小倉）11月,2006
No.49 青沼和隆：

心房細動の治療UptoDate －薬物併用療法からカテーテルアブレーションまで－
第12回長崎臨床不整脈談話会（長崎）11月,2006

No.50 河野 了：
循環器内科医から見た急性心不全治療戦略

アステラス製薬社内講演会（つくば）11月,2006
No.51 渡辺重行：

心電図基礎セミナー
第4回呼吸・循環セミナーINTSUKUBA（つくば）11月,2006

No.52 渡辺重行：
積極的脂質低下療法の意義

「積極的脂質低下療法の意義」講演会（北茨城市）11月,2006
No.53 高梨典子,本間 覚,金子道夫：

インシデント オカレンス報告と電子化の影響
医療の質・安全学会第1回学術集会（東京）11月,2006
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No.54 高梨典子,本間 覚,金子道夫：
電子化がインシデント,オカレンス報告件数と報告時間に与える影響

第2回茨城県医療事故防止研究会（つくば）11月,2006
No.55 渡辺重行：

循環器診療と積極的脂質低下療法の意義
女医の会講演会（つくば）12月,2006

No.56 青沼和隆：
心房細動の最新治療

水郷医師会学術集会（行方）12月,2006
No.57 青沼和隆：

心不全に対する心室再同期療法の現実と未来
Seminar：CARDIOLOGY2006（東京）12月,2006

No.58 青沼和隆：
心房細動の最新の治療

平成18年なめがた地域総合病院学術講演会（行方）12月,2006
No.59 青沼和隆：

心不全治療 －最近の考え方－
第281回県南循環器研究会特別講演会（土浦）12月,2006

No.60 青沼和隆：
心房細動の最新治療

第1回岩手不整脈治療懇話会（岩手）12月,2006
No.61 酒井 俊：

心筋肥大の分子細胞学的メカニズム
第1回TsukubaCardiovascularResearchSeminar（つくば）12月,2006
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No.17 SoneH,TanakaS,IshibashiS,YamasakiY,OikawaS,ItoH,SaitoY,OhashiY,AkanumaY,
YamadaN,JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)Group:

Thenewworldwidedefinitionofmetabolicsyndromeisnotabetterdiagnosticpredictorof

cardiovasculardiseaseinJapanesediabeticpatientsthantheexistingdefinitions.Additional

analysisfromtheJapanDiabetesComplicationsStudy.
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総 説
No.1 山田信博：

今後の動脈硬化予防に期待するもの
動脈硬化予防4(3),58-62,2006

No.2 山田信博：
生活習慣病と糖尿病

MEDICO37(1),28-30,2006

No.3 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：
＜日本人の糖尿病治療の前向き研究＞JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)

内科97(1),16-21,2006
No.4 山田信博,WiliamG.Haynes,小川佳宏：

メタボリックシンドロームの成因－その根底にあるものは何か－
（PathogenesisofMetabolicsyndrome－WhatistheBasesofThatPathology?－）

THECIRCULATIONFRONTIER10(1),5-15,2006

No.5 山田信博：
厚生労働省「戦略的アウトカム研究」DOIT-1,2,3

DiabetesJournal34(1),35-38,2006

No.6 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：
日本人の血糖コントロール現状－JDCSのデータにみる日本の糖尿病患者の姿は？

糖尿病マスター4(1),21-25,2006
No.7 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：

糖尿病における動脈硬化性疾患の疫学
内分泌・糖尿病科22(1),7-14,2006

No.8 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：
糖代謝：JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)

医学のあゆみ217(1),61-66,2006
No.9 曽根博仁,山田信博：

大規模臨床研究からみた日本人糖尿病患者の特徴は？
－大規模臨床研究からみた日本人糖尿病患者の特徴について教えてください－

Q＆Aでわかる「肥満と糖尿病」5(2),256-259,2006
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No.10 山田信博：
メタボリックシンドロームと糖尿病

循環器専門医 13（増刊号）,43-47,2006
No.11 鈴木浩明,山田信博：

糖尿病における心血管障害－疫学－
Diabetes&CardiovascularDisease糖尿病における心血管障害,9-18,2006

No.12 山田信博：
JDCSと糖尿病戦略研究

からだの科学247,65-70,2006
No.13 山田信博：

中性脂肪,コレステロール－まずは食生活を見直す
倫風 5月号,80-83,2006

No.14 山田信博：
動脈硬化のハイリスク病態とその分子基盤（招待講演）

日本内科学会雑誌95（臨時増刊号）,61-63,2006
日本内科学会雑誌95(9),1667-1675,2006

No.15 山田信博（解説）：
LDLコレステロール低下の意義示す（LANCET,BaigentCetal.366,1267-1278,2005,ス
タチン療法によるLDL-C低下とその効果）

MMJ2(2),101,2006

No.16 山田信博：
メタボリックシンドロームと循環器疾患

循環制御27(1),42-47,2006
No.17 山田信博,塩之入太：

COX阻害と動脈硬化（特集：アスピリンのpleiotropicaction）
炎症と免疫14(3),371-377,2006

No.18 山田信博：
メタボリックシンドローム：総論

MedicalScienceDigest32(6),218-219,2006

No.19 山田信博,浦 信行,鈴木正昭,山岸昌一：
わが国のメタボリックシンドロームの現状から,その治療戦略を探る
～長時間作用型Ca拮抗薬は有用か？～

血管医学7(1),73-79,2006
No.20 曽根博仁,山崎義光,石橋 俊,及川眞一,片山茂裕,齋藤 康,井藤英喜,赤沼安夫,

山田信博：
耐糖能異常・糖尿病からみたメタボリックシンドローム

内分泌・糖尿病科21(4),351-358,2006
No.21 曽根博仁,山田信博：

メタボリックシンドロームの臨床的意義－糖尿病－
動脈硬化予防5(1),19-27,2006
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No.22 山田信博：
Q&A薬物治療の問題点は？高脂血症治療における薬物治療の問題点について教えてくだ
さい

肥満と糖尿病5(3),448-449,2006
No.23 山田信博：

フィブラート系薬
MedicamentNews1867,1-3,2006

No.24 井上由加利,山田信博：
喫煙

循環器科59(Suppl.3),235-242,2006
No.25 山田信博：

メタボリックシンドロームの病態
臨床栄養108(6)（臨時増刊号）,653-657,2006

No.26 山田信博：
高脂血症の治療薬の使い方

臨牀と研究83(7),985-989,2006
No.27 山田信博：

酸化ストレスと高脂血症
医学のあゆみ218(1),71-75,2006

No.28 山田信博：
メタボリックシンドロームを意識した診療（10）生活習慣から見たメタボリックシンド
ロームの成因

循環plus6(10),2-6,2006
No.29 山田信博：

メタボリックシンドロームの検査と診断
微研ジャーナル友29(4),3-7,2006

No.30 山田信博,StevenM.Haffner,福井次矢：
大規模臨床試験からのレッスン(Lessonsfromrandoemizedclinicaltrials)
(RoundTableDiscussion)

THECIRCULATIONFRONTIER10(3),5-15,2006

No.31 山田信博：
日本のメタボリックシンドロームの診断基準

ドクターサロン50(8),608-612,2006
No.32 山田信博：

高脂血症（循環器疾患に対する薬物治療の基本）
medicina43(9),1492-1496,2006

No.33 曽根博仁,山田信博：
2型糖尿病患者における代謝管理と大血管障害

糖尿病診療マスター4(6),723-728,2006
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No.34 石川まゆみ,山田信博：
全身性に動脈硬化性疾患を発症した糖尿病患者の一例

MedicalPractice23(9),1642-1647,2006

No.35 山田信博：
生活習慣病と代謝症候群
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メタボリックシンドロームの概念と臨床診断基準
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No.37 鈴木浩明,山田信博：

糖尿病例を対象にした高脂血症治療薬のエビデンス
Diabetes&CardiovascularDiseaseNo.2

（糖尿病関連のエビデンスと治療の実際）,81-87,2006
No.38 山田信博：

糖尿病から見た動脈硬化
最新医学61(10),2096-2101,2006

No.39 山田信博：
メタボリックシンドロームと動脈硬化（日本心臓財団虚血性心疾患セミナー）,
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No.40 曽根博仁,石橋 俊,及川眞一,山崎義光,山田信博：

JDCSにおける脂質代謝異常と動脈硬化疾患との関連
内分泌・糖尿病科22(3),326-331,2006

No.41 山田信博：
糖尿病による動脈硬化症

日本臨牀64(11),1985-1990,2006
No.42 曽根博仁,山田信博：

糖尿病マクロアンギオパシーに関する長期介入研究－欧米と我が国のコホート研究とその
特徴－

日本臨牀64(11),2021-2030,2006
No.43 山田信博：

メタボリックシンドロームとは
産婦人科治療93(5),491-497,2006

No.44 山田信博：
メタボリックシンドロームの対策

血栓と循環14(4),305-308,2006
No.45 山田信博：

メタボリックシンドロームの発症基盤としてのインスリン抵抗性
メタボリックシンドローム－病因解明と予防・治療の最新戦略－

（日本臨牀64（増9））,23-29,2006
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No.46 山田信博：
日常診療を反映したスタチン使用の意義（日本におけるエビデンスの創出に向けて－
MegaStudyで明らかにされたこと－）

ProgMed26(supple2),3070-3074,2006

No.47 山田信博：
高脂血症治療のupdate

Mebio23(11),26-27,2006

No.48 高橋昭光,山田信博：
糖尿病・メタボリックシンドロームにおける高脂血症治療

Mebio23(11),80-86,2006

No.49 曽根博仁,赤沼安夫,山田信博,JDCSグループ：
メタボリックシンドローム－病因解明と予防・治療の最新戦略－

日本臨牀64（増刊号9）,74-83,2006
No.50 山田信博：

糖尿病患者の大血管障害とメタボリックシンドローム
診療と新薬43(12),1277-1288,2006

No.51 山口武典,堀 正二,今井 潤,山田信博,清原 裕,峰松一夫：
動脈硬化による心血管イベントのリスク層別化に関する研究（第2報）

代謝異常治療研究基金研究業績集,1-10,2006
No.52 鈴木浩明：

大血管症抑制の視点からの糖尿病治療のエビデンス
medicina43,122-125,2006

No.53 鈴木浩明：
C．動脈硬化の危険因子とその意義

4．糖尿病．循環器科59(Suppl.3),191-202,2006
No.54 鈴木浩明：

カイロミクロンレムナント
臨床化学35,230-236,2006

No.55 鈴木浩明,山田信博：
メタボリックシンドロームの診断基準の根拠

1-d.糖代謝異常．HeartView11,24-28,2007
No.56 山田信博,曽根博仁,石川雄一,代田浩之：

座談会「これからの動脈硬化治療とその評価」
TheLipid17,388-398,2006

No.57 曽根博仁,山田信博,赤沼安夫,JDCSグループ：
JDCS中間解析が示す日本人糖尿病患者におけるメタボリックシンドローム

日本臨床 64Suppl9,74-83,2006

No.58 曽根博仁,齋藤和美：
21世紀の不整脈診療 糖尿病と不整脈

成人病と生活習慣病36,1311-1316,2006
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No.59 曽根博仁：
JDCSのデータから見た糖尿病診療の現況

肥満と糖尿病5（別冊5）,96-98,2006
No.60 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：

日本の糖尿病患者における心血管疾患とメタボリックシンドロームの現況
JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)より

進歩する心臓病研究16(1),5-11,2006
No.61 曽根博仁,山田信博：

JDCSからわかる日本人の女性糖尿病患者の心血管リスクファクター
BRIDGENo.13,6-7,2006

No.62 曽根博仁,山田信博：
メタボリックシンドローム2006-2007REVISIT 最新治療エビデンス
6.糖代謝JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)

医学のあゆみ217,61-66,2006
No.63 曽根博仁,山田信博：

メタボリックシンドロームの管理と今後の展望 メタボリックシンドロームの臨床的意
義 －糖尿病－

動脈硬化予防5,19-27,2006
No.64 曽根博仁,石橋 俊,及川眞一,山崎義光,山田信博：

JDCSにおける脂質代謝異常と動脈硬化疾患との関連
内分泌・糖尿病科22,326-331,2006

No.65 曽根博仁,山田信博：
Q＆A「大規模臨床研究からみた日本人糖尿病患者の特徴は？」大規模臨床研究からみた
日本人糖尿病患者の特徴について教えて下さい

肥満と糖尿病5,256-259,2006
No.66 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：

糖代謝異常と循環器診療：日本のエビデンス
臨床医のための循環器診療5,24-28,2006

No.67 曽根博仁,山田信博：
日本人2型糖尿病患者におけるメタボリックシンドロームの現況と臨床的意義

プラクティス23,165-170,2006
No.68 曽根博仁：

特集「動脈硬化－その機序から診断と治療へ」糖尿病における動脈硬化疾患の疫学
内分泌・糖尿病科22,7-14,2006

No.69 曽根博仁：
特集「糖尿病診療のQualityofcareを向上させたい」日本人の血糖コントロールの現状

糖尿病診療マスター4,21-25,2006
No.70 曽根博仁,山田信博：

日本人の糖尿病治療の前向き研究
内科97,16-21,2006
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著 書
No.1 村上 透,山田信博：

糖尿病治療薬／抗高脂血症薬・肥満治療薬「メディクイックブック 第1部 患者さんによ
くわかる薬の説明 2006年版」（水島裕監修）

金原出版,東京,
370-373,375-378,380-384,388,2006

No.2 小林和人,山田信博：
糖尿病と血栓症「血栓症ナビゲーター」（池田康夫監修）

メディカルレビュー社,東京,130-131,2006
No.3 山田信博：

メタボリックシンドロームと心血管イベント
「循環器疾患最新の治療 2006-2007」（山口 徹,堀 正二編集）

南江堂,東京,32-37,2006
No.4 曽根博仁,山田信博：

糖尿病合併症とそのリスクファクターの人種・民族差
「分子糖尿病の進歩－基礎から臨床まで2006－」（矢崎義雄監修）

金原出版,東京,168-175,2006
No.5 山田信博：

糖尿病戦略研究「分子糖尿病の進歩－基礎から臨床まで2006－」（矢崎義雄監修）
金原出版,東京,181-186,2006

No.6 鈴木浩明,山田信博：
脂質の栄養生化学
「新体系看護学 栄養生化学」（脊山洋右,山田信博,松島照彦編集）

メヂカルフレンド社,東京,72-103,2006
No.7 川上 康,山田信博：

肥満症 「内科外来診療実践ガイド」（縮刷版,MedicalPractice編集委員会編,
和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内尉義編）

文光堂,東京,199-203,2006
No.8 曽根博仁,大橋靖雄,赤沼安夫,山田信博：

日本人2型糖尿病患者における心血管イベントとメタボリックシンドローム
「糖尿病学2006」（岡芳知 谷澤幸生編集）

診断と治療社,東京,133-142,2006
No.9 山田信博,曽根博仁：

糖尿病と虚血性心・脳血管疾患「メタボリックシンドローム－脳・心血管イベントを防ぐ
ための最新の知見とエビデンス－」（山口武典監修,横田千晶編集）

診断と治療社,東京,68-95,2006
No.10 山田信博：

フィブラート系の主要エビデンスについて教えてください
「トリグリセライドと動脈－メタボリックシンドロームの観点から－」（寺本民生編）

医薬ジャーナル社,大阪,109-111,2006
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No.11 山田信博：
血中脂質（血液検査）
「看護のための最新医学講座（第2版） 糖尿病と合併症」（日野原重明,井村裕夫監修）

中山書店,東京,205-212,2006
No.12 石川まゆみ,山田信博：

足病変「動脈硬化診療マニュアル」（齋藤 康,山田信博編集）
南江堂,東京,225-231,2006

No.13 村上 透,山田信博：
IGTとインスリン抵抗性「インスリン抵抗性」（松澤佑次,藤田敏郎,門脇孝編集）

医学書院,東京,41-45,2006
No.14 山田信博：

糖尿病,メタボリックシンドロームにおけるアスピリンの使い方「臨床現場におけるアス
ピリン使用の実際」（後藤信哉編集）

南江堂,東京,52-61,2006
No.15 曽根博仁,山田信博：

大規模臨床研究JDCSによる日本人糖尿病患者の最新の知見を教えてください
「～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にむけて－」
（菊池方利監修）

先端医学社,東京,39-45,2006
No.16 島野 仁：

エネルギー代謝制御にかかわる転写因子の役割,メタボリックシンドローム
日本臨床,日本臨床社,64,98-102,12月2006

No.17 島野 仁：
脂質合成転写因子(SREBP-1,SREBP-2),メタボリックシンドローム

日本臨床,日本臨床社,64,237-243,12月,2006
No.18 島野 仁：

シグナル伝達病を知る 遺伝子医学MOOK6
メディカルドウ,270-275,2006

No.19 島野 仁：
SREBPとインスリン抵抗性

AnnualReview内分泌,代謝 金澤康徳他編,東京 中外医学社,14-19,2006
No.20 島野 仁：

肝臓のインスリンシグナルを制御する転写因子
糖尿病学の進歩,日本糖尿病学会編,診断と治療社,187-192,2006

No.21 島野 仁：
2型糖尿病

今日の治療指針 医学書院,2006
No.22 島野 仁：

トリグリセライドとコレステロールの代謝調節のちがいをおしえて下さい
20-23トリグリセライドと動脈硬化 メタボリックシンドロームの観点から

寺本民生編 医薬ジャーナル社,7月,2006
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No.23 島野 仁：
フィブラート系薬剤 生活習慣病キーワード2

メディカルービューポイント及川眞一編 東京,医事出版社,50-51,2006
No.24 島野 仁：

SREBP冠動脈疾患の予防戦略
冠動脈疾患プロフェション5,代田浩之編 東京,中山書店,328-331,2006

No.25 島野 仁：
血糖 検査値のみかた

136-140中井利昭編,中外医学社,2006
No.26 島野 仁：

SREBP-1cを介した肝臓インスリン抵抗性
糖尿病学2005,岡 芳知編,診断と治療社,119-121,2005

No.27 島野 仁：
SREBP-1cとインスリン作用

メタボリックシンドローム,糖尿病学の進歩,日本糖尿病学会編,診断と治療社,
119-121,2005

No.28 鈴木浩明,山田信博：
糖尿病
メタボリックシンドロームにおけるアスピリンの使い方．後藤信哉編集．臨床現場におけ
るアスピリン使用の実際．古くて新しい奥深い薬をいかに使用すべきか．

東京,南江堂,52-61,2006
No.29 鈴木浩明,山田信博：

糖尿病と脂質代謝
垂井清一郎,門脇 孝,花房俊昭編集,最新糖尿病学,基礎と臨床,東京,朝倉書店,

323-341,2006

No.30 曽根博仁,山田信博：
糖尿病と虚血性心・脳血管疾患 メタボリックシンドローム

脳・心血管イベントを防ぐための最新の知見とエビデンス 診断と治療社,68-95,2006
No.31 曽根博仁,山田信博：

糖代謝.JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)
医学のあゆみ別冊メタボリックシンドロームREVIST 医歯薬出版,61-66,2006

No.32 曽根博仁,石橋 俊,横手幸太郎,笈田耕治,及川眞一,井藤英喜,山崎義光,赤沼安夫,
山田信博,JDCSグループ：

心血管疾患のエビデンス JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)からみた日本人の
データ

糖尿病学の進歩2006第40集 診断と治療社,102-108,2006
No.33 児玉 暁,曽根博仁：

健康を改善するための運動プログラム－
メタボリックシンドローム健康運動の支援と実践 金芳堂,145-149,2006
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No.34 中垣内正樹,金山正恵,曽根博仁：
糖尿病のための運動プログラム

中高年のための運動プログラム 病態別編 日本体育協会監修 NAPLtd.,37-42,2006

No.35 曽根博仁,山田信博,JDCSグループ：
冠動脈疾患の疫学－JDCS

冠動脈疾患プロフェッション5 冠動脈疾患の予防戦略,中山書店,32-37,2006
No.36 曽根博仁,山田信博：

生活習慣介入研究の難しさ
冠動脈疾患プロフェッション5 冠動脈疾患の予防戦略,中山書店,36,2006

No.37 曽根博仁,山田信博：
糖尿病の合併症としての虚血性心疾患（1）

臨床疫学 糖尿病療養指導士のための虚血性心疾患合併防止のための生活指導書
ヴァンメディカル社,47-52,2006

No.38 曽根博仁：
糖尿病の合併症としての虚血性心疾患（2）

原因と機序=なぜ糖尿病患者には虚血性心疾患が多いのか
糖尿病療養指導士のための虚血性心疾患合併防止のための生活指導書

ヴァンメディカル社,43-55,2006
No.39 曽根博仁：

糖質の栄養生化学
新体系看護学 栄養生化学第2版,メヂカルフレンド社,53-70,2006

No.40 曽根博仁：
糖尿病の運動療法－意義と方法

今日の治療指針2006年版 医学書院,522-523,2006

学会発表
No.1 山田信博：

メタボリックシンドロームと糖尿病（循環器教育セッション）
第70回記念日本循環器学会総会・学術集会（名古屋）3月,2006

No.2 山田信博：
動脈硬化のハイリスク病態とその分子基盤（招待講演）

第103回日本内科学会講演会（横浜）4月,2006
No.3 曽根博仁,田中佐智子,石橋 俊,井藤英喜,山崎義光,齋藤 康,大橋靖雄,赤沼安夫,

山田信博,JDCSグループ：
日本人2型糖尿病患者の心血管疾患発症予測におけるメタボリックシンドローム診断の

臨床的有用性－JapanDiabetesComplicationsStudy(JDCS)の中間解析より
第103回日本内科学会講演会（横浜）4月,2006

No.4 山田信博：
わが国の糖尿病血管合併症の現況（JDCS報告）（ランチョンセミナー：糖尿病血管合併症
の現況と展望）

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
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No.5 山崎 力,池田康夫,重松 宏,島田和幸,内山真一郎,永井良三,松本昌泰,折笠秀樹,
山田信博,後藤信哉：

アテローム血栓症のイベントリスクに関する国際観察研究～REACHRegistryのベースラ
インデータの解析～

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.6 加藤豊範,中久木正則,河野浩之,矢野 崇,水口 清,島野 仁,遠藤祐子,石川まゆみ,

山本隆史,松阪 賢,高橋昭光,山田信博：
パルミチン酸によって誘導される膵脂肪毒性をEPAは改善する

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.7 飯塚陽子,大須賀淳一,周 宇幡,関谷元博,高瀬 暁,五十嵐正樹,矢作直也,大橋 健,

島野 仁,石橋 俊,山田信博,後藤田貴也,門脇 孝：
高血圧自然発症ラット(SHR)における内臓脂肪蓄積の原因遺伝子の探索

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.8 渡邉和寿,豊島秀男,岡本史樹,横尾友隆,鈴木浩明,飯田薫子,大垣聡子,加治優一,

高松俊行,高橋昭光,曽根博仁,島野 仁,大鹿哲郎,山田信博：
Oligo-cappingSST(SignalSequenceTrap)法による糖尿病網膜症増殖組織における分泌タン
パク質の単離・同定

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.9 関谷元博,大須賀淳一,五十嵐正樹,岡崎啓明,大橋 健,矢作直也,高瀬 暁,飯塚陽子,

山田信博,島野 仁,石橋 俊,門脇 孝：
マクロファージにおいて新規に同定されたコレステロールエステラーゼ(MCEH)のinvivo
解析

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.10 井上訓之,島野 仁,石川まゆみ,岡田純代,中川 嘉,山本隆史,松阪 賢,高橋昭光,

鈴木浩明,曽根博仁,豊島秀男,矢作直也,山田信博：
脂肪細胞におけるp21WAF1/CIP1の役割

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.11 高橋昭光,島野 仁,松阪 賢,斉藤和美,平嶺辰英,小俣勝哉,加藤豊範,石川まゆみ,

岡田純代,石垣直美,岩崎 仁,遠藤祐子,井上訓之,山本隆史,中川 嘉,飯田薫子,
曽根博仁,鈴木浩明,豊島秀男,高橋 智,山田信博：

インスリン遺伝子転写因子MafAに変異を有する若年発症糖尿病の症例
第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006

No.12 山田信博,寺本民生,藤田敏郎,及川眞一,後藤由夫,菅原正弘,山崎 力：
アスピリンによる脳・心血管イベントの一次予防に関する医師主導の臨床研究（JPPP試
験）

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.13 横尾友隆,豊島秀男,飯田薫子,鈴木浩明,渡邉和寿,高橋昭光,曽根博仁,島野 仁,

山田信博：
インスリン分泌刺激作用を持つ新規腸管特異的分泌タンパク遺伝子の同定

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
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No.14 田中佐智子,田中司郎,横田千津子,守屋達美,矢島義忠,山田研一,大橋靖雄,曽根博仁,

山田信博,赤沼安夫,片山茂裕：
糖尿病における血管合併症の発症予防と進展抑制に関する研究(JDCStudy)における糖尿
病性腎症の発症と進展について

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.15 雨宮三千代,島野 仁,岡 潤子,矢作直也,名島悠峰,山本隆史,本村香織,大須賀淳一,

山田信博,村勢敏郎：
脂質転写因子SREBP-1cによるpdx-1発現抑制機構の解明

第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006
No.16 矢作直也,名島悠峰,武内謙憲,高梨幹生,泉田欣彦,太田啓介,五十嵐正樹,高瀬 暁,

田嶋麻紀子,関谷元博,岡崎佐智子,岡崎啓明,田村嘉章,飯塚陽子,大橋 健,原田賢治,
後藤田貴也,石橋 俊,山田信博,大須賀淳一,島野 仁,門脇 孝：

転写因子SREBPのクロマチン蛋白質HMGB1による活性化
第49回日本糖尿病学会年次学術集会（東京）5月,2006

No.17 林登志雄,井藤英喜,山田信博,渡邉裕司,吉栖正生,大類 孝,横手幸太郎,梅垣宏行,
野村秀樹,井口昭久：

各種高脂血症治療薬の糖尿病性心血管病進展予防効果の検討
第48回日本老年医学会学術集会・総会（金沢）6月,2006

No.18 永井良三,重松 宏,島田和幸,内山真一郎,山田信博,松本昌泰,折笠秀樹,山崎 力,
後藤信哉,池田康夫：

アテローム血栓症のイベントリスクに関する国際観察研究－REACHRegistry－
（シンポジウム）

第38回日本動脈硬学会総会・学術集会（東京）7月,2006
No.19 飯塚陽子,大須賀淳一,周 宇璢,矢作直也,大橋 健,島野 仁,石橋 俊,山田信博,

門脇孝,後藤田貴也：
高血圧自然発症ラット(SHR)における内臓脂肪蓄積の原因遺伝子の探索

第38回日本動脈硬学会総会・学術集会（東京）7月,2006
No.20 関谷元博,大須賀淳一,五十嵐正樹,岡崎啓明,矢作直也,大橋 健,島野 仁,山田信博,

石橋 俊,門脇 孝：
マクロファージに発現する新規コレステロールエステラーゼ(macrophagecholesterylester
hydrolase,MCEH)ノックアウトマウスの解析

第38回日本動脈硬学会総会・学術集会（東京）7月,2006
No.21 五十嵐正樹,大須賀淳一,関谷元博,高瀬 暁,岡崎啓明,矢作直也,大橋 健,山田信博,

石橋 俊,門脇 孝：
新規マクロファージコレステロール水解酵素MCEHの分子構造とその特性

第38回日本動脈硬学会総会・学術集会（東京）7月,2006
No.22 寺本民生,白井厚治,代田浩之,山田信博（帝京大学医学部内科,東邦大学医療センター佐倉

病院内科,順天堂大学医学部循環器内科,筑波大学内分泌代謝糖尿病内科）：
ベザフィブラートの糖尿病合併高脂血症患者における観察研究(J-BENEFITStudy)

第38回日本動脈硬学会総会・学術集会（東京）7月,2006
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No.23 石垣直美,島野 仁,山本隆史,岡田純代,井上訓之,加藤豊範,山田信博：
SREBP1cの腎臓作用の解析

第38回日本動脈硬学会総会・学術集会（東京）7月,2006
No.24 加藤豊範,高橋昭光,島野 仁,山田信博：

膵ラ氏島SREBP-1cはgranuphilinの発現を誘導しインスリン分泌を阻害する
第43回日本臨床分子医学会学術集会（札幌）7月,2006

No.25 山田信博：
各種疾患ガイドラインと日常診療 －糖尿病－（シンポジウム）

第2回日本臨床内科医学会（東京）9月,2006
No.26 山田信博：

JDCSからみた糖尿病対策（シンポジウム）
第41回糖尿病学の進歩（札幌）9月,2006

No.27 山田信博：
メタボリックシンドロームの治療法のすべて（シンポジウム）

第27回日本肥満学会（神戸）10月,2006
No.28 島野 仁：

CardiovascularRiskManagement,血糖コントロールの面から
バイエルシンポジウム（東京）2006

No.29 島野 仁：
エネルギー代謝異常がもたらすインスリン作用異常と糖尿病合併症

ランチョンセミナー,第21回日本糖尿病合併症学会（弘前）2006
No.30 島野 仁：

TFE3

インスリン感受性増強作用を有する新規エネルギー転写因子シンポジウム
第41回糖尿病の進歩（札幌）2006

No.31 島野 仁：
エネルギー代謝転写因子とメタボリックシンドローム

シンポジウム,第24回内分泌学会サマーセミナー（神奈川）2006
No.32 島野 仁：

シンポジウム：動脈硬化治療のストラテジー
危険因子に対する治療戦略と分子標的－糖尿病

第6回動脈硬化教育フォーラム（仙台）2/5,2006
No.33 HitoshiShimano:

Transcriptionfactorsthatregulateinsulinsensitivityintheliverandmetabolicsyndrome

Symposia,The5th CongressofAsianPacificSocietyofAtherosclerosisand

VascularDiseases(APSAVD)(Korea),2006

No.34 HitoshiShimano:
Transcriptionfactorsthatregulateinsulinsensitivityintheliverandmetabolicsyndrome

日韓合同シンポジウム,第83回日本生理学会（群馬）2006
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No.35 島野 仁：
肝臓におけるエネルギー転写調節とインスリン抵抗性

第2回宮崎サイエンスキャンプ（宮崎）2006
No.36 島野 仁：

肝臓インスリンシグナルを制御する転写因子
シンポジウム,第40回糖尿病の進歩（金沢）2006

No.37 島野 仁：
動脈硬化治療のストラテジー危険因子に対する治療戦略と分子標的：糖尿病

シンポジウム,第6回動脈硬化教育フォーラム（仙台）2006
No.38 島野 仁：

メタボリックシンドロームにおける肝臓の転写因子とインスリン抵抗性
第24回ヒューマンサイエス総合研究セミナー（東京）2006

No.39 小俣勝哉,三浦光弘,鈴木浩明,豊島秀男,高橋昭光,曽根博仁,藤木 豊,島野 仁,

山田信博：
妊娠32週で発症した劇症1型糖尿病が疑われた1症例

第43回日本糖尿病学会関東甲信越地方会,2006
No.40 豊島秀男,渡邉和寿,岡本史樹,大鹿哲郎,飯田薫子,横尾友隆,鈴木浩明,島野 仁,

山田信博：
糖尿病性網膜症増殖組織における分泌タンパク質の検討

第43回日本糖尿病学会関東甲信越地方会,2006
No.41 曽根博仁,山田信博：

特別セッション 糖尿病を合併した冠動脈疾患 の治療戦略
わが国の糖尿病患者における冠動脈疾患の現状と課題
日本循環器学会総会・学術集会（名古屋）3.26,2006

その他
No.1 山田信博：

糖尿病治療の問題と創薬
第22回創薬セミナー（山梨）7月,2006

No.2 山田信博：
Prevention ofCardiovascularDiseases:AggresiveManagementofCardeiovascularRisk

Factors.（循環器疾患：心血管系疾患におけるトータルリスクマネージメント －なぜトー
タルでCV-リスクを評価し治療することが重要なのか－）

The6th KitasatoUniversity– HarvardSchoolofPublicHealthSymposium

（第6回北里・ハーバードシンポジウム）（国際シンポジウム）（東京）10月,2006
No.3 島野 仁：

肝臓インスリンシグナル増強による糖尿病の治療
BIOClinica21(12),1120-1124,2006

No.4 島野 仁：
エネルギー転写調節の視点からみた脂肪肝とメタボリックシンドローム

糖尿病合併症 20(2)160-163メディカルジャーナル社,日本糖尿病合併症学会,2006
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No.5 島野 仁：
病態全体を俯瞰した診療 メタボリックシンドロームと虚血性心疾患

MedicalPractice,分光堂,23(10),1739-1742,2006
No.6 島野 仁：

肝臓のインスリンシグナルを制御する転写因子
DiabetesJournal糖尿病と代謝,34,3,82-90,2006

No.7 島野 仁：
SREBP-1cと糖・脂質代謝の制御

内分泌・糖尿病内科,科学評論社,23(1),10-16,2006
No.8 島野 仁：

病態基盤としてのインスリン抵抗性
脈管学46(4),429-434,日本脈管学会,2006

No.9 島野 仁：
糖尿病治療薬の臨床現状と今後の治療薬に期待すること

日本薬理学雑誌128(1),42-46,7月,日本薬理学会,2006
No.10 島野 仁：

リポ蛋白の代謝
ドクターサロン,50(6),11-16,2006

No.11 島野 仁：
転写因子：代謝の面から

メタボリックシンドロームREVISIT,医学のあゆみ,医歯薬出版,2006
No.12 島野 仁：

インスリン抵抗性の分子基盤
MedicalScienceDigest,ニューサイエンス社,32(6),4-7,5月,2006

No.13 島野 仁：
SREBP-1cメタボリックシンドローム疾患概念から食事療法まで

臨床栄養,108(6),702-706,May,2006
No.14 島野 仁：

転写因子：代謝の面から
医学のあゆみ,医歯薬出版,217(1),27-34,4月,2006

No.15 島野 仁：
肝臓におけるインスリン感受性制御の分子機構

TheLipid,メディカルレビュー社,17(2),14(93)-20(99),4月,2006
No.16 島野 仁：

メタボリックシンドロームの概念と分子基盤
動脈硬化予防,メディカルレビュー社,5(1),4-10,2006

No.17 島野 仁：
SREBPと生活習慣病（質疑応答）

日本医事新報,日本医事新報社,4272(6),110,2006
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No.18 島野 仁：
SREBPの機能と病態

内分泌糖尿病科,科学評論社,22(3),364-370,2006
No.19 島野 仁：

過栄養の脂質代謝
Adiposcience脂肪細胞からメタボリックシンドロームまで3(1),9-14,April,2006

No.20 島野 仁：
食後高血糖と食後高脂血症は同時に起こるのか？

CurrentTherapy特別号,ライフメディコム,36-42,2006
No.21 曽根博仁：

日本における糖尿病の現状と課題－動脈硬化合併症を中心に－
北海道医師会認定生涯教育講座第10回循環・代謝セミナー（札幌）3.17,2006

No.22 曽根博仁,山田信博：
日本人2型糖尿病患者の大規模臨床研究エビデンス－JDCSのこれまでの成績より－

第11回山形糖尿病研究会（山形）3.3,2006
No.23 曽根博仁,山田信博：

レクチャー 糖尿病治療におけるエビデンス－心血管疾患へのエビデンス.
日本糖尿病学会第40回糖尿病学の進歩（金沢）2.17,2006

No.24 曽根博仁,山田信博：
日本人糖尿病の大規模臨床エビデンス

いわき市 医師会学術講演会（いわき）2.13,2006
No.25 曽根博仁,山田信博：

糖尿病における動脈硬化症－日本の大規模臨床JDCSにおけるエビデンス－
札幌生活習慣病懇話会（札幌）1.20,2006
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神経内科グループ（2006年）

原 著
No.1 MomoK,HommaM,KohdaY,OhkoshiN,YoshizawaT,TamaokaA:

Druginteractionoftizanidineandciprofloxacin:Casereport

ClinPharmacology&Therapeutics80(6),715-720,2006

No.2 WatanabeM,NakamuraT,HonndaK,OhkoshiN,YoshizawaK,YoshizawaT,HayashiA,
TamaokaA:
DOPAMINED2RECEPTORGENEPOLYMORPHISM ANDTHERISKOFLEVODOPA-

INDUCED DYSKINESIAS IN JAPANESE PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
(PD)

EuropeanJournalofNeurology13(suppl2),207,2006

No.3 OyamaF,MiyazakiH,SakamotoN,BecquetC,MachidaY,KanekoK,UchikawaC,

SuzukiT,KurosawaM,IkedaT,TamaokaA,SakuraiT,NukinaN:
Sodium channelbeta4 subunit:down-regulation and possible involvementin neuritic

degenerationinHuntington’sdiseasetransgenicmice
JNeurochem98(2),518-29,2006

No.4 HaradaH,TamaokaA,IshiiK,ShojiS,KametakaS,KametaniF,SaitoY,MurayamaS:
Beta-siteAPPcleavingenzyme1(BACE1)isincreasedinremainingneuronsinAlzheimer’s
diseasebrains

JNeurosciRes54(1),24-29,2006

No.5 IshiiK,TakedaT,IwasakiN,IshiiK,TsukadaH,TamaokaA:
Effectoforgano-arsiniccompoundsoncentralnervoussystems

JPharmacologicalSciences100(Suppl1),27,2006

No.6 NakamagoeK,IshiiK,TamaokaA,ShojiS:
Upwardgaze-evokednystagmuswithorganoarsenicpoisoning

Neurology66(1),131-132,2006

No.7 渡邊雅彦,高田健治,松永恒明,大越教夫,玉岡 晃：
慢性血液透析患者におけるrestlesslegssyndromeの調査

JMDD（運動障害）16(1),1-6,2006
No.8 大越教夫,房前木綿子,吉沢和朗,石井亜紀子,藤田恒夫,林 明人,庄司進一：

パーキンソン病患者の非薬物療法～“アルゴリズム”における食事・栄養に関する患者の
理解，実施状況および要望についてのアンケート調査

ジェロントロジーニューホライズン18,79-83,2006
No.9 和泉 梢,大越教夫,藤田祐之,玉岡 晃,庄司進一：

ダンス中の衝突に起因した頸静脈孔症候群（Vernet症候群）の1例
内科97(3),568-569,2006

No.10 石井一弘,玉岡 晃,武田 徹,石井賢二,岩崎信明,庄司進一：
茨城県神栖町における有機砒素中毒の臨床神経学的検討

臨床神経46,768,2006
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No.11 NakamagoeK,IshiiK,TamaokaA,ShojiS:
Oculomotorneuralintegratorfailureinorganoarsenicpoisoning

Neuro-Ophthalmology30(6):54,2006

総 説
No.1 玉岡 晃：

スタチンはアルツハイマー病のリスクを減少させるか
老年精神医学雑誌17,105-112,2006

No.2 玉岡 晃：
認知症の分子病態の多様性

最新医学61,2379-2385,2006
No.3 辻 浩史,玉岡 晃：

吃逆の発生機序と治療
日本医事新報4302,90-92,2006

No.4 玉岡 晃：
アミロイド・カスケード仮説に基づくアルツハイマー病の治療戦略

DDLmagazine2006Summer,20-21,2006

No.5 玉岡 晃：
内科疾患からみた認知症の予防－高脂血症・スタチン

ProgMed26(2),401-406,2006

No.6 玉岡 晃：
認知症の神経徴候の診方

D＆NTrends8,3,2006
No.7 石井亜紀子,大越教夫：

Stiff-person症候群の病因
神経内科64,355-360,2006

著 書
No.1 KoideR,TamaokaA:

Bodyimagedeviationinchronicschizophrenia:newresearch

InBodyImage:NewResearch,(edbyMarleneV.Kindes)

NovaSciencePublishers,Inc,N.Y.145-197,2006

No.2 玉岡 晃：
アルツハイマー病

臨床病態学（北村 聖 編集）
ヌーヴェルヒロカワ,112-118,2006

No.3 玉岡 晃：
Kennedy-Alter-Sung症候群

整形外科診療実践ガイド（守屋秀繁・他 編集）
文光堂,454-455,2006
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学会発表
No.1 渋谷陽一郎,渡邊雅彦,織田彰子,玉岡 晃,榊原 謙：

one-and-a-halfsyndromeに顔面神経麻痺を合併した脳幹梗塞の1例：eight-and-a-half
syndrome

第533回日本内科学会関東地方会（東京）2月,2006
No.2 辻 浩史,吉澤利弘,井口俊大,織田彰子,玉岡 晃：

高血糖後に舞踏様運動を呈し,脳血流SPECTにて視床に血流増加を認めた1例
第176回日本神経学会関東地方会（東京）3月,2006

No.3 石井一弘,玉岡 晃：
有機ヒ素化合物による中枢神経影響

第79回日本薬理学会総会（横浜）3月,2006
No.4 渡邊真哉,石井一弘,井口俊大,辻 浩史,玉岡 晃：

痙攣重積,精神症状,舌の振戦をみとめ,頭部MRIにて両側前障に異常信号を呈した脳炎
の1例

第534回日本内科学会関東地方会（東京）3月,2006
No.5 石垣麻衣子,辻 浩史,吉澤利弘,玉岡 晃：

多発性脳神経障害をきたしたMPO-ANCA陽性肥厚性硬膜炎の1例
茨城内科集談会（水戸）3月,2006

No.6 渡邊雅彦,玉岡 晃：
本態性高血圧症に対するARBとサイアザイド系利尿剤の併用効果の検討

第103回日本内科学会総会・講演会（横浜）4月,2006
No.7 辻 浩史,石井亜紀子,織田彰子,渡邊雅彦,玉岡 晃：

甲状腺機能亢進症を合併した重症筋無力症の拡大胸腺摘出術前後の管理についての検討
第103回日本内科学会総会・講演会（横浜）4月,2006

No.8 玉岡 晃,原田祐嗣,石井一弘,斉藤祐子,村山繁雄：
アルツハイマー病脳におけるcyclooxygenase(COX)-2の生化学的検討

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.9 白岩伸子,小松恒彦,玉岡 晃：

臍帯血ミニ移植に伴う中枢神経系合併症の検討
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.10 石井賢二,石井一弘,川崎敬一,武田 徹,塚田秀夫,岩崎信明,玉岡 晃：
ジフェニルアルシン酸暴露者における脳FDG-PET所見

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.11 石井一弘,武田 徹,石井賢二,塚田秀夫,岩崎信明,玉岡 晃：

ジフェニルアルシン酸（DPAA）暴露者における脳血流の経時的変化
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.12 中馬越清隆,染野智治,椛 明子,玉岡 晃：
視床外側部梗塞の視覚誘発電位所見

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
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No.13 石井亜紀子,大越教夫,星野幸子,玉岡 晃：
ラット骨格筋再生過程でのcaveolin-3,aquaporin-4及びその関連蛋白発現の経時的検討

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.14 辻 浩史,玉岡 晃,織田彰子,原田祐嗣,吉田佐好子,望月昭英,小出れい子,石井一弘：

大脳皮質基底核変性症（CBD）の臨床的検討
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.15 伊藤伸朗,小久保康昌,石黒幸一,玉岡 晃,葛原茂樹：
前頭側頭葉変性症の脳脊髄液診断マーカー

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.16 渡邊雅彦,中村貴子,本田克也,大越教夫,吉沢和朗,吉澤利弘,林 明人,玉岡 晃：

パーキンソン病患者におけるD2ドーパミン受容体遺伝子STRマーカーの解析
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.17 原田祐嗣,玉岡 晃,石井一弘,荒木 亘：
Beta-siteAPPcleavingenzyme1(BACE1)の発現に関する解析

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.18 織田彰子,玉岡 晃,辻 浩史,石井亜紀子,石井一弘,望月昭英,渡邊雅彦,吉澤利弘,

武田 徹：
パーキンソン症候群におけるMIBG心筋シンチグラフィーと脳血流SPECTの検討

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.19 望月昭英,大越教夫,玉岡 晃：

Isaacs症候群における血行動態の機能評価
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.20 大越教夫,石井亜紀子，小國英一,永田博司,林 明人：
パーキンソン病におけるビデオモニターを利用した腕振りによる歩行訓練の検討

第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006
No.21 石井一弘,玉岡 晃,武田 徹,石井賢二,岩崎信明,庄司進一：

茨城県神栖町における有機砒素中毒の臨床神経学的検討
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.22 廣畑美枝,吉田光宏,池田修一,玉岡 晃,葛原茂樹,東海林幹夫,安東由喜夫,徳田隆彦,
山田正仁：

脳アミロイドアンギオパチーに関する全国疫学調査
第47回日本神経学会総会（東京）5月,2006

No.23 木村絵里子,辻 浩史,石井一弘,玉岡 晃,村越伸行,美崎昌子,前田裕史：
フロセミドの連用と慢性下痢により低カリウム性ミオパチーをきたした1例

第178回茨城県内科学会（水戸）6月,2006
No.24 織田彰子,渡邊雅彦,柴田 靖,松村 明,玉岡 晃：

クリプトコッカスによる急性小脳炎の1例
第177回日本神経学会関東地方会（東京）6月,2006

No.25 織田彰子,渡邊雅彦,玉岡 晃,伊藤 聡,住田孝之：
重篤な多発根神経炎を合併したSLEの1例

第536回日本内科学会関東地方会（東京）6月,2006
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No.26 柳川 徹,玉岡 晃,山縣憲司,鬼澤浩司郎,軽部 令,吉田 廣：
Jaw-winkingsyndrome(MarcusGunnphenomenon)の1例

第181回（社）日本口腔外科学会関東地方会（つくば）6月,2006
No.27 増田洋亮,織田彰子,石井亜紀子,越智大介,大越教夫,玉岡 晃：

遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチーの姉妹例
第17回茨城神経疾患カンファレンス（土浦）6月,2006

No.28 高田健治,渡邊雅彦,小原真美,松永恒明：
血液透析患者におけるRestlesslegssyndromeの調査と治療法による効果について

第51回（社）日本透析医学会学術集会・総会（横浜）6月,2006
No.29 小出れい子,石井一弘,前田良太,金城 光,織田彰子,辻 浩史,玉岡 晃：

右後頭葉の脳梗塞により生じた地誌的失見当識の1例
第35回茨城県南脳血管障害研究会（つくば）6月,2006

No.30 渡邊雅彦,高田健治,松永恒明,大越教夫,玉岡 晃：
慢性血液透析患者におけるRestlesslegssyndromeの調査

第2回茨城MovementDisorder研究会（つくば）6月,2006
No.31 辻 浩史,前田良太,織田彰子,玉岡 晃：

腎癌,肺癌に伴い,ステロイドが著効した辺縁性脳炎の1例
第2回茨城MovementDisorder研究会（つくば）6月,2006

No.32 IshiiA,OhkoshiN,HoshinoS,TamaokaA:
Expressionsofdysferlin,annexin-1,andannexin-2inratregeneratingmuscles

XIInternationalCongressofNeuromuscularDiseases(Turkey)7月,2006
No.33 辻 浩史,前田良太,織田彰子,玉岡 晃：

腎癌・肺癌を伴いステロイドが著効した辺縁性脳炎の1例
第7回茨城県神経免疫フォーラム（つくば）7月,2006

No.34 渡邊雅彦,石井亜紀子,石井一弘,大越教夫,玉岡 晃：
胸腺摘除後の重症筋無力症におけるタクロリムスのステロイド減量効果

第7回茨城県神経免疫フォーラム（つくば）7月,2006
No.35 石井一弘,辻 浩史,前田良太,萩原直木,玉岡 晃：

Paroxetine投与中に痙攣を呈した2例
第28回茨城てんかん懇話会（つくば）7月,2006

No.36 木村絵里子,辻 浩史,石井一弘,玉岡 晃,村越伸行,美崎昌子,前田裕史：
フロセミドの連用と慢性下痢により低カリウム性ミオパチーを来した1例

第537回日本内科学会関東地方会（東京）7月,2006
No.37 WatanabeM,NakamuraT,HonndaK,OhkoshiN,YoshizawaK,YoshizawaT,HayashiA,

TamaokaA:
DOPAMINED2RECEPTORGENEPOLYMORPHISM ANDTHERISKOFLEVODOPA-

INDUCED DYSKINESIAS IN JAPANISE PATIENTS WITH PARKINSON’S DESEASE
(PD)

EFNS第10回ヨーロッパ神経学会議（UK）9月,2006
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No.38 辻 浩史,望月昭英,保坂 愛,吉澤利弘,玉岡 晃：
亜急性の意識障害を主徴としたintravascularlymphomatosisの62歳女性例

第178回日本神経学会関東地方会（東京）9月,2006
No.39 保坂 愛,石井一弘,織田彰子,越智大介,玉岡 晃：

尿閉を伴った無菌性髄膜炎（Elsberg症候群）の2例
第538回日本内科学会関東地方会（東京）9月,2006

No.40 TamaokaA,HaradaH,IshiiK,SaitoY,MurayamaS:
Increasedtemporalcortexcyclooxgenase-2inAlzheimerdisease,InternationalCollegeof

GeriatricPsychoneuropharmacology

6thAnnualScientificMeeting(Hiroshima)10月,2006
No.41 保坂 愛,田野井智倫,辻 浩史,織田彰子,原田匡一,藤田祐之,大越教夫,玉岡 晃：

開口制限を主徴とし,当初顎関節症が疑われた軽症破傷風の2例
第1回筑波神経内科懇話会（つくば）10月,2006

No.42 保坂 愛,田野井智倫,辻 浩史,織田彰子,原田匡一,藤田祐之,大越教夫,玉岡 晃：
開口制限を主徴とし,当初顎関節症が疑われた軽症破傷風の2例

第539回日本内科学会関東地方会（東京）10月,2006
No.43 TamaokaA:

Alzheimer’sdisease;fromamyloidbetaproteintopotentialtherapywithNSAIDs
8thInternationalCongressofNeuroimmunology(Kyoto)10月,2006

No.44 IshiiA,OhkoshiN,TsujiH,OdaA,HayashiA,MochizukiA,IshiiK,WatanabeM,
TamaokaA:
Autoantibodiesinstiff-personsyndromeandotherparaneoplasticneurologicdisorders

8thInternationalCongressofNeuroimmunology(Kyoto)10月,2006
No.45 山本良央,中馬越清隆,保坂 愛,辻 浩史,織田彰子,渡邊雅彦,玉岡 晃：

脳室周囲の石灰化病変を認めた大脳半側萎縮症の1例
第540回日本内科学会関東地方会（東京）11月,2006

No.46 永井 恵,織田彰子,望月昭英,玉岡 晃,加治優一：
ステロイドの減量・中止後,脊髄病変が出現したサルコイドーシズの1例

第8回茨城県脊髄・脊椎研究会（つくば）11月,2006
No.47 保坂 愛,石井亜紀子,村井伸司,朝倉真紀子,玉岡 晃：

頭蓋内多発海綿状血管腫を伴った青色ゴムまり様母斑症候群の68歳男性例
第179回日本神経学会関東地方会（東京）11月,2006

No.48 佐藤藤夫,水谷太郎,山本純偉,上村和也,森島裕子,高橋伸二,武安法之,本間満子,
渡邊雅彦,渡邊重行：

当院における心肺蘇生法標準化への取り組み－CPRクリティカルパスの導入－
日本蘇生学会第25回大会（浜松）12月,2006

No.49 永井 恵,望月昭英,織田彰子,玉岡 晃,加治優一：
1ステロイドの減量・中止後,脊髄病変が出現したサルコイドーシスの1例

第541回日本内科学会関東地方会（東京）12月,2006
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No.50 NakamagoeK,IshiiK,TamaokaA,ShojiS:
Abnormalocularmovementsinorganoarsenicpoisoning

XVIINOS(Internationalneuro-ophthalmologysocietymeeting)(Tokyo)12月,2006

班研究報告
No.1 玉岡 晃,原田祐嗣,石井一弘,荒木 亘：

Beta-siteAPPcleavingenzyme1(BACE1)の発現に関する解析
厚生労働省難治性疾患克服研究事業アミロイドーシスに関する調査研究班・

アミロイドーシスの画期的診断・治療法に関する研究班
平成17年度合同研究報告会（東京）2月,2006

No.2 山田正仁,廣畑美枝,吉田光宏,池田修一,玉岡 晃,葛原茂樹,東海林幹夫,
安東由喜雄,徳田隆彦：

我が国における脳アミロイドアンギオパチーに関する全国疫学調査
厚生労働省難治性疾患克服研究事業アミロイドーシスに関する調査研究班・

アミロイドーシスの画期的診断・治療法に関する研究班
平成17年度合同研究報告会（東京）2月,2006

No.3 石井一弘，武田 徹，石井賢二，玉岡 晃：
脳血流シンチグラフ（123I-IMP-SPECT）の正常対照群データベース作成

平成17年度ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関する調査研究班会議
（東京）10月,2006

No.4 石井一弘：
有機砒素中毒の臨床神経学的検討

文科省科研費研究班（圓藤班）会議（大阪）10月,2006
No.5 玉岡 晃,原田祐嗣,石井一弘,荒木 亘：

Beta-siteAPPcleavingenzyme1(BACE1)の発現に関する研究
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業

アミロイドーシスに関する調査研究
平成17年度総括・分担研究報告書,53-54,2006

No.6 山田正仁,廣畑美枝,吉田光宏,池田修一,玉岡 晃,葛原茂樹,東海林幹夫,安東由喜雄,
徳田隆彦：

我が国における脳アミロイドアンギオパチーに関する全国疫学調査
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業

アミロイドーシスに関する調査研究
平成17年度総括・分担研究報告書,66-70,2006

No.7 玉岡 晃,原田祐嗣,石井一弘,冨所康志,荒木 亘,BlasFrangione,JorgeGhiso:
酸化ストレスによるBACE1発現変化とアミロイドβ蛋白との相関に関する研究

文部科学省特定領域研究「病態脳」平成18年度班会議（東京）12月,2006
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その他
No.1 玉岡 晃：

神経疾患の病態と治療
平成17年度茨城県病院薬剤師会合同研修会（つくば）1月,2006

No.2 玉岡 晃：
パーキンソン病の治療とリハビリテーションについて

難病講演会（筑西）2月,2006
No.3 玉岡 晃：

スタチンはアルツハイマー病のリスクを減少できるか？ アルツハイマー病研究会
第7回学術シンポジウム（東京）4月,2006

No.4 玉岡 晃：
アルツハイマー病の分子病態と治療－アミロイドβ蛋白を中心に－

第44回北陸神経内科懇話会,（金沢）6月,2006
No.5 玉岡 晃：

アルツハイマー病の分子病態と治療
第24回ClinicalNeurologyClub（東京）9月,2006

No.6 玉岡 晃：
アルツハイマー型痴呆の臨床と早期診断

第1回取手認知症研究会（取手）10月,2006
No.7 玉岡 晃：

筋萎縮性側索硬化症
第4回ExOpenConference（つくば）10月,2006

No.8 玉岡 晃：
神経内科教授就任の御挨拶

桐医会会報59,23-24,2006
No.9 渡邊雅彦：

特別講演「脳卒中予防のための高血圧治療」
那珂医師会学術講演会・日本医師会生涯教育講座（那珂）1月,2006

No.10 渡邊雅彦：
パーキンソン病治療における薬理遺伝学的研究

つくばパーキンソン病学術懇話会（つくば）3月,2006
No.11 渡邊雅彦：

パーキンソン病治療における薬理遺伝学的研究
第5回関東パーキンソン病勉強会（東京）5月,2006

No.12 渡邊雅彦,宇野希世子,本間 覚,玉岡 晃：
脳卒中のリスク管理と頸動脈超音波検査

脳卒中予防と積極的脂質低下療法の意義講演会（つくば）7月,2006
No.13 小寺 実,内山真一郎,上野友之,新谷周三,渡邊雅彦：

脳卒中治療におけるリスク管理
脳卒中予防と積極的脂質低下療法の意義講演会

県南地区学術講演会（つくば）7月,2006
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No.14 渡邊雅彦,玉岡 晃：
ARBと少量利尿剤の使用経験について

RoundMeetinginTsukuba－脳卒中とリスクファクター－,（つくば）9月,2006
No.15 渡邊雅彦：

脳梗塞の2次予防における積極的脂質低下療法
－Thevulnerablecarotidarteryplaque－

臨床血管障害フォーラム：頸動脈エコーの実践とエビデンス（日立）10月,2006
No.16 渡邊雅彦：

筑波大学附属病院パーキンソン病外来について
第4回EXOpenConference（つくば）10月,2006

No.17 石井一弘：
認知症の診断と治療について

臨床研究会（つくば）1月,2006
No.18 石井一弘,玉岡 晃：

有機ヒ素中毒について
大学院修士課程セミナー 東京薬科大（八王子）1月,2006

No.19 石井一弘：
有機ヒ素化合物（ジフェニルアルシン酸等）による健康影響について

鹿島労災病院セミナー（神栖）7月,2006
No.20 石井一弘：

茨城県神栖市における有機砒素中毒の臨床神経学的検討
日本ベーリンガーインゲルハイム 社内セミナー（つくば）9月,2006

No.21 石井一弘：
認知症について

第4回EXOpenConference（つくば）10月,2006
No.22 石井亜紀子：

免疫性神経疾患の初期診療のポイント
－重症筋無力症・多発性硬化症を中心に－

第4回EXOpenConference（つくば）10月,2006
No.23 中馬越清隆：

脳卒中について
第4回EXOpenConference（つくば）10月,2006

No.24 冨所康志：
脳アミロイドーシスにおけるアミロイド分子種の翻訳後修飾と切断

第1回神経内科セミナー（弘前）10月,2006
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皮膚科グループ（2006年）

原 著
No.1 JunichiFuruta,YoshimasaNobeyama,YoshihiroUmebayashi,FujioOtsuka,KanakoKikuchi,

ToshikazuUshijima:

Silencingofperoxiredoxin2andaberrantmethylationof33CpG islandsinputative

promoterregionsinhumanmalignantmelanomas.

CancerRes66(12),6080-6086,2006

N0.2 Y.Fujisawa,Y.Umebayashi,F.Otsuka:
Metastatic extramammary Paget’sdisease successfully controlled with tumordormancy
therapyusingdocetaxel.

BrJDermatol154(2),375-376,2006

No.3 YasuhiroFujisawa,TakenoriTakahashi,YasuhiroKawachi,FujioOtsuka:
Giantcelltumorofthedistalphalanxofthefoot.

EurJDermatol16(2),204-205,2006

No.4 YasuhiroFujisawa,YoshihiroUmebayashi,EikoIchikawa,YasuhiroKawachi,FujioOtsuka:
Chemoradiationusinglow-dosecisplatinand5-fluorouracilinlocallyadvancedsquamous

cellcarcinomaoftheskin:Areportoftwocases.

JAmAcadDermatol55(5),s81-s85,2006

No.5 ImuraM,YamashitaS,CaiLY,FurutaJ,WakabayashiM,YasugiT,UshijimaT:
Methylationandexpressionanalysisof15genesandthreenormally-methylatedgenesin13

Ovariancancercelllines.

CancerLetter241,213-220,2006

No.6 中村泰大,許 雪珠,藤澤康弘,石井良征,高橋毅法,大塚藤男：
下肢領域stageⅢ悪性黒色腫における鼠径リンパ節郭清群と鼠径骨盤リンパ節郭清群との
比較検討

日本皮膚科学会雑誌116(11),1599-1604,2006
No.7 石塚洋典,藤澤康弘,伴野朋裕,川内康弘,大塚藤男：

臀部慢性膿皮症に生じた有棘細胞癌
皮膚臨床48(4),483-486,2006

No.8 藤澤康弘,高橋毅法,伴野朋裕,川内康弘,大塚藤男：
放射線治療を行った下口唇有棘細胞癌の2例

皮膚臨床48(4),495-499,2006
No.9 石塚洋典,藤澤康弘,守屋美佳子,河村智教,川内康弘,大塚藤男：

粘液線維肉腫の1例
皮膚臨床48(4),573-576,2006

No.10 古田淳一,村木良一：
爪甲下に生じた血管拡張性肉芽腫

皮膚臨床48(5),687-689,2006
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No.11 佐藤哲也,丸山 浩,伊藤周作,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：
DyshidrosiformPemphigoidの1例

皮膚臨床48(9),1119-1122,2006
No.12 佐藤哲也,石塚洋典,藤澤康弘,河村智教,伴野朋裕,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：

高齢者に生じたLinearIgABullousDermatosis
皮膚臨床48(9),1137-1141,2006

No.13 古田淳一,石塚洋典,伴野朋裕,川内康弘,大塚藤男：
脂漏性角化症局面から突出した結節

皮膚臨床48(11),1513-1514,1591-1693,2006
No.14 市川栄子,大塚藤男：

多発性立毛筋性平滑筋腫の1例
皮膚臨床48(12),1627-1628,1711-1713,2006

No.15 中村泰大,許 雪珠,大塚藤男,藤井俊宥：
足白癬として治療されていた足趾Bowen病

臨皮60(1),9-11,2006
No.16 菅谷 久,丸山 浩,佐藤哲也,伊藤周作,古田淳一,高橋毅法,大塚藤男：

陰嚢内平滑筋肉腫の1例
臨皮60(11),1055-1057,2006

No.17 佐藤寛子,佐藤哲也,石塚洋典,中村泰大,高橋毅法,梅林芳弘,大塚藤男：
単発型および多発型nevuslipomatosuscutaneoussuperficialis

臨皮60(12),1141-1144,2006
No.18 川内康弘：

新生児LE
皮膚病診療28(2),203-206,2006

No.19 中村泰大,永江美香子,大塚藤男：
後頭動脈瘤

皮膚病診療28(6),711-714,2006
No.20 川内康弘：

母斑症 神経線維腫症1および2
VisualDermatol5(6),564-565,2006

No.21 中村泰大,佐藤寛子,高野なぎさ,酒井ふき子,伊藤周作,高橋毅法,大塚藤男：
副乳

VisualDermatol5(7),662-663,2006

No.22 丸山 浩,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：
rheumatoidvasculitis

アレルギーの臨床26(10),798-801,2006
No.23 中村泰大,許 雪珠,佐藤寛子,伊藤周作,伴野朋裕,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：

新鮮鶏肉によるマイクロサージャリートレーニングの実際
日本皮膚外科学会誌10(1),110-111,2006
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No.24 中村泰大,細谷なぎさ,藤澤康弘,高橋毅法,梅林芳弘,大塚藤男：
皮膚悪性腫瘍に対する骨盤（外腸骨閉鎖）リンパ節郭清手技の検討

SkinCancer21(2),206-210,2006

No.25 中村泰大,許 雪珠,高橋毅法,大塚藤男：
眼輪筋皮弁による眼瞼周囲腫瘍切除後皮膚欠損の再建

SkinCancer21(2),215-219,2006

No.26 川内康弘,許 雪珠,中村泰大,伴野朋裕,高橋毅法,大塚藤男：
転写因子YinYang-1(YY1)によるロリクリン遺伝子のケラチノサイト分化特異的発現制
御

角化症研究会記録集20,147-150,2006
No.27 古田淳一,伴野朋裕,大塚藤男：

強直性脊椎炎に合併した関節症性乾癬
日本乾癬学会記録集21,86-87,2006

No.28 堤 明人,伊藤 聡,高屋敷明由美,大塚藤男,中山凱夫,住田孝之：
医学部1年生への早期体験学習としての外来初診患者エスコート実習の試み

医学教育37(5),305-310,2006

総 説
No.1 大塚藤男：

汗孔角化症
VisualDermatol5(6),542-544,2006

No.2 大塚藤男：
医療新時代,医学類では

茗渓1050,11,2006
No.3 川内康弘：

色素性蕁麻疹
皮膚疾患最新の治療2007-2008（瀧川雅浩,渡辺晋一編）,218,2006

著 書
No.1 上野賢一,大塚藤男：

皮膚科学 第8版
金芳堂（京都）2006

No.2 中村泰大,藤澤康弘,大塚藤男：
頭頸部,左頭頂部→左耳後部

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）34-35,2006

No.3 中村泰大,藤澤康弘,大塚藤男：
頭頸部,左頬部→左耳下

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）58-59,2006

１１３

皮膚科グループ（2006年）



No.4 中村泰大,藤澤康弘,大塚藤男：
上肢,右示指爪部→右腋窩

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）84-85,2006

No.5 中村泰大,石川雅士,大塚藤男：
上肢,右上腕→右腋窩

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）96-97,2006

No.6 藤澤康弘,中村泰大,大塚藤男：
胸腹部,左胸部→左腋窩

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）100-101,2006

No.7 中村泰大,藤澤康弘,大塚藤男：
胸腹部,胸部（正中）→左腋窩

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）106-107,2006

No.8 藤澤康弘,中村泰大,大塚藤男：
背腰臀部,左臀部→左鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）134-135,2006

No.9 中村泰大,石川雅士,大塚藤男：
下肢,右外顆→右鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）184-185,2006

No.10 中村泰大,石川雅士,大塚藤男：
下肢,左下腿（後面）→左鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）188-189,2006

No.11 中村泰大,大塚藤男：
下肢,左拇趾爪部→左鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）194-195,2006

No.12 中村泰大,大塚藤男：
下肢,右拇趾爪部→右鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）200-201,2006

No.13 中村泰大,藤澤康弘,大塚藤男：
下肢,左4趾爪部→左鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）204-205,2006
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No.14 藤澤康弘,中村泰大,大塚藤男：
下肢,左足底→左鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）220-221,2006

No.15 中村泰大,石川雅士,大塚藤男：
下肢,右足底→右鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）226-227,2006

No.16 藤澤康弘,中村泰大,大塚藤男：
下肢,右足底（土踏まず）→右鼠径

手術に役立つリンパ流アトラス（清原祥夫,山崎直也編）
秀潤社（東京）228-229,2006

No.17 WatanabeN,Okochi-TakadaE,YagiY,FurutaJ,UshijimaT:
DecreasedFidelityinReplicatingDNA MethylationPatternsinCancerCellsLeadsto

DenseMethylationofaCpGisland

DNAMethylation:Development,GeneticDiseaseandCancer

Springer,(NewYork)199-210,2006

学会発表
No.1 TakenoriTakahashi,FujioOtsuka,IwaoAndo:

Hepatocytegrowthfactor/scatterfactormodulatestheinvasionactivityofPagetcells.

The67thAnnualMeetingofSID,(Philadelphia)May,2006

No.2 Y.Nakamura,T.Takahashi,X.Xu,Y.Kawachi,F.Otsuka:
Thegrowthregulationofneurofibromacellsbytumornecrosisfactoralpha.

The67thAnnualMeetingofSID,(Philadelphia)May,2006

No.3 TakenoriTakahashi,HirokoSato,YasuhiroKawachi,FujioOtsuka:
Fibroblastgrowthfactor-2elicitsepithelioidsarcomacellsinvasionintoextracellularmatrix.

The31stAnnualMeetingofJSID,(Kyoto)May-June,2006

No.4 XuezhuXu,YasuhiroKawachi,HiroshiMaruyama,YasuhiroNakamura,TakashiHashimoto,
FujioOtsuka:
IgA/IgGpemphiguspositiveforanti-desmoglein1autoantibody.

The9thChina-JapanJointMeetingofDermatology

(Chengdu)Sept,2006

No.5 H.Sato,Y.Fujisawa,Y.Nakamura,T.Takahashi,Y.Kawachi,F.Otsuka:
Fibroblast growth factor-7 elicits the proliferation of human epithelioid sarcoma

cells withoutinhibitionoffibroblastgrowthfactor-2effect.

The36thAnnualMeetingofEurSocDermatolRes

(Paris)Sept,2006

１１５

皮膚科グループ（2006年）



No.6 Y.Nakamura,T.Takahashi,X.Xu,Y.Kawachi,F.Otsuka:
Tumornecrosisfactoralphaaugmentstheproliferationofhumanneurofibromacells.

The36thAnnualMeetingofEurSocDermatolRes(Paris)Sept,2006

No.7 川内康弘,大塚藤男：
新生児LE症

第29回皮膚脈管・膠原病研究会（岡山）1月,2006
No.8 古田淳一,二藤部弘暁,南野道子,川内康弘,大塚藤男：

Diffusefasciitisの2例
第29回皮膚脈管・膠原病研究会（岡山）1月,2006

No.9 古田淳一：
発熱を伴い急速に多関節痛を生じた関節症性乾癬

第3回茨城皮膚フォロム（つくば）1月,2006
No.10 市川栄子,伴野朋裕,大塚藤男：

多発性立毛筋性平滑筋腫の1例
第69回日本皮膚科学会東京支部学術大会（横浜）2月,2006

No.11 川内康弘,佐藤哲也,伊藤周作,大塚藤男：
円板状エリテマトーデス上に生じたSCCの1例

第333回日本皮膚科学会東北合同地方会（仙台）2月,2006
No.12 古田淳一,大塚藤男：

中毒性表皮壊死症と播種状紅斑丘疹型薬疹を生じ交差感作が疑われた症例
第11回茨城皮膚アレルギー懇話会（つくば）2月,2006

No.13 川内康弘：
高齢者の帯状疱疹に対するビダラビン製剤の検討

ヘルペス研究会（つくば）2月,2006
No.14 古田淳一,大塚藤男：

携帯型小型顕微鏡の使用経験 －第1報－
第60回日本皮膚科学会茨城地方会（つくば）3月,2006

No.15 丸山 浩,川内康弘,大塚藤男,吉井田美子：
胃瘻形成後に発症した腸性肢端皮膚炎の 1例

第60回日本皮膚科学会茨城地方会（つくば）3月,2006
No.16 沼田岳士,古田淳一,佐藤哲也,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：

IgA欠損症に合併した汎発性斑状強皮症
第60回日本皮膚科学会茨城地方会（つくば）3月,2006

No.17 佐藤哲也,古田淳一,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：
ニコチネルTTSによる接触皮膚炎

第60回日本皮膚科学会茨城地方会（つくば）3月,2006
No.18 古田淳一,丸山 浩,伊藤周作,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：

潰瘍性大腸炎に合併した壊疽性膿皮症と壊死性筋膜炎の各1例
第142回日本皮膚科学会鹿児島地方会（鹿児島）3月,2006
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No.19 伊藤周作,丸山 浩,中村泰大,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：
腋窩リンパ節転移を生じたpT1a踵部悪性黒色腫

第22回日本皮膚悪性腫瘍学会（京都）4月,2006
No.20 丸山 浩,伊藤周作,藤澤康弘,中村泰大,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：

CPC;64歳女性,頭頂部の腫瘤
第22回日本皮膚悪性腫瘍学会（京都）4月,2006

No.21 川島真季,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男:

Fibroblastgrowthfactor-6のintegrin-associatedprotein発現への影響
日本研究皮膚科学会第31回年次学術大会（京都）5月,2006

No.22 高橋毅法,大塚藤男：
シクロスポリン吸収不良の頻度および臨床症状との相関

第22回日本臨床皮膚科医学会総会（札幌）5月,2006
No.23 古田淳一,菅谷 久,佐藤哲也,伊藤周作,大塚藤男：

眼囲に生じたangiolymphoidhyperplasiawitheosinophilia
第105回日本皮膚科学会総会（京都）6月,2006

No.24 藤澤康弘,梅林芳弘,市川栄子,高橋毅法,川内康弘,大塚藤男：
有棘細胞癌の局所進行例におけるFP(CDDP+5－FU)-radiation併用療法

第105回日本皮膚科学会総会（京都）6月,2006
No.25 伴野朋裕,川内康弘,大塚藤男：

DNAマイクロアレイを用いた表皮角化細胞におけるアポトーシス制御分子の包括的同定
第105回日本皮膚科学会総会（京都）6月,2006

No.26 中村貴之,伊藤周作,市川栄子,川内康弘,大塚藤男：
硬化性萎縮性苔癬に生じた有棘細胞癌の1例

第61回日本皮膚科学会茨城地方会（日立）7月,2006
No.27 丸山 浩,伊藤周作,市川栄子,川内康弘,大塚藤男：

AdamantinoidBCCの1例
第61回日本皮膚科学会茨城地方会（日立）7月,2006

No.28 石井良征,二藤部弘暁,井上知宏,岡崎有貴子,川内康弘：
右上腕に生じた難治性皮膚潰瘍の1例

第61回日本皮膚科学会茨城地方会（日立）7月,2006
No.29 古田淳一,谷貝理紗,大塚藤男：

小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシー
第36回日本皮膚アレルギー学会総会（兵庫）7月,2006

No.30 藤澤康弘,鍋倉 宰,小野寺雅史,高橋毅法,大塚藤男：
レトロウイルスベクターGCDNsamを用いた腫瘍関連高原遺伝子導入樹状細胞によるマウ
ス悪性黒色腫（B16）に対する腫瘍特異的免疫療法

平成18年度第1回厚生労働省がん研究助成金班会議（東京）7月,2006
No.31 並川健二郎,山﨑直也,山本明史,大塚藤男：

インターフェロンβ局所投与後白斑が出現した悪性黒色腫11例
平成18年度第1回厚生労働省がん研究助成金班会議（東京）7月,2006
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No.32 高屋敷明由美,前野哲博,広瀬美鈴,大塚藤男,中山凱夫：
筑波大学医学専門学群医学類における新カリキュラムの評価第1報～PBLテユートリアル
導入の成果と問題点

第38回日本医学教育学会大会（奈良）7月,2006
No.33 川内康弘,中村泰大,許 雪珠,高橋毅法,大塚藤男：

UbiquitoustranscriptionfactorAP-1,Sp1によるケラチノサイト分化特異的発現制御機構
第21回角化症研究会（東京）8月,2006

No.34 伊藤周作,中村泰大,高橋毅法,大塚藤男：
膝窩リンパ節郭清術の手技・手順について

第21回日本皮膚外科学会総会・学術大会（神戸）8月,2006
No.35 古田淳一,伴野朋裕,大塚藤男：

強直性脊椎炎に合併した関節症性乾癬
第21回日本乾癬学会学術大会（高知）9月,2006

No.36 川内康弘：
クラゲ刺による皮膚潰瘍

第5回茨城創傷治癒フォーラム（つくば）9月,2006
No.37 古田淳一,石塚俊介,丸山 浩,伊藤周作,川内康弘,大塚藤男：

原発性胆汁性肝硬変を合併した毛孔性紅色糖粃糠疹
第70回日本皮膚科学会東部支部学術大会（弘前）10月,2006

No.38 丸山 浩,伊藤周作,市川栄子,川内康弘,大塚藤男：
Nodularfascitisの1例

第70回日本皮膚科学会東部支部学術大会（弘前）10月,2006
No.39 古田淳一,延山嘉眞,菊池かな子,大塚藤男,牛島俊和：

ヒトメラノーマにおける抗酸化酵素PRDX2のサイレンシング
平成18年度第2回厚生労働省がん研究助成金班会議（東京）10月,2006

No.40 中村泰大,高橋毅法,大塚藤男：
有棘細胞癌のリンパ節処理に関する検討 -StageⅢを中心に-

第8回全国皮膚がん治療カンファレンス（つくば）10月,2006
No.41 中村貴之,古田淳一,市川栄子,川内康弘,大塚藤男：

独居老人に生じたペラグラの1例
第62回日本皮膚科学会茨城地方会（水戸）10月,2006

No.42 丸山 浩,古田淳一,川内康弘,大塚藤男：
プロゲステロンデポーSによる薬疹の1例

第62回日本皮膚科学会茨城地方会（水戸）10月,2006
No.43 市川栄子,大塚藤男：

ニプラジロール点眼液による接触性皮膚炎
第62回日本皮膚科学会茨城地方会（水戸）10月,2006

No.44 古田淳一：
安息香酸ベンジルによる播種状紅斑丘疹型薬疹

第56回日本アレルギー学会秋期学術大会（東京）11月,2006
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No.45 中村泰大,高橋毅法,許 雪珠,川内康弘,大塚藤男：
神経線維腫細胞に対するtumornecrosisfactoralphaの増殖能への影響

厚生労働科学研究研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「神経皮膚症候群に関する調査研究班」
平成18年度総会（福岡）12月,2006

班研究報告
No.1 縣 俊彦,清水英佑,松平 透,佐野浩斎,中村晃士,西岡真樹子,新村眞人,大塚藤男,

稲葉 裕,黒沢美智子,古村南夫,中山樹一郎,三宅吉博,高木廣文,金城芳秀,李 廷秀,
柳 修平,河 正子：

神経線維腫症1-2004定点モニタリングの性別解析
厚生労働科学研究研究費補助金難治性疾患克服研究事業

「神経皮膚症候群に関する調査研究班」
平成17年度総括・分担研究報告書,7-26,2006

No.2 縣 俊彦,清水英佑,松平 透,佐野浩斎,稲葉 裕,吉田雄一,中山樹一郎,金城芳秀,
柳 修平,佐伯圭一郎,新村眞人,大塚藤男,吉田 純,金田真理,中村好一,玉腰暁子,
柴崎智美,永井正規：
NF1，NF2，TS 全国調査進捗状況

厚生労働科学研究研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「神経皮膚症候群に関する調査研班」

平成17年度総括・分担研究報告書,27-35,2006
No.3 大塚藤男：

Malignanttritontumor細胞へのnervegrowthfactorの影響
厚生労働科学研究研究費補助金難治性疾患克服研究事業

「神経皮膚症候群に関する調査研究班」
平成17年度総括・分担研究報告書,57-60,2006

その他
No.1 大塚藤男：

第21回日本皮膚悪性腫瘍学会 会長講演より
SeminariaDermatologie182,14-18,2006

No.2 川内康弘：
研究を取り巻く環境の変化について（巻頭言）

皮膚臨床48(9),1105-1106,2006
No.3 大塚藤男：

神経皮膚症候群－NF1の最近の話題－（特別講演）
御茶ノ水皮膚科懇話会（東京）1月,2006

No.4 大塚藤男：
神経皮膚症候群,特にNF1について（特別講演）

第85回東海皮膚研修セミナー（伊勢原）1月,2006
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感染症科グループ（2006年）

原 著
No.1 Nakamura-UchiyamaF,TokunagaY,SuzukiA,AkaoN,HiromatsuK,HitomiS,NawaY:

AcaseofAscarissuumviscerallarvamigransdiagnosedbyusingA.suumlarvalexcretory-

secretory(ES)antigen

ScandJInfectDis38(3),221-224,2006

No.2 後藤美紀,市川真由美,渡邉真博,渋谷俊介,人見重美：
ブ ロ ス ミ ッ クNTMで 測 定 し たMycobacteriumavium–Mycobacteriumintracellulare
complexに対する最小発育阻止濃度の再現性

日臨微会誌16(2),7-13,2006
No.3 SugiyamaK,HasegawaY,NagasawaT,HitomiS:

ExposureofmedicalstafftoStrongyloidesstercolarisfrom apatientwithdisseminated

strongyloidiasis

JInfectChemother12(4),217-219,2006

総 説
No.1 人見重美：

MRSA感染症の診断
日本医事新報4264,107-108,2006

No.2 人見重美：
サル痘とBウイルス感染症

化学療法の領域22,1097-1102,2006
No.3 小金丸博：

針刺し防止と曝露後感染予防
診断と治療94,2279-2284,2006

No.4 小金丸博,稲松孝思：
高齢者インフルエンザ

綜合臨牀55,2844-2849,2006
No.5 小金丸博,稲松孝思：

インフルエンザA感染に続発した黄色ブドウ球菌肺炎の1例
治療学40,1387-1390,2006

学会発表
No.1 小金丸博,増田義重,稲松孝思,柴崎澄枝,樋口 浩,安中めぐみ,上條仁子,安達桂子,

鈴木里和,荒川宜親：
メタロβ-lactamase陽性緑膿菌感染症

第80回日本感染症学会総会,2006
No.2 吉川弘美,宮本和典,飯田恵子,園部紀子,杉田晴美,井坂信之,人見重美：

土浦・つくば地区におけるClostridiumdifficiletoxin-A非産生toxin-B産生株の検出状況
第55回日本医学検査学会,5.20,2006
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No.3 渡邉真博,渋谷俊介,澤畑辰男,人見重美：
院内発症下痢におけるClostridiumperfringensの分離頻度

第55回日本医学検査学会,5.20,2006
No.4 人見重美：

つくば・土浦地区で血液・髄液から分離した酵母用真菌の薬剤感受性
第55回日本感染症学会東日本地方会総会,10.26,2006

No.5 HitomiS,WatanabeM:
Theincidenceofantibiotic– associateddiarrheacausedbyClostridium perfringensin

tertiaryhospitalsinJapan.

5thEastAsianConferenceonInfectionControlandPrevention,

11.17-18(postersession)2006

No.6 KikkawaH,HitomiS,WatanabeM:
Prevalenceoftoxin-A-non-producing/toxin-B-producingClostridium difficileintheTsukuba-

TsuchiuraDistrict,Japan

5thEastAsianConferenceonInfectionControlandPrevention,

11.17-18(postersession)2006

No.7 小金丸博,栗原陽子,人見重美：
筑波大学附属病院の職員における麻疹・風疹・水痘・ムンプスに対する抗体保有状況

第11回茨城感染対策研究会,12.9,2006
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形成外科グループ（2006年）

原 著
No.1 柳林 聡,檜垣 仁志,遠藤 隆志,中山 凱夫：

下顎骨再建時における工夫−キルシュナー・銅線を用いた簡便な骨固定
形成外科49(1):88-91.2006

No.2 遠藤 隆志,小林 知哉,中山 凱夫：
動脈閉塞性下顎潰瘍の分類と治療

形成外科49(2):139-145,2006
No.3 TogashiS,NakayamaY,HataJ,EndoT:

Anewsurgicalmethodfortreatinglateralraypolydactylywithbrachydactylyofthefoot:

Lengtheningthereconstructedfifthtoe.

JPlastReconst&AesthSurg59:752-758,2006

No.4 TakashiE,HataJ,TogashiS,YanagibayashiS,NakayamaY:
ConjunctivalSquamousCellCarcinomaoftheOrbit40YearAfterEnucleation

OphthalmicPlastic&ReconstructiveSugery22(4):299-301,2006

No.5 堤 明人,伊藤 聡,高屋敷明由美,大塚 藤男,中山 凱夫,住田 孝之：
医学部1年生への早期体験学習としての外来初診患者エスコート学習の試み

医学教育37(5):305-310,2006
No.6 富樫 真二,高梨 昌幸,畑寿 太郎,遠藤 隆志,中山 凱夫：

簡単で確実な患肢挙上シーネの作製方法
形成外科49(11):1272-1275,2006

学会発表
No.1 富樫 真二,中山 凱夫,遠藤 隆志,芳賀 康志：

片側口唇裂術後の人中稜の長さの変化についての検討
第49回日本形成外科学会総会・学術集会（岡山）,4月,2006

No.2 佐々木 薫,佐々木 正浩,堂本 隆志,富樫 真二,畑寿 太郎,遠藤 隆志,中山 凱夫：
顔面裂の3例について

日本形成外科学会第246回東京地方会（東京）,6月,2006
No.3 畑寿 太郎,中山 凱夫,遠藤 隆志,富樫 真二,佐々木 薫,佐々木 正浩：

トラニラスト投与と肥厚性瘢痕の変化に対する分光分析解説
第15回日本形成外科学会基礎学術集会（さいたま市）,10月,2006

No.4 畑寿 太郎,中山 凱夫,遠藤 隆志,富樫 真二,佐々木 薫,佐々木 正浩：
皮膚色を計る〜その有用性と注意点（ランチョンセミナー）

第15回日本形成外科学会基礎学術集会（さいたま市）,10月,2006
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乳腺・甲状腺・内分泌外科グループ（2006年）

原 著
No.1 SangeethaSundararajan,TohnoE.,KammaH.,UenoE.,MinamiM:

Detection ofIntraductalComponentaround InvasiveBreastCancerUsing Ultrasound:

CorrelationwithMRIand HistopathologicalFindings

RadiationMedicine24(2),108-114,2006

No.2 ItohA.,UenoE.,TohnoE.,KammaH.,TakahashiH.,ShiinaT.,YamakawaM.,MatsumuraT:
BrestDisease:Clinica.lApplicationofUSElastographyforDiagnosis

Radiology239(2),341-350,2006

No.3 TohnoE.,SawaiK.,ShimamotoK.,UenoE.,EndouT.,Tsunoda-ShimizuH.,ShiraiH.,
TakadaH:

Establishmentofseminarstoimprovethediagnosticaccuracyandeffectivenessofbreast

ultrasoud

JMedUltrasonics33,239-244,2006

No.4 BandoH.,WeichHA.,HoriguchiS.,FunataN.,OgawaT.,ToiM:
Theassociationbetweenvascularendothelialgrowthfactor-C,itscorrespondingreceptor,

VEGFR-3,andprognosisinprimarybreastcancer:astudywith193cases

OncolRep15(3),653-659,2006

総 説
No.1 植野 映：

画像診断ABC：機器の進歩とその利用（16）3.臨床 乳房
医薬ジャーナル 42(8),1-9,2006

No.2 植野 映：
乳腺超音波の実際とその役割 エラストグラフィの有用性も含めて

INNERVISION(21)8,9-12,2006

No.3 伊藤吾子,植野 映,松村 剛,外村明子：
乳腺超音波エラストグラフィの手技,診断基準の再考

MEDIX45,10-15,2006

No.4 坂東裕子,戸井雅和：
乳癌に対するtrastuzumab治療－術後補助療法を中心に

医学のあゆみ 219,82-88,2006

著 書
No.1 植野 映：

Ⅷ．乳房 外科手術手技図鑑（幕内雅敏監修,杉原健一,高山忠利,高井計弘編）
永井書店（東京）350-397,2006
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学会発表
No.1 伊藤吾子,植野 映,東野英利子,坂東裕子：

2cm以下の粘液癌の超音波診断における超音波Elastographyの有用性
第15回日本乳癌画像研究会（東京）2月,2006

No.2 安藤正海,市原 周,植野 映,遠藤登喜子,大林千穂,木邨達郎,島雄大介,杉山 弘,
徳森謙二,豊福不可依,橋本英子,東田善治,兵頭一行,MaksimenkoAnton,山崎克人,
湯浅哲也：

乳ガン早期発見のための屈折原理にもとづくX線2D像および3D像開発
第15回日本乳癌画像研究会（東京）2月,2006

No.3 一色雄裕,東野英利子,坂東裕子,梅本 剛,原 尚人,八代 享,植野 映：
Elastographyが有用であった乳癌の1例

第15回日本乳癌画像研究会（東京）2月,2006
No.4 植野 映：

特別講演 乳癌の超音波組織特性とその臨床応用
厚生労働生労働科学研究・がん医療均てん研修会（埼玉）2月,2006

No.5 UenoE:
Imaging Methods:Pet,ColorDoppler,Elastography-BreastImaging and Quantification

(Invitedlecture)

XIVS.I.S.WORLDCONGRESSONBREASTDISEASES

IIICROATIANSENOLOGICCONGRESS(Croatia),May,2006

No.6 UenoE.,TohnoE.,WakiK.,BandoH.,ShiinaT.,YamakawaM:
Usefulnessoffat-lesionratioinbreastelastography(Invitedlecture)

11th CongressoftheWorldFederation

forUltrasoundinMedicineandBiology(Korea),May,2006

Ultrasoundinmedicineandbiology32(5S),173,2006

No.7 原 尚人,坂東裕子,八代 享,植野 映,東野英利子：
副甲状腺腫瘍,癌,過形成の超音波像

第16回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（つくば）6月,2006
No.8 藤代典子,市川里美,坂東裕子,文 由美,鯨岡結賀,東野英利子,植野 映：

乳腺疾患における超音波エラストグラフィー検査の手技
第16回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（つくば）6月,2006

No.9 植野 映,伊藤吾子,東野英利子,坂東裕子,梅本 剛,鯨岡結賀,文 由美,椎名 毅,
脇 康治,松村 剛：

エラストグラフィスコアおよびFLRの解説と成績
第16回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（つくば）6月,2006

No.10 植野 映：
Real-timeTissueElastographyの乳癌診断における有用性（サテライトシンポジウム）

第14回日本乳癌学会学術総会（金沢）7月,2006
No.11 伊藤吾子,植野 映,東野英利子,坂東裕子：

超音波＋Elastographyは従来法超音波を越えられるか？
第14回日本乳癌学会学術総会（金沢）7月,2006
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No.12 梅本 剛,坂東裕子,伊藤吾子,原 尚人,八代 享,東野英利子,植野 映：
非浸潤性乳管癌におけるエラストグラフィ所見の検討

第14回日本乳癌学会学術総会（金沢）7月,2006
No.13 坂東裕子,植野 映,東野英利子,伊藤吾子,梅本 剛,鯨岡結賀,文 由美,山川 誠,

椎名 毅,松村 剛,脇 康治：
Elastographyの有用性：偽陰性/偽陽性症例の検討

第14回日本乳癌学会学術総会（金沢）7月,2006
No.14 矢形 寛,中村清吾,戸井雅和,大野真司,坂東裕子,片岡明美,井上博道：

転移性乳癌における指標としての血中遊離癌細胞数測定（CellSearchAssay）の臨床的有
用性

第14回日本乳癌学会学術総会（金沢）7月,2006
No.15 坂東裕子,植野 映,八代 享,原 尚人：

乳癌の標準的治療と集学的アプローチ
第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006

No.16 片山裕子,植野 映,坂東裕子,八代 享,原 尚人,東野英利子,野口雅之：
炎症性乳癌の長期生存の1例

第28回茨城医学会外科分科会,第213回茨城外科学会（水戸）10月,2006
No.17 植野 映：

エラストグラフィの基礎と臨床（ランチョンセミナー）
第17回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（福岡）11月,2006

No.18 植野 映：
乳腺超音波の原理と超音波組織特性（講習会）

第17回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（福岡）11月2006
No.19 梅本 剛,八代 享,原 尚人,坂東裕子,近藤 譲,野口雅之,植野 映：

術前超音波検査で高エコーレベルを呈した副甲状腺腺腫の一例
第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006

No.20 UenoE.,:
Ultrasounddiagnosticcriteriainbreastdisease(Guestlecture)

Ⅷ InternationalSurgicalConferenceofSocietyof

SurgeonsofNepal(Ksthmandu)Nov,2006

No.21 内田紗弥香,坂東裕子,原 尚人,八代 享,植野 映,東野英利子,野口雅之：
平成17年度に検診で発見された乳癌4例

第36回茨城乳腺疾患研究会（水戸）12月,2006
No.22 坂東裕子：

乳癌薬物療法のマネージメント
第36回茨城乳腺疾患研究会（水戸）12月,2006

No.23 原 尚人,坂東裕子,八代 享,植野 映：
甲状腺乳頭癌に対する内視鏡補助下甲状腺切除および頚部D2リンパ節郭清

第19回日本内視鏡外科学会総会（京都）12月,2006
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No.24 田中優子,原 尚人,梅本 剛,坂東裕子,八代 享,植野 映：
腹腔鏡下副腎摘出術における術中超音波の有効性の検討－当院における実施経験

第10回内視鏡下内分泌手術研究会（京都）12月,2006
No.25 BandoH.,UenoE.,TohnoE.,ShiinaT.,YamakawaM.,WakiK.,MatsumuraT.,UmemotoT.,

ItohA:

Clinicalapplicationofultrasoundelastographyforbreastcancerdiagnosis.

29th SanAntonioBreastCancerSymposium(USA)Dec,2006

その他
No.1 植野 映：

茨城県メディカルセンターの乳がん検診の精度
第16回茨城乳がん検診研究会（乳がん検診従事者講習会）（つくば）3月,2006

No.2 植野 映：
超音波診断における難解な画像の判別について

第17回長野県乳腺診断フォーラム（松本）3月,2006
No.3 植野 映：

乳がん検診について－乳がんの早期発見－
江戸川区民公開講座（江戸川区）3月,2006

No.4 植野 映：
特別講演 今後の乳腺超音波検診－現状をふまえて－
第27回神奈川乳房画像研究会,第4回神奈川乳房超音波画像研究会（鶴見）3月,2006

No.5 坂東裕子：
がんの告知・インフォームドコンセント

平成18年度筑波大学公開講座 臨床人間学入門（つくば）4月,2006
No.6 坂東裕子：

乳がんの薬あれこれ：再発しないために
つくばピンクリボンフェスティバル（つくば）5月,2006

No.7 植野 映：
乳癌の薬物療法－方略と薬物選択－

県南薬剤師乳癌セミナー（つくば）5月,2006
No.8 植野 映：

特別講演 乳癌の撲滅に向けて
真壁医師会学術講演会（筑西）5月,2006

No.9 植野 映：
乳房超音波の基礎と実際

婦人科ME研究会－明日からのWomen’shealtyを考える（東京）6月,2006
No.10 坂東裕子：

インフォームドコンセントについて
茨城県手話通訳者研修会（土浦）7月,2006
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No.11 植野 映：
出張方式による超音波検診にて発見された全乳癌（31症例）の報告 平成17年度

第17回茨城乳がん検診研究会（乳がん検診従事者講習会）（水戸）9月,2006
No.12 植野 映：

乳房超音波の基礎
第一回中四国乳房超音波研究会（岡山）9月,2006

No.13 植野 映：
乳房疾患の超音波組織特性

第15回乳房超音波講習会（大阪）12月,2006
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循環器外科・呼吸器外科グループ（2006年）

原 著
No.1 SakaiM,IshikawaS,ItoH,OzawaY,YamamotoT,OnizukaM,SakakibaraY:

Carcinomatousmeningitisfromnon-small-celllungcancerrespondingtogefitinib.

IntJClinOncol11(3),243-245,2月,2006
No.2 IkedaA,HiramatsuY,HorigomeH,HoriT,NomaM,SakakibaraY:

ApitfallinligationofintrahepaticshuntingafterFontantypeoperation.

AsianCardiovascThoracAnn14(1),e6-e8,2月,2006
No.3 SatoM,HiramatsuY,NomaM,Takahashi-IgariM,HorigomeH,SakakibaraY:

Replacementofthecommonatrioventricularvalvewithfloatingannuloplastyinapatient

withuniventricularphysiology.

JapJThoracCardiovascSurg54,85-87,2月,2006
No.4 今水流智浩,松下昌之助,兵藤一行,秋島信二,佐藤藤夫,野間美緒,平松祐司,重田 治,

榊原 謙：
ラットにおける冠動脈LAD結紮モデルの作成と放射光血管撮影による評価法

脈管学46,49-53,2月25日,2006
No.5 NishidaM,YamaneT,MaruyamaO,SankaiY,TsutsuiT:

Computationalfluid dynamicsanalysisoftheflow around thepivotbearing ofthe

centrifugalventricularassistdevice.(Effectsofdesignvariationsofthewashouthole,the

pivotandthebackgap)

JSMEInternationalJournal49(3),837-851,3月,2006
No.6 FukuharaS,MatsushitaS,SakakibaraY:

Changesincoronaryresistancerelatedtothestagesofthefemalelifecycle.

CircJ70,478-481,3月20日,2006
No.7 IchimuraH,IshikawaS,YamamotoT,OnizukaM,InadomeY,NoguchiM,SakakibaraY:

Effectivenessofsteroidtreatmentforhoarsenesscausedbyidiopathicfibrosingmediastinitis:

reportofacase.

SurgToday36(4),382-384,4月,2006
No.8 KikuchiS,YamadaD,FukamiT,MaruyamaT,ItoA,AsamuraH,MatsunoY,OnizukaM,

MurakamiY:

Hypermethylation ofthe TSLC1/IGSF4 promoterisassociated with tobacco smoking

andpoorprognosisinprimarynonsmallcelllungcarcinoma.

Cancer106(8),1751-8,4月,2006
No.9 WuJ,TakedaT,LwinTT,YoneyamaA,TsuchiyaY,HiraiY,ImazuruT,MatsushitaS,

MinamiM,AkatsukaT:

Micro-coronaryvesselimagingwithoutcontrastagentbyphase-contrastX-raycomputed

tomography.

Proc12thWorldCongressofCardiology171-174,4月,2006

１２８

循環器外科・呼吸器外科グループ（2006年）



No.10 丸山 修,西田正浩,筒井達夫,軸屋智昭,山根隆志：
モノピボット遠心血液ポンプの溶血特性

ライフサポート17(4),125-131,4月,2006
No.11 KanemotoK,SatohH,IshikawaH,IshikawaS,OhtsukaM,SekizawaK:

Prospectivestudyoffeverandpneumoniaafterflexiblefiberopticbronchoscopyinold

people.

JAmGeriatrSoc54(5),827-830,5月,2006
No.12 IchimuraH,UsuiS,OkazakiH,KonishiT,OsakaM,JikuyaT,NakayamaH,KikuchiK,

InadomeY,OnizukaM:
Excisionafterchemoradiotherapyofinvasivethymomaextendingintotherightatrium

Reportofacase.

SurgToday36(6),534-7,6月,2006
No.13 野間美緒,平松祐司,堀米仁志,高橋美穂,榊原 謙：

心筋電極による小児期ペースメーカー治療の経験 －心筋電極選択の妥当性についての検
討－

日本小児循環器学会雑誌22(4),18-22,7月1日,2006
No.14 HiramatsuY,NomaM,HorigomeH,Takahashi-IgariM,SakakibaraY:

BiventricularrepairofEbstein’sanomalywithpulmonaryatresiainalow birthweight
neonate.

JCardSurg21(4),421-422,7月,2006
No.15 松﨑寛二,平松祐司,本間 覚,佐藤晶子,阿部正一,金本真也,榊原 謙：

組織因子はinvitro体外循環中の好中球変形能劣化を助長する
日本ヘモレオロジー学会誌9(1),3-8,8月,2006

No.16 NomaM,EnomotoY,MatsushitaS,HiramatsuY,ShigetaO,ToyamaM,SakakibaraY:
Latepost-operativeperforationoftherightventriclebyatinedpacinglead.

Reportofacase.

JArrhythmia22(2),119-121,8月,2006
No.17 SakamotoH,HattoriT,WatanabeY,SakakibaraY:

Chronic post-traumatic pseudoaneurysm of the brachiocephalic artery with tracheal

obstructionresultinginrepeatedpneumonia.

AnnThoracSuge82,1101-3,9月,2006
No.18 安東 聡,服部一紀,遠藤 剛,稲井広夢,松枝 清,今水流智浩,榊原 謙,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
長期尿管ステント留置中に生じた両側尿管総腸骨動脈瘻の1例

日本泌尿器科学会雑誌97(5),752-756,10月,2006
No.19 NaitoT,OzawaY,TomoyasuM,InagakiM,FukueM,SakaiM,YamamotoT,IshikawaS,

OnizukaM:
Newmethodforevaluationoflunglymphflowratewithintactlymphaticsinanaesthetized

sheep.

ActaPhysiol188(2),139-149,10月,2006
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No.20 伊藤博道,山本達生,小貫琢哉,酒井光昭,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙：
急速増大後に自然縮小を示した胸腺腫の1例

日本呼吸器外科学会雑誌20(7),974-979,11月,2006
No.21 花房秀次,大山和成,渡辺 智,榊原 謙,平松祐司,新福玄二,高木洋行,佐藤公浩,

坂部秀明,中谷 浩,日笠 聡,澤田暁宏,西川哲夫,伊藤啓二郎,高宮 脩,吉岡 章：
先天性第VII因子欠乏症患者に対する遺伝子組換え活性型第VII因子製剤（注射用ノボセ
ブン®）の有効性と安全性

日本血栓止血学会誌17(6),695-705,12月,2006

学会発表
No.1 佐藤藤夫,松下昌之助,兵藤一行,秋島信二,榎本佳治,野間美緒,平松祐司,榊原 謙：

血管新生療法の画像的評価を目指して
第20回日本心臓血管外科ウィンターセミナー（長野）1月26日,2006

No.2 加藤秀之,平松祐司,坂有希子,杉森治彦,佐藤真剛,野間美緒,榊原 謙：
SAS進行により早期にDKSを要したSV,hypoplasticarchの1例

第137回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（宇都宮）2月4日,2006
No.3 高橋実穂,堀米仁志,岩崎陽子,宮田大揮,濱田洋実,藤木 豊,小畠真奈,平松祐司,

野間美緒,松井 陽：
胎児診断された単心室6例の経過と予後

第12回胎児心臓病研究会学術集会（長野）2月17日,2006
No.4 堀米仁志,宮田大揮,雪竹義也,高橋実穂,松井 陽,岩下寛子,濱田洋実,野間美緒,

平松祐司：
2:1房室ブロックを伴う先天性QT延長症候群－自験例の経過報告と文献review－

第12回胎児心臓病研究会学術集会（長野）2月17日,2006
No.5 佐藤真剛,平松祐司,榎本佳治,野間美緒,松下昌之助,榊原 謙：

左冠動脈入口部狭窄を伴った先天性大動脈弁・弁上狭窄の1治験例
第211回茨城外科学会（水戸）2月18日,2006

No.6 松下昌之助,加藤秀之,杉森治彦,佐藤真剛,榎本佳治,野間美緒,平松祐司,長谷川雄一,
本間 覚,榊原 謙,長澤俊郎,山口 巖：

末梢血管病変に対するCD34陽性細胞移植療法の治験開始について
第211回茨城外科学会（水戸）2月18日,2006

No.7 佐藤藤夫,松下昌之助,兵藤一行,秋島信二,榎本佳治,野間美緒,平松祐司,榊原 謙：
寒冷刺激に対する末梢血管反応の性差.放射光血管造影による検討

第106回日本外科学会学術総会（東京）3月30日,2006
No.8 IguchiK,WangY,NakamuraR,UsuiR.,SakaiM,YamamotoT,IshikawaS,OnizukaM:

Invivoobservationofpulmonarymicrometastasislessthan300μmindiameter.
41stAnnualMeetingofExperimentalBiology(SanFrancisco)4月2日,2006

No.9 MatsushitaS,HyodoK,ImazuruT,SatoF,EnomotoY,NomaM,HiramatsuY,ShigetaO,
SakakibaraY:
CloserelationshipbetweendiffusecoronaryvasospasmanddisturbanceofNOproduction.

41stAnnualMeetingofExperimentalBiology(SanFrancisco)4月5日,2006
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No.10 山根隆志,木暮尚登,西田正浩,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,
筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの可視化計測

第45回日本生体医工学会大会（福岡）5月17日,2006
No.11 酒井光昭,石川成美,中村亮太,臼井 亮,山本達生,鬼塚正孝,榊原 謙：

術後感染症の予防・早期発見を目的とした周術期抗菌薬投与法と血液・画像検査の変遷
第23回日本呼吸器外科学会総会（東京）5月26日,2006

No.12 臼井 亮,山本達生,佐藤浩昭,中村亮太,酒井光昭,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙,

野口雅之,関沢清久：
小型の肺大細胞神経内分泌癌（LCNEC）の1切除例

第23回日本呼吸器外科学会総会（東京）5月26日,2006
No.13 HyodoK,AndoA,SugiyamaH,OhtsukaS,WuJ,TakedaT,MatsushitaS,SatoF,

SakakibaraY,MinamiM,YamaguchiI:
Two-dimensionalimagingsystemsusingasymmetricreflectionfrom asiliconcrystalfor

medicalapplications.

The9thInternationalConferenceonSynchrotronRadiationInstrumentation

(Daegu,Korea)6月1日,2006
No.14 佐藤真剛,平松祐司,加藤秀之,榎本佳治,野間美緒,松下昌之助,榊原 謙：

LMT狭窄を伴った先天性valvular,supravalvularASの手術
第138回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（新潟）6月10日,2006

No.15 井口けさ人,畑川裕哉,船越尚哉,酒井光昭,山本達生,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙,

柳 健一,臼井 亮,中村亮太,若林伸直,高橋 智,山本雅之,大島宣夫：
蛍光癌細胞を用いた生体下での微小肺転移巣の観察

第6回iPUC(IntegratedPulmonaryCirculationResearch)（東京）6月24日,2006
No.16 臼井 亮,石川成美,中村亮太,酒井光昭,山本達生,鬼塚正孝,榊原 謙,野口雅之,

井上雅樹：
肺腺癌IA期切除7年後に再切除した11mm径の腺癌病変

第22回茨城早期肺癌研究会（つくば）7月1日,2006
No.17 臼井 亮,石川成美,中村亮太,酒井光昭,山本達生,鬼塚正孝,榊原 謙,野口雅之：

胸腔鏡で診断し,胸骨正中切開で摘出した18mm大の胸腺腫の1例
第212回茨城外科学会（水戸）7月8日,2006

No.18 平松祐司,阿部正一：
VSDrunningsutureと右室流出路directmonocuspによるFallot四徴症根治術

第6回小児心臓手術手技研究会（名古屋）7月13日,2006
（第42回日本小児循環器学会総会サテライトミーティング）

No.19 村上 卓,堀米仁志,高橋実穂,宮田大揮,松井 陽,野間美緒,平松祐司：
チアノーゼ性先天性心疾患患者における血液流動性を規定する因子に関する検討

第42回日本小児循環器学会総会（名古屋）7月13日,2006
No.20 野間美緒,平松祐司,堀米仁志,高橋実穂,榊原 謙,厚美直孝：

心内膜スクリューイン型双極ペーシングリードを心外膜心房リードとして用いた4例
第42回日本小児循環器学会総会（名古屋）7月13日,2006
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No.21 杉森治彦,平松祐司,加藤秀之,佐藤真剛,野間美緒,堀米仁志,高橋実穂,榊原 謙：
Extendedaorticarchanastomosis－左鎖骨下動脈によるarchaugmentationの有用性－

第42回日本小児循環器学会総会（名古屋）7月13日,2006
No.22 宮田大揮,堀米仁志,高橋実穂,村上 卓,岩崎陽子,室伏 航,平松祐司,野間美緒,

八巻重雄,松井 陽：
先天性心疾患に伴う肺高血圧に対してbosentanを投与した2幼児例

第42回日本小児循環器学会総会（名古屋）7月13日,2006
No.23 加藤秀之,平松祐司,野間美緒,堀米仁志,高橋実穂,阿部正一,榊原 謙：

SubarterialVSD閉鎖術の至適時期と手技についての1考察
第42回日本小児循環器学会総会（名古屋）7月13日,2006

No.24 酒井光昭,石川成美,中村亮太,臼井 亮,山本達生,鬼塚正孝,榊原 謙：
肺切除術における術後感染症予防を目的とした周術期抗菌剤投与と血液・画像検査の有用
性

第15回北関東外科感染症研究会（東京）7月15日,2006
No.25 YamaneT,NishidaM,MaruyamaO,KosakaR,ChidaT,KogureT,KuwanaK,SanakiY,

TsutsuiT:
Antithrombogenicpropertyofamonopivotcentrifugalpumpforcirculatoryassist.

2ndAsian-PacificCongressofCirculatorySupport(Seoul)8月10日,2006
No.26 YamaneT,KogureH,NishidaM,MaruyamaO,KosakaR,YamamotoY,KuwanaK,SankaiY,

TsutsuiT:
PivotwashandhemolyticpropertyofMERAmonopivotcentrifugalpump.

AnnualCongressofInternationalSocietyforRotaryBloodPump(Luben)9月1日,2006
No.27 坂有希子,平松祐司,野間美緒,池田晃彦,加藤秀之,高橋実穂,堀米仁志,榊原 謙：

連続縫合によるperimembranousVSD閉鎖のpitfall;residualshuntと伝導障害をいかにし
て回避するか

第59回日本胸部外科学会定期学術集会（東京）10月1日,2006
No.28 榎本佳治,松下昌之助,野間美緒,平松祐司,榊原 謙：

心房細動合併心臓大血管手術における肺静脈隔離術の有用性と限界について
第59回日本胸部外科学会定期学術集会（東京）10月3日,2006

No.29 山根隆志,丸山 修,西田正浩,小阪 亮,千田高寛,河村 洋,桑名克之,石原一彦,
山海嘉之,筒井達夫：

補助循環用モノピボット遠心ポンプの抗血栓性評価
日本電気学会リニアドライブ研究会（東京）10月27日,2006

No.30 野渡剛之,榎本佳治,金子佳永,加藤秀之,坂有希子,池田晃彦,野間美緒,松下昌之助,

平松祐司,榊原 謙,沖 明典,佐藤豊実：
意識消失発作で発見されたIntravenousleiomyomatosisの1例

第213回茨城外科学会（水戸）10月29日,2006
No.31 西田正浩,木暮尚登,山根隆志,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,

筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの流れの数値解析

第44回日本人工臓器学会大会（横浜）11月2日,2006
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No.32 山根隆志,木暮尚登,西田正浩,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,
筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの研究開発

第44回日本人工臓器学会大会（横浜）11月2日,2006
No.33 佐藤藤夫,水谷太郎,山本純偉,上村和也,森島裕子,高橋伸二,武安法之,本間満子,

渡邊雅彦,渡邊重行：
当院における心肺蘇生法の標準化への取り組み－CPRクリティカルパスの導入－

第25回日本蘇生学会（浜松）12月2日,2006
No.34 臼井 亮,石川成美,中村亮太,酒井光昭,山本達生,野口雅之,鬼塚正孝,榊原 謙：

若年者の肺benignclear(sugar)celltumorの1例
第147回日本肺癌学会関東部会（東京）12月2日,2006

No.35 五味聖吾,阿部正一,金本真也,平松祐司：
両側肺動脈絞扼術後Norwood+bidirectionalGlenn手術を行ったHLHSの2例

第140回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（東京）12月2日,2006
No.36 加藤秀之,榎本佳治,坂有希子,池田晃彦,野間美緒,松下昌之助,平松祐司,榊原 謙：

意識消失発作で発見されたIntravenousleiomyomatosisの1例
第140回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（東京）12月2日,2006

No.37 酒井光昭,中村亮太,臼井 亮,山本達生,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙：
ゲフィチニブ投与中に再発した髄膜播種に対しゲムシタビン髄注を試みた肺腺癌の1例

第47回日本肺癌学会総会（京都）12月14日,2006
No.38 小貫琢哉,山本達生,酒井光昭,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙,穴見洋一,飯嶋達生,

野口雅之,大原 潔：
正岡Ⅲ期胸腺腫に対する術前後放射線治療の有用性

第47回日本肺癌学会総会（京都）12月15日,2006
No.39 小貫琢哉,山本達生,井口けさ人,酒井光昭,稲垣雅春,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙,

穴見洋一,飯嶋達生,鈴木恵子,野口雅之：
赤芽球癆を合併した胸腺腫の2例

第47回日本肺癌学会総会（京都）12月15日,2006
No.40 石川成美,山本達生,酒井光昭,中村亮太,臼井 亮,鬼塚正孝,榊原 謙,野口雅之,

金敷真紀,平栗佳則,飯村由美子,稲毛芳永：
喀痰細胞診の異常から数年を経て診断された肺癌

第47回日本肺癌学会総会（京都）12月15日,2006
No.41 榎本佳治,松下昌之助,野間美緒,平松祐司,榊原 謙：

AtriCureTMを用いたRadial手術の1例
第64回茨城心臓血管研究会（つくば）12月,2006

総 説
No.1 菊池慎二,鬼塚正孝,村上善則：

がん抑制遺伝子TSLC1/IGSF4,ならびにDAL-1/4.1B遺伝子のメチル化解析による原発性非
小細胞肺がんの予後予測

分子呼吸器病10(6),471-476,11月,2006
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著 書
No.1 酒井光昭,石川成美：

診断群分類（DPC）別包括評価を強く意識して作成したクリティカルパス－周術期医療に
もたらした変化と新たな問題点－

メディカルクオール
株式会社メディカルクオール,22-25,1月1日,2006

講 演
No.1 平松祐司：

小児心臓外科の現状と将来
第15回茨城県小児循環器研究会（水戸）3月15日,2006

No.2 松下昌之助：
筑波大学で行う末梢動脈疾患に対する細胞治療

バージャー病友の会（水戸）3月19日,2006
No.3 平松祐司：

心臓外科手術の最近の動向：複雑先天性心疾患手術から心拍動下冠動脈バイパス術まで
第259回真壁医師会筑西支部研修会（筑西）10月12日,2006

その他
No.1 鬼塚正孝：

大学病院での包括評価導入に対する取り組みの経緯
三菱ウェルファーマ株式会社つくば営業所社員研修（つくば）2月13日,2006

No.2 榊原 謙：
バージャー病の概論

バージャー病治療と看護総覧,茨城県バージャー病患者と家族の会発行
6-7,3月30日,2006

No.3 佐藤藤夫：
バージャー病の外科治療のポイント

バージャー病治療と看護総覧,茨城県バージャー病患者と家族の会発行
18-19,3月30日,2006

No.4 榊原 謙：
循環器疾患研究を支えた人々 堀 原一

CARDIACPRACTICE17(3),99-100,7月,2006
No.5 榊原 謙：

第42回日本人工臓器学会報告 人工弁
人工臓器34(1),55-56,2006
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小児外科グループ（2006年）

原 著
No.1 KomuroH,TakahashiM,MatobaK,HoriT,HiraiM,GotohC,KanekoM:

Rareassociationofseverehypoplasiaoftheabdominalaortawithimperforateanus,colonic

atresiaandcholedochalcyst

PedatrSurgInt22,289-292,2006

No.2 IkedaA,HiramatsuY,HorigomeH,HoriT,NomaM,SakakibaraY:
ApitfallinligationofintrahepaticshuntingafterFontantypeoperation

AsianCardiovascThoracAnnFeb,14(1),e6-8,2006

No.3 IinumaH,OkinagaK,FukushimaR,InabaT,IwasakiK,OkinagaA,TakahashiI,KanekoM:
SuperiorprotectiveandtherapeuticeffectsofIL-12andIL-18gene-transduceddendritic

neuroblastomafusioncellsonlivermetastasisofmurineneuroblastoma

JImmnol176,3461-3469,2006

No.4 InoueS,PoppFC,KoehlGE,PisoP,SchlittHJ,GeisslerEK,DahlkeMH:
Immunomodulatoryeffectsofmesenchymalstemcellsinaratorgantransplantmodel

TransplantationJun15,81(11),1589-95,2006

No.5 IeharaT,HosoiH,AkazawaK,MatsumotoY,YamamotoK,SuitaS,TajiriT,KusafukaT,

HiyamaE,KanekoM,SasakiF,SugimotoT,SawadaT:
MYCN geneamplificationisapowerfulprognosticfactorevenininfantileneuroblastoma

detectedbymassscreening

BrJCancer94,1510-1515,2006

No.6 KanekoS,OhiraM,NakamuraM,IsogaiE,NakagawaraA,KanekoM:
RelationshipofDDX1andNAG geneamplification/overexpressiontotheprognosisof

patientswithMYCN-amplifiedneuroblastoma

JCancerResClinOncol.Publishedonline,2006

No.7 EnomotoY,MizutaniT,KudoT,SaitoT,HoriT,KanekoM,MatsuiA:
Prolongeduseofdexmedetomidineinaninfantwithrespiratoryfailurefollowingliving

donorlivertransplantation

PaediatAnesth16,1285-1288,2006

No.8 小林千恵,嶋田博行,金子道夫：
神経芽腫群腫瘍の病理組織学的分類－InternationalNeuroblastomaPathologyClassification

小児外科38,621-626,2006
No.9 金子道夫,北野良博,鈴木達也,川岸直樹,秋岡清一,竹内 功：

成人期に達した小児外科手術症例の現状
外科68(4),442-447,2006

著 書
No.1 金子道夫：

主な抗腫瘍薬剤と適応疾患一覧 35-37

小児慢性疾患診療マニュアル,加藤忠明監修,診断と治療社（東京）35-37,2006
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No.2 金子道夫：
肝腫瘍

小児慢性疾患診療マニュアル,加藤忠明監修,診断と治療社（東京）54-56,2006
No.3 金子道夫：

ウィルムス腫瘍（腎芽腫）
小児慢性疾患診療マニュアル,加藤忠明監修 診断と治療社（東京）57-58,2006

No.4 金子道夫：
神経芽腫

今日の小児治療指針,大関武彦,古川 漸,横田俊一郎編集
第14版,医学書院（東京）430-431,2006

学会発表
No.1 平井みさ子,金子道夫,福島 敬,高橋美穂,松枝 清,橋本孝之,堀 哲夫,小室広昭,

瓜田泰久,渡邊美穂,星野諭子：
肺・胸膜・肝内転移を繰り返し,腎障害・心筋障害も来した肝芽腫難治症例における治療
経過（続報）～CPT-11,陽子線照射,ラジオ波焼灼の効果

日本肝癌スタディグループ研究会2006（千葉）1月,2006
No.2 渡邊美穂,瓜田泰久,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,平井みさ子,星野諭子：

初回化学療法において腸炎から敗血症に至り救命できなかった巨大肝芽腫stageⅣにおけ
る治療経過

日本肝癌スタディグループ研究会2006（千葉）1月,2006
No.3 二村好憲,鈴木郁美,富岡伸元,大羽成征,大平美紀,檜山英三,松永正訓,林 富,

安藤久實,水田祥代,堀江 弘,金子道夫,佐々木文章,橋都浩平,大沼直躬,BurtFeuerstein,
石井 信,中川原章：

肝芽腫におけるアレイCGHの解析
日本肝癌スタディグループ研究会2006（千葉）1月,2006

No.4 星野論子,平井みさ子,福島 敬,清水芳男,大原 潔,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,

井上成一朗,渡邊美穂,金子道夫：
「高リスク群プロトコールで寛解（CR）後,約1年半にて局所再発をきたした,10歳発症
骨盤部原発胞巣型横紋筋肉腫肺転移症例の2nd.CRへの経過（登録開始前症例）」

第6回日本横紋筋肉腫研究会（JRSG）（東京）1月,2006
No.5 平井みさ子,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,渡邊美穂,星野諭子,福島 敬,

高橋実穂：
肝内・肝外に転移再発を繰り返す肝芽腫難治症例におけるCPT-11の治療効果

2005年度関東甲信越地区小児がん登録研究会（東京）2月,2006
No.6 瓜田泰久,陳 国平,真家未妃,金子道夫,小室広昭：

PLGA-collagenhybridscaffoldを用いたラット横隔膜の再生
第5回再生医療学会（岡山）3月,2006

No.7 真家未妃,瓜田泰久,劉 穎,金子道夫,小室広昭：
ラット羊膜由来培養細胞の遺伝子発現

第5回再生医療学会（岡山）3月,2006
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No.8 金子道夫：
教育講演「JNBSGプロトコールについて」

第28回東北小児がん研究会（仙台）3月,2006
No.9 KanekoM:

TreatmentofNeuroblastoma

4th SIOP-Asia(Shanghai)4月,2006
No.10 WatanabeM,HoriT,KanekoM,KomuroH,HiraiM,UritaY,InoueS,HoshinoN:

IntrahepaticbiliarycystsinchildrenwithbiliaryatresiaafterKasaioperation

EuropeanSocietyofPaediatricSurgery(Maastricht)5月,2006
No.11 KanekoM,KanekoS,MakikoIshibashi:

Relationship between growth inhibition ofneuroblastoma xenograftand expression of

hypoxia-induciblefactor-1α/vascularendothelialgrowthfactorbyprolongedlow-doseCPT-

11administration

AdvanceinNeuroblastomaResearch2006(LosAngeles)5月,2006
No.12 MonclairT,BrodeurGM,AmbrosPF,BrisseH,CecchettoG,HolmesKS,KanekoM,

LondonWB,MatthayKK,NuchternJG,SchweinitzD,CohnSL,PearsonAD:

TheInternationalNeuroblastomaRiskGroup(INRG)StagingSystem -INRGSS-aNew

StagingSystemtobeIncludedintheINRGClassificationSystem

AdvanceinNeuroblastomaResearch2006(LosAngeles)5月,2006
No.13 TanakaT,HorikawaY,SugimotoT,HamasakiM,KanekoM,SawadaT:

Riskpredictorsandbiologicaldiscriminationinadvancedneuroblastomasduringlastthree

decadesinJapan

AdvanceinNeuroblastomaResearch2006(LosAngeles)5月,2006
No.14 UritaY,KomuroH,ChenG,KanekoS,KanekoM,ShinyaM,UshidaT:

Regenerationoftheesophagususinggastricacellularmatrix:Anexperimentalstudyinarat

model

39th AnnualMeetingofPacificAssociationofPediatricSurgeons(Taipei)5月,2006
No.15 金子節子,石橋牧子,金子道夫：

CPT-11の低用量・連日投与によるヌードマウス移植神経芽腫の増殖抑制とHIF-1
α/VEGFの発現との関連性

第43回日本小児外科学会総会（秋田）6月,2006
No.16 小室広昭,真家未妃,金子節子,金子道夫,林 泰秀,山本雅之：

難治性神経芽腫に対する新たな治療戦略－その根治を目指した腫瘍幹細胞標的療法
第43回日本小児外科学会総会（秋田）6月,2006

No.17 平井みさ子,瓜田泰久,堀 哲夫,小室広昭,工藤寿美,五藤 周,川上 肇,松枝 清,
大原 潔,金子道夫:

気道より多量の血性リンパ液を噴出し続け,治療に難渋した胸壁縦隔血管腫の1例
第43回日本小児外科学会総会（秋田）6月,2006
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No.18 井上成一朗,金子道夫,堀 哲夫,GudrunEKoehl,MarcDahrke,HansJSchlitt,小林英司,
EdwardKGeissler:

ラットアロ心移植モデルにおける骨髄由来 Mesenchymalstemcellを用いた細胞治療の効
果

第43回日本小児外科学会総会（秋田）6月,2006
No.19 金子道夫：

こどもの虐待－小児外科の立場から－シンポジウム 虐待児の診断と対応について
第20回日本小児救急医学会（つくば）6月,2006

No.20 渡邊美穂,工藤寿美,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,平井みさ子,井上成一朗,瓜田泰久：
限局性膿瘍形成性虫垂炎に対するdelayedlaparoscopicappendectomyの2例

第83回日本小児科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.21 堀 哲夫,金子道夫,小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂,星野論子,

大河内信弘,福永 潔,湯沢賢治,松井 陽,松枝 清：
小児生体肝移植術後における遅発性門脈閉塞症の3例

第24回肝移植研究会（松本）6月,2006
No.22 渡邊美穂,堀 哲夫,金子道夫,小室広昭,平井みさ子,井上成一朗,瓜田泰久,星野論子,

松井 陽,工藤豊一郎,大河内信弘,福永 潔,湯沢賢治,森下由紀雄：
胆道閉鎖症術後年長児における肝内胆管数珠状拡張と肝移植について

第24回肝移植研究会（松本）6月,2006
No.23 中尾朋平,福島 敬,清水崇史,中嶋玲子,岩崎陽子,斉藤貴志,宮田大揮,加藤愛章,

平井みさ子,菅原信二,大原 潔,高野晋吾,金子道夫,松井 陽：
平成13年～17年度の筑波大学小児科における小児悪性腫瘍に対する集学的治療の現況

日本小児科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.24 今井章人,平井みさ子,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂：

内視鏡と透視を併用し摘出し得た単3電池誤飲の1症例
日本小児科学会茨城地方会（つくば）6月,2006

No.25 光永哲也,吉田英世,幸地克憲,菱木知郎,斉藤 武,照井慶太,武之内史子,税所宏光,
金子道夫,大沼直躬：

膵管癒合不全に伴う反復性膵炎に対し副乳頭ステントを用いた1例
第33回日本小児内視鏡研究会（東京）7月,2006

No.26 今井章人,平井みさ子,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂：
内視鏡と透視を併用し摘出し得た単3電池誤飲の1症例

第33回日本小児内視鏡研究会（東京）7月,2006
No.27 榎本有希,中尾 厚,宮園弥生,杉浦正俊,小畠真奈,浜田洋美,井上成一朗,金子道夫,

松井 陽：
特徴的な十二指腸閉鎖に声門下狭窄を合併したAlveolarcapillarydysplasiaの1例

第42回日本周産期・新生児学会総会（宮崎）7月,2006
No.28 渡邊美穂,小室広昭,金子道夫,堀 哲夫,平井みさ子,井上成一朗,瓜田泰久,吉見 愛：

臍帯結索リングによって回腸の閉塞をきたした超低出生体重児の一例
第42回日本周産期・新生児学会総会（宮崎）7月,2006
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No.29 井上成一朗,KoehlGE,堀 哲夫,金子道夫,小林英司,SchlittHJ,GeisslerEK:
単球由来細胞群を用いたCellTherapyによるマウスアロ心移植グラフト生着延長効果

第42回日本移植学会（千葉）9月,2006
No.30 瓜田泰久,陳 国平,真家未妃,才原良子,金子道夫,小室広昭：

PLGAmesh-collagenhybridscaffoldを用いたラット横隔膜の再生
第9回 日本組織工学会（京都）9月,2006

No.31 金子道夫：
神経芽腫の標準的治療 ワークショップ「小児悪性腫瘍の標準的治療」

第44回日本癌治療学会（東京）10月,2006
No.32 山岡裕明,松永正訓,大沼直躬,佐々木文章,林 富,安藤久實,水田祥代,堀江 弘,

金子道夫,橋都浩平,鬼武美幸,檜山英三：
小児肝癌の標準的治療

第44回日本癌治療学会（東京）10月,2006
No.33 石踊 巧,平井みさ子,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,井上成一朗,工藤寿美,渡邊美穂,

星野論子,金子道夫,幸地克憲,大沼直躬：
膵管癒合不全による難治性膵炎に対し膵管空腸側々吻合術を要した11歳男児例

第213回茨城外科学会（水戸）10月,2006
No.34 宮本良一,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,平井みさ子,井上成一朗,瓜田泰久,渡邊美穂,

石踊 巧,永吉 亮：
虫垂Lymphoidhyperplasiaが先進部となった腸重積症の1例

第213回茨城外科学会（水戸）10月,2006
No.35 小室広昭,真家未妃,瓜田泰久,劉 穎,金子道夫：

新たな幹細胞源としての羊膜の利用とそれを用いた神経再生の試み
第4回胎児治療学会（浜松）10月,2006

No.36 渡邊美穂,小室広昭,金子道夫,堀 哲夫,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗：
transclavicularアプローチにて摘出した上縦隔神経芽腫の一症例

日本小児外科学会関東甲信越地方会（東京）10月,2006
No.37 瓜田泰久,小室広昭,堀 哲夫,平井みさ子,井上成一朗,渡辺泰宏,金子道夫：

小児腹腔鏡手術におけるハイビジョンカメラシステムの使用経験
第26回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（高松）11月,2006

No.38 金子道夫,雨海照祥,渡邊美穂,堀 哲夫,小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗：
広範な脊椎管内進展から傍脊椎腫瘍となった仙尾部奇形腫に対する脊椎管内腫瘍摘出

第26回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（高松）11月,2006
No.39 金子道夫,雨海照祥,渡邊美穂,堀 哲夫,小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗：

両側腹膜外アプローチにて切除を試みた両側傍脊椎硬膜内髄外奇形腫
第26回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（高松）11月,2006

No.40 小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,渡邊美穂,井上成一朗,堀 哲夫,金子道夫：
ヒルシュスプルング病に対する経肛門的プルスルー手術における腹腔鏡の役割とその工夫

第26回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（高松）11月,2006
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No.41 平井みさ子,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂,金子道夫：
披裂喉頭蓋ヒダのレーザー焼灼が著効した喉頭軟化症の2例

第26回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会（高松）11月,2006
No.42 渡邊美穂,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗：

当科における肺内パーカッションベンチレーター（IPV）を用いた肺ケアの取り組み
第20回日本小児人工臓器研究会（高松）11月,2006

No.43 平井みさ子,金子道夫,福島 敬,高橋美穂,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,工藤寿美,

渡邊美穂,星野倫子：
肝芽腫難治症例における4th.CR獲得～CPT-11,陽子線治療,ラジオ波焼却,外科治療の役
割と評価

第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006
No.44 平井みさ子,川上 肇,松枝 清,大原 潔,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,工藤寿美,

五藤 周,金子道夫：
気道より多量の血性リンパ液を噴出し続けた巨大胸壁縦隔血管腫に対する治療経験

第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006
No.45 小室広昭,滝田順子,才原良子,金子節子,金子道夫,山本雅之,林 泰秀：

小児悪性固形腫瘍におけるsidepopulation細胞の同定―腫瘍幹細胞を標的とした根治療法
を目指して

第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006
No.46 渡邊美穂,小室広昭,金子道夫,堀 哲夫,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗：

気道圧迫を呈した新生児・乳児の頚部縦隔神経芽腫症例
第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006

No.47 高梨典子,本間 覚,金子道夫：
本院におけるインシデントオカレンス報告システムと電子化の影響

第1回医療の質・安全学会（東京）11月,2006
No.48 渡邊美穂,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,工藤寿美：

再発を見た胃奇形腫の新生児例
第99回東京小児外科研究会（東京）12月,2006

班研究報告
No.1 金子道夫：

JNBSGの現況
厚生労働省がん臨床研究 金子班 班会議 第1回JNBSG（東京）3月,2006

No.2 金子道夫：
INRGsurgicalcommittee報告

厚生労働省がん臨床研究 金子班 班会議 第1回JNBSG（東京）3月,2006

その他
No.1 井上成一朗：

Regensburg大学留学記
臨床薬理の進歩,189-191,2006
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消化器外科グループ（2006年）

原 著
No.1 YanagisawaK,ExleyMA,JiangX,OhkohchiN,TaniguchiM,SeinoK:

HyporesponsivenesstoNaturalKillerT-CellLigandα-GalactosylceramideinCancer-Bearing

StateMediatedbyCD11b+Gr-1+CellsProducingNitricOxide

CancerResearch66(23),11441-11446,2006

No.2 EnomotoT,OdaT,AoyagiY,SugiuraS,NakajimaM,SatakeM,NoguchiM,OhkohchiN:
Consistentlivermetastasesinaratmodelbyportalinjectionofmicroencapsulatedcancer

cells

CancerResearch66(23),11131-11139,2006

No.3 KurataM,OkajimaK,KawamotoT,UchibaM,OhkohchiN:
Antithrombinreducesreperfusion-inducedhepaticmetastasisofcoloncancercells

WorldJournalofGastroenterology12(1),60-65,2006

No.4 Tahara-HanaokaS,ShibuyaK,K.aiH,MiyamotoA,MorikawaY,OhkohchiN,HondaS,
ShibuyaA:

TumorrejectionbythepoliovirusreceptorfamilyligandsoftheDNAM-1(CD226)receptor

Blood107(4),1491-1496,2006

No.5 WatanabeM,YuzawaK,HommaM,OhkohchiN:
EstablishmentofanAnimalModelWithSideEffectsInducedbyMycophenolateMofetil

andPharmacohistologicalAnalysisofThem

TransplantationProceedings38,3323-3326,2006

No.6 OhshimaY,SuzukiA,KawashitaK,IshikawaM,OhkohchiN,TaniguchiH:
IsolationofmousepancreaticductalprogenitorcellsexpressingCD133andc-Metbyflow

cytometriccellsorting

Gastroenterology132(2),720-732,2006

No.7 Hong-ShengWang,OhkohchiN,EnomotoY,UsudaM,MiyagiS,MasuokaH,SekiguchiS,
KawagishiN,FujimoriK,SatoA,SatomiS:

EffectofPortocavalShuntonResidualExtremeSmallLiverafterExtendedHepatectomyin

Porcine

WorldJournalofSurgery30,1-9,2006

No.8 XiaofengJiang,MoritaM,SugiokaA,HaradaM,KojoS,WakaoH,WataraiH,OhkohchiN,
TaniguchiH,SeinoK:

TheImportanceofCD25+CD4+RegulatoryTCellsinMouseAlloagraftTolerance

LiverTransplantation12,1112-1118,2006

No.9 QianW,HommaM,ItagakiF,TachikawaH,KawanishiY,MizukamiK,AsadaT,InomataS,
HondaK,OhkohchiN,KohdaY:
MDRIGenePolymorphism inJapanesePatientswithSchizophreniaandMoodDisorders

IncludingDepression

Biol.PharmBull.29(12),2446-2450,2006
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No.10 MoriK,TakahashiN,HiratsukaM,ShiigaiM,MinamiM,OdaT,OhkohchiN,MorishitaY:
DetectionofHepaticMetastasesUsingFerucarbotran-EnhancedMRImaging:Feasibilityand

DiagnosticAccuracyofThree-DimensionalSensitivity-EncodingWater-ExcitationMultishot

Echo-PlanarSequence(3D-SWEEP)

JournalOFMagneticResonanceImaging24,1110-1116,2006

No.11 SugiuraS,OdaT,AoyagiY,MatsuoR,EnomotoT,MatsumotoK,NakamuraT,SatakeM,
OchiaiA,OhkohchiN,NakajimaM:

Microfabricatedairflow nozzleformicroencapsulationoflivingcellsinto150micrometer

microcapsules

BiomedicalMicrodevices9(1),91-99,2006

No.12 TodorokiT,MurataS,NakagawaY,OhkohchiN,MorishitaY:
A long-term survivor of repeated inguinal nodes recurrence of papillary serous

adenocarcinomaofCUP:casereport

InternationalSeminarsinSurgicalOncology3,22,2006

No.13 佐々木亮孝,加藤健一,曽根美雪,鎌田雅義,高橋正浩,船渡 治,新田浩幸,川村英伸,
若林 剛,近藤 匡,福永 潔,橋本真治,小田竜也,大河内信弘：
3D-integratedCTと高精度画像解析装置による肝門部胆管解剖と術式選択

胆と膵27(11),809-815,2006
No.14 福沢淳也,湯沢賢治,寺島秀夫,小田竜也,山本雅由,大河内信弘：

膠原病患者における消化管穿孔例の予後決定因子の検討
外科68(5),564-568,2006

No.15 高橋 宏,星 拓男,上村 明,大河内信弘,平石恵美子,野口茂樹：
体位による術後神経障害の予防対策

手術医学27(2),168-169,2006

総 説
No.1 寺島秀夫,大河内信弘：

TPN中の合併症を防ぐインスリンセラピー
看護技術52(2),137-141,2006

No.2 阿部安子,川口寿彦,寺島秀夫：
ICUにおけるインスリンセラピーの実際

看護技術52(2),141-144,2006
No.3 寺島秀夫,大河内信弘：

TPNversusEN －最新のエビデンス－
看護技術52(2),144-147,2006

No.4 寺島秀夫,大河内信弘：
輸液管理とは何か －その基礎から応用力をマスターする－

看護技術52(3),187-193,2006
No.5 寺島秀夫,大河内信弘：

輸液管理における感染対策のエビデンス
看護技術52(3),213-219,2006
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No.6 福永 潔,大河内信弘：
肝の虚血再灌流障害の機序

別冊・医学のあゆみ 消化器疾患－stateofartsⅡ,肝・胆・膵,47-51,2006

症例報告
No.1 御供真吾,佐々木亮孝,舩渡 治,板橋英数,藤田倫寛,武田雄一郎,星川浩一,高橋正浩,

新田浩幸,川村英伸,上杉憲幸,菅井 有,中村眞一,若林 剛：
重症急性膵炎で発症した混合型IPMNの1切除例

膵臓21,519-524,2006
No.2 松尾亮太,近藤 匡,大城幸雄,文 由美,山本祐二,竹島 徹,轟 健,大河内信弘：

Gemcitabine+5’-DFUR療法が著効したStageIVA肝内胆管癌の1例
癌と化学療法33(10),1501-1504,2006

No.3 篠崎英司,小池直人,趙 明浩,有田 誠,田代秀夫,井坂直秀,中村和美,大河内信弘,

柏原英彦：
乏血性腫瘍像を呈し術前診断に苦慮した肝細胞癌の1例

LiverCancer12(1),68-76,2006

No.4 大城幸雄,文 由美,山本祐二,相田久美,大河内信弘：
鼠径部膀胱ヘルニアの1例

日本臨床外科学会雑誌67(6),1438-1441,2006

その他印刷物
No.1 曽根美雪,加藤健一,江原 茂,鎌田雅義,菊池康彦,村上龍也,川村英伸,新田浩幸,

高橋正浩,若林 剛,佐々木亮孝：
肝・胆道がんに対する肝切除術前に必要な画像診断:マルチスライスCTおよび肝臓解析ソ
フトウェアの有用性

インナービジョン21(12),96-97,2006
No.2 寺島秀夫,福永 潔,大河内信弘：

消化管吻合,血管縫合
卒後5年でマスターする消化器標準手術,29-37,2006

学会発表
No.1 轟 健：

Oxidizedandnitratedplasmaproteinsamongcaseswithcholangiocarcinomaandcontrolsin

northernpartofThailand

第4回アジア・太平洋がん予防機構（APOCP）地域会議（名古屋）1月,2006
No.2 湯沢賢治：

腎移植におけるシクロスポリン,ミコフェノール酸モフェチル,バシリキシマブ併用療法
によるステロイド減量および早期離脱の検討（中間報告）

第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006
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No.3 湯沢賢治,福永 潔,近藤 匡,大河内信弘：
生体腎移植におけるドナー手術終了後のレシピエント手術開始についての検討

第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006
No.4 湯沢賢治：

移植におけるステロイド早期減量・離脱研究会の中間報告
第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006

No.5 野﨑礼史,湯沢賢治,永井健太郎,明石義正,久倉勝治,只野惣介,福永 潔,近藤 匡,

大河内信弘：
機能廃絶した腎移植に発生した腎細胞癌の一例

第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006
No.6 永井健太郎,湯沢賢治,野﨑礼史,明石義正,久倉勝治,只野惣介,福永 潔,近藤 匡,

大河内信弘：
早期に診断と治療ができた腎移植術後のノカルジア症の一例

第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006
No.7 小田竜也：

膵癌に対する茨城県共通プロトコールによる多施設共同臨床試験
第15回茨城がん学会（水戸）1月,2006

No.8 河俣真由美,福永 潔,明石義正,只野惣介,久倉勝治,永井健太郎,野﨑礼史,柳沢和彦,

近藤 匡,山本雅由,寺島秀夫,小田竜也,湯沢賢治,轟 健,大河内信弘：
巨大後腹膜平滑筋肉腫の一例

第211回茨城外科学会（水戸）2月,2006
No.9 黒川友博,近藤 匡,只野惣介,久倉勝治,明石義正,永井健太郎,野﨑礼史,湯沢賢治,

小田竜也,福永 潔,太田惠一朗,山本雅由,寺島秀夫,大河内信弘：
胆管空腸吻合の術後狭窄に対し再吻合術を行った1例

第211回茨城外科学会（水戸）2月,2006
No.10 寺島秀夫,福沢淳也,只野惣介,久倉勝治,明石義正,永井健太郎,野﨑礼史,山本雅由,

近藤 匡,福永 潔,小田竜也,湯沢賢治,大河内信弘：
胸部食道癌に対する嚥下機能温存手術と加速度的リハビリテーションの相乗効果

第13回北関東機能温存手術研究会（東京）2月,2006
No.11 福沢淳也,寺島秀夫,大河内信弘：

上部消化管切除後早期の栄養投与経路の違いによる吻合部創傷治癒についての検討
第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006

No.12 榎本剛史,小田竜也,青柳靖之,杉浦慎治,中嶋光敏,佐竹光夫,大河内信弘：
微少腫瘍魂（がん細胞封入マイクロカプセル）による新規高率肝転移モデル

第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006
No.13 松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,大河内信弘：

血小板による肝細胞増殖促進効果のメカニズムの解明
第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006

No.14 村田聡一郎,松尾亮太,池田 治,大河内信弘：
血小板の肝再生促進作用のメカニズムの解明

第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006
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No.15 MatsuoR,MurataS,IkedaO,OhkohchiN:
Plateletspromotehepatocyteregeneration

41stAnnualMeetingoftheEuropeanAssociationfortheStudyoftheLiver

JournalofHepatology(Vienna,Austria)4月,2006
No.16 MurataS,MatsuoR,IkedaO,OhkohchiN:

Mechanismsofliverregenerationafterextensivehepatectomybyplatelets

41stAnnualMeetingoftheEuropeanAssociationfortheStudyoftheLiver

JournalofHepatology(Vienna,Austria)4月,2006
No.17 佐々木亮孝,若林 剛,大河内信弘：

肝門部胆管癌に対する肝動脈門脈同時再建,肝切離前門脈再建を含む種々の血管合併肝切
除

第60回手術手技研究会（千葉）5月,2006
No.18 星 礼子,松尾 亮太,村田聡一郎,池田 治,大河内信弘：

凍結乾燥血小板を用いた肝再生治療薬の開発
第42回日本肝臓学会総会（京都）5月,2006

No.19 村田聡一郎,松尾 亮太,池田 治,大河内信弘：
血小板の持つ肝再生促進作用の分子生物学的解明＝invivoでの解析

第42回日本肝臓学会総会（京都）5月,2006
No.20 堀 哲夫,金子道夫,小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂,星野論子,

大河内信弘,福永 潔,湯沢賢治,松井 陽,工藤豊一郎,松枝 清：
小児生体肝移植術後における遅発性門脈閉塞症の3例

第24回日本肝移植研究会（松本）6月,2006
No.21 渡邊美穂,堀 哲夫,金子道夫,小室広昭,平井みさ子,井上成一朗,瓜田泰久,星野論子,

大河内信弘,福永 潔,湯沢賢治,松井 陽,工藤豊一郎,森下由紀雄：
胆道閉鎖症術後年長児における肝内胆管数珠状拡張と肝移植について

第24回日本肝移植研究会（松本）6月,2006
No.22 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,大河内信弘：

TS-1投与が著効した,大動脈周囲リンパ節転移を伴うスキルス胃癌の1例
第31回日本外科系連合学会学術集会（金沢）6月,2006

No.23 小田竜也,近藤 匡,福永 潔,佐々木亮孝,大河内信弘：
幽門輪非温存,垂直胃－腸吻合によるPD後の胃内容排出遅延の改善

第8回茨城県南手術手技研究会（つくば）6月,2006
No.24 松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,中野順隆,只野惣介,久倉勝治,大河内信弘：

肝細胞増殖におけるクッパー細胞の役割の解明
第13回肝細胞研究会（旭川）6月,2006

No.25 松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,中野順隆,只野惣介,久倉勝治,大河内信弘：
血小板による肝細胞増殖促進効果のメカニズムの解明

第13回肝細胞研究会（旭川）6月,2006
No.26 池田 治,尾崎倫孝,松尾亮太,村田聡一郎,大河内信弘：

肝切除後の肝再生において自律神経系は関与するか?
第13回肝細胞研究会（旭川）6月,2006
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No.27 稲垣勇紀,近藤 匡,山本雅由,高野恵輔,橋本真治,池田直哉,益子一樹,柳澤和彦,

小田竜也,寺島秀夫,佐々木亮孝,大河内信弘：
SLE治療中にSMV血栓症の診断で回腸部分切除を施行した一例

第212回茨城外科学会（水戸）7月,2006
No.28 近藤 匡,鈴木俊繁,山洞典正,大河内信弘：

高度進行胃癌に対する在宅医療を目指した積極的緩和医療
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.29 永井健太郎,近藤 匡,只野惣介,山本雅由,湯沢賢治,加藤修志,大河内信弘：
多発肝転移を来した大腸原発カルチノイド腫瘍の1例

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.30 福永 潔,小田竜也,近藤 匡,柳澤和彦,山本雅由,寺島秀夫,湯沢賢治,大河内信弘：

肝細胞癌治療経過中に重複した胃癌および大腸癌切除例の検討
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.31 柳澤和彦,山本雅由,永井健太郎,野﨑礼史,明石義正,久倉勝治,只野惣介,大河内信弘：
タクロリムス軟膏が著効した人工肛門周囲壊疽性膿皮症の一例

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.32 湯沢賢治,只野惣介,大河内信弘：

TS-1が著効した遠隔転移とリンパ節再発を伴った原発性小腸癌の一例
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.33 中野順隆,近藤 匡,松尾亮太,村田聡一郎,大河内信弘：
生体顕微鏡を用いたラット肝微小循環における血小板動態の評価

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.34 大島祐二,石川桃太郎,鈴木敦史,大河内信弘,谷口英樹：

膵管上皮特異的マーカーを用いた膵前駆細胞の分離とインスリン産生細胞への分化誘導
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.35 山本雅由,柳澤和彦,只野惣介,久倉勝治,明石義正,永井健太郎,野﨑礼史,大河内信弘：
婦人科および泌尿器科患者の治療過程に生ずる消化管障害に対する消化器外科治療効果の
検討

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.36 明石義正,小田竜也,大河内信弘：

MEN1型に合併した非機能性膵内分泌腫瘍の1例
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.37 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,大河内信弘：
切除不能,再発大腸癌に対するFOLFIRI,FOLFOX投与症例の検討

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.38 寺島秀夫,福沢淳也,只野惣介,柳澤和彦,山本雅由,近藤 匡,福永 潔,小田竜也,

大河内信弘：
高度侵襲術後の栄養療法を不要にする加速度的消化管リハビリテーションの有用性

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
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No.39 池田直哉,山本雅由,高野恵輔,益子一樹,柳澤和彦,福永 潔,近藤 匡,小田竜也,

寺島秀夫,佐々木亮孝,大河内信弘：
消化器疾患手術後に発生した感染性腸炎についての検討

第15回北関東外科感染症研究会（東京）7月,2006
No.40 WatanabeM,YuzawaK,HommaM,OhkohchiN:

Establishmentofanimalmodelwithsideeffectsinducedbymycophenolatemofetiland

pharmaco-histologicalanalysisofthem.

WorldTransplantCongress2006(USA,Boston)7月,2006
No.41 寺島秀夫：

重症患者に対する強力インスリン療法の理論的根拠と至適投与エネルギー量
第4回周術期体液・代謝・侵襲研究会（東京）8月,2006

No.42 佐々木亮孝,近藤 匡,福永 潔,橋本真治,小田竜也,大河内信弘,若林 剛：
肝門部胆管癌における3D-integratedCTと肝シミュレーションの有用性

第1回肝シミュレーション研究会（東京）9月,2006
No.43 渡辺基信,湯沢賢治,本間真人,大河内信弘：

ミコフェノール酸モフェチルにおけるマウス下痢発症モデルの確立及び薬理学的病理組織
学的検討

第42回日本移植学会総会（千葉）9月,2006
No.44 NakahashiC,Tahara-HanaokaS,TotuskaN,NakanoT,IsmailC,OhkohchiN,HondaS,

ShibuyaK,ShibuyaA:

Dualassembliesofanactivatingimmunereceptor,MAIR-II,withITAM-bearingadapters

DAP12andFcRγchainonperitonealmacrophages
InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006

No.45 FukuzawaJ,TerashimaH,OhkohchiN:
Theadvantageofearlyenteralfeedingonthehealingofjejunalanastomosesintherat

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.46 HoshiR,IkedaH,MatsuoR,MurataS,IkedaO,MyronovychA,NakanoY,WatanabeM,

HisakuraK,HashimotoI,FukuzawaJ,TadanoS,OhkohchiN:
Freeze-driedplateletspromotehepatocyteproliferation

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.47 IkedaO,MurataS,MatsuoR,MyronovychA,NakanoY,WatanabeM,HisakuraK,HoshiR,

HashimotoI,FukuzawaJ,TadanoS,OhkohchiN:
Hepaticbranchvagotomydeterioratesliverregenerationafterpartialhepatectomy

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.48 MurataS,MatsuoR,IkedaO,MyronovychA,NakanoY,WatanabeM,HisakuraK,HoshiR,

HashimotoI,FukuzwaJ,TadanoS,OhkohchiN:
Plateletspromoteliverregenerationafterextensivehepatectomy

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
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No.49 MyronovychA,MurataS,MatsuoR,IkedaO,NakanoY,HisakuraK,WatanabeM,HoshiR,
HashimotoI,FukuzawaJ,TadanoS,OhkohchiN:

Plateletscontributetoliverregenerationafterpartialhepatectomy－analysisofcDNA
microarray－

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.50 EnomotoT,OdaT,AoyagiY,YamadaK,OhkohchiN:

Consistentlivermetastasesinaratmodelbyportalinjectionofmicroencapsulatedcancer

cells

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.51 NakanoY,MurataS,MatsuoR,IkedaO,MyronovychA,WatanabeM,HisakuraK,HoshiR,

HashimotoI,FukuzawaJ,TadanoS,OhkohchiN:
Roleofplateletsinischemia-reperfusioninjuryofratliver

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.52 榎本剛史,小田竜也,青柳靖之,山田圭一,杉浦慎二,中嶋光敏,佐竹光夫,野口雅之,

大河内信弘：
肝転移抑制における術後補助化学療法の実験的根拠

第65回日本癌学会学術総会（横浜）9月,2006
No.53 柳澤和彦,山本雅由,大河内信弘：

直腸の穿孔を繰り返した,腸管子宮内膜症の一例
第61回日本大腸肛門病学会総会（弘前）9月,2006

日本大腸肛門病学会雑誌 59(9),766,2006

No.54 丸山常彦,高垣俊郎,大河内信弘：
2ndlineでのmFOLFOX6が有効であった直腸癌多発肝転移の1例

第61回日本大腸肛門病学会総会（弘前）9月,2006
No.55 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,原 健,日下部涼子,大河内信弘：

切除不能,再発大腸癌に対するFOLFIRI投与症例の検討
第291回日本消化器病学会関東支部例会（つくば）9月,2006

No.56 MurataS,MatsuoR,IkedaO,HoshiR,MyronovychA,WatanabeM,HisakuraK,NakanoY,
OhkohchiN:
Plateletspromoteliverregenerationafterhepatectomy

FifthJSHSingleTopicConference(Nagasaki)9月,2006
No.57 FukuzawaJ,TerashimaH,OhkohchiN:

EarlyEnteralAdministrationofNon-nutritiveSolutionAcceleratestheAnastomoticHealing

intheProximalJejunumintheRat

28thESPEN(TheEuropeanSocietyforClinicalNutritionandmetabolism)

Congress(Istanbul,Turkey)10月,2006
No.58 SugawaraS,TokuuyeK,NakaharaS,HataM,TerashimaH,FukumitsuN,ShibaharaT,

NakayamaH,HashimotoT,OharaK,AkineY:
Clinicalresultsofprotonbeamtherapyforloco-regionallyadvancedesophagealcancer

The25thEuropeansocietyfortherapeuticradiologyandoncology

(Leipzich,Germany)10月,2006
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No.59 村田聡一郎,松尾亮太,大河内信弘：
血小板のもつ肝再生促進メカニズムの分子生物学的解析

第10回日本肝臓学会大会（鹿児島）10月,2006
肝臓47,suppl2,A472,2006

No.60 福沢淳也,寺島秀夫,大河内信弘：
上部消化管吻合後における絶飲食治療の功罪

第72回日本消化器内視鏡学会総会（札幌）10月,2006
No.61 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,原 健,日下部涼子,大河内信弘：

切除不能,再発大腸癌に対する2ndline以降のFOLFOX投与症例の検討
第14回日本消化器関連学会週間（札幌）10月,2006

No.62 星 拓男,高橋 宏,大河内信弘,上村 明：
手術室入室方法変更による手術部位感染（SSI）発症率の変化

第28回日本手術医学会総会（大阪）11月,2006
No.63 高橋 宏,大河内信弘,平石恵美子,星 拓男,上村 明：

当院における鏡視下手術委員会の活動について
第28回日本手術医学会総会（大阪）11月,2006

No.64 高野恵輔,福永 潔,池田直哉,益子一樹,橋本真治,小田竜也,佐々木亮孝,大河内信弘：
CA19-9が高値を示した巨大脾臓嚢腫の1例

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.65 佐々木亮孝,船渡 治,新田浩幸,川村英伸,若林 剛,大河内信弘：

肝動脈,門脈,肝静脈浸潤を有する肝・胆道癌に対する血行再建を伴う肝切除
第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006

No.66 益子一樹,山本雅由,池田直哉,高野恵輔,柳沢和彦,大河内信弘：
放射線照射性腸炎との鑑別に難渋した潰瘍性大腸炎の1例

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.67 只野惣介,寺島秀夫,柳沢和彦,福永 潔,小田竜也,山本雅由,佐々木亮孝,大河内信弘：

腫瘍内動静脈シャントにより多量の腹水貯留を呈した胃GISTの1例
第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006

No.68 寺島秀夫,福沢淳也,只野惣介,久倉勝治,池田直哉,益子一樹,高野恵輔,福永 潔,

小田竜也,山本雅由,佐々木亮孝,大河内信弘：
安全性と嚥下機能を最適化した胸部食道癌再建術式 －自律神経温存高位胸腔内食道胃管
吻合術－

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.69 久倉勝治,寺島秀夫,池田直哉,高野恵輔,益子一樹,柳沢和彦,福永 潔,小田竜也,

山本雅由,佐々木亮孝,大河内信弘：
胸部食道癌陽子線治療後の難治性食道潰瘍に対し外科治療を施行した1例

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.70 宮城重人,赤松順寛,岩根 尊,中村篤史,大河内信弘,里見 進：

心停止ドナー肝移植成功に向けた実験的研究
第33回日本臓器保存生物医学会総会（東京）11月,2006
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No.71 村田聡一郎,松尾 亮太,池田 治,アンドリー ミロノヴィッチ,大河内信弘：
血小板はKupffer細胞の肝再生促進作用を代償する

第20回肝類洞壁細胞研究会（山梨）12月,2006

特別講演
No.1 寺島秀夫：

TPNversusEN 最新のエビデンス －狂信的EN信者の終焉－
第43回日本外科代謝栄養学会（新潟）7月,2006

座談会
No.1 寺島秀夫：

食道癌の化学放射線療法
臨床放射線51(12),1786-1788,2006
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脳神経外科グループ（2006年）

原 著
No.1 TsuboiK,MatsudaW,NakamuraK,TakanoS,MatsumuraA:

Excisionofjuvenilepilocyticastrocytomaofthemidbrainafterradiotherapy.

PediatrNeurosurg,42(5),311-5,2006

No.2 HaraT,KawaharaN,TsuboiK,ShibaharaJ,UshikuT,KirinoT:
Sarcomatoustransformationofclivalchordomaaftercharged-particleradiotherapy.Reportof

twocases.

JNeurosurg,Vol.105,136-41,2006

No.3 AikiMarushima,KiyoyukiYanaka,TakayukiMatsuki,HideakiKojima,TadaoNose:
Subarachnoidhemorrhagenotduetorupturedaneurysminmoyamoyadisease.

JClinicalNeuroscience13,146-149,2006

No.4 NakaiK,YamamotoT,YasudaS,MatsumuraA:
Brainabscessfollowingintracerebralhaemorrhage:Reportoftwocases.

JClinicalNeuroscience13,1047-1051,2006

No.5 MashikoR,NoguchiS,UemuraK,TakadaT,MatsumuraA:
Lumbosacralsubduralhematoma.CaseReport.

NeurolMedChir(Tokyo)46,258-261,2006

No.6 UemuraK,MatsumuraA,IsobeT,AnnoI,KawamuraH,MinamiM,TsukadaA:
Perfusion-weightedmagneticresonanceimagingofthespinalcordincervicalspondylotic

myelopathy.

NeurolMedChir(Tokyo)46(12),581-8,Dec,2006

No.7 EndoK,YamamotoT,ShibataY,TsuboiK,MatsumuraA,KumadaH,YamamotoK,SakaiT,
SatoT,OikawaM,OharaY,IshiiK:

Demonstrationofinter-andintracellulardistributionofboronandgadolinium usingmicro-

proton-inducedX-rayemission(Micro-PIXE)

OncolRes16(2),57-65,2006

No.8 YamazakiT,SuzukiK,YanakaK,MatsumuraA:
Dynamiccomputedtomographymyelographyfortheinvestigationofcervicaldegenerative

disease.

NeurolMedChir(Tokyo)46(4),210-5,2006

No.9 ItoY,SuzukiK,YamazakiT,YoshizawaT,OhkoshiN,MatsumuraA:
ANCA-associated vasculitis(AAV)causing bilateralcerebralinfarction and subsequent

intracerebralhemorrhagewithoutrenalandrespiratorydysfunction.

JNeurolSci240(1-2),99-101,Jan15,2006

No.10 YasudaM,HiguchiO,TakanoS,MatsumuraA:
Olfactoryensheathingcelltumor:acasereport.

JNeuro-Oncol76(2),111-3,Jan,2006
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No.11 柴田 靖,松村 明：
赤外線蛍光によるマウス髄液腔,髄液循環の画像化

CI研究27,91-96,2005(publishedonApril2006)
No.12 柴田 靖,松下 明,小林栄喜：

急性期軽症脳梗塞クリティカルパスのバリアンス分析
医療マネジメント学会雑誌6(4),604-607,2006

著 書
No.1 OhnoT,TsuboiK:

Autologousformalin-fixedtumorvaccine.CancerVaccine:

NewResearch,EditedbyNathanElliot,

Chapter4,NovaSciencePublishers,2006

No.2 KEndo,KNakai,TYamamoto,YShibata,AMatsumura,KIshii,TSakai,TSatoh,
M Oikawa,YOhara,HKumada,KYamamoto:

Analysisofintracellulardistributionofboronandgadolinium in9Lsarcomacellsusinga

single-endedaccelerator(MicroPIXE)

日本原子力研究開発機構JAEA-Review2005-001,316-317,2006

総 説
No.1 坪井康次,能勢晴美,松村 明,能勢忠男：

『解剖を中心とした脳神経手術手技』眼窩腫瘍の解剖と手術アプローチ；経頭蓋アプロー
チについて

脳神経外科 医学書院34,17-28,2006
No.2 坪井康次,大野忠男,松村 明：

悪性神経膠腫再発例に対するホルマリン固定自家腫瘍ワクチン療法
Biotherapy,癌と化学療法社Vol.20(5),461-467,2006

No.3 熊田博明,山本和喜,松村 明,中川義信：
中性子捕捉療法のための線量評価システム

JCDSの開発,放射線31(4),287-297,2005（追加分）
No.4 磯辺智範,梁川範幸,平野雄二,藤淵俊王,飯森隆志,新藤雅司,阿武 泉,松村 明：

誌上講座,画像検査技術に関する最近の話題
第11回：脊椎・脊髄領域 日本放射線技師会雑誌「JART」53,1599-1613,2006

No.5 高野晋吾,松村 明：
脳腫瘍に対する血管新生抑制療法

NoShinkeiGeka医学書院34,657-678,2006
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学会誌
No.1 AkiraMatsumura,YoshihiroMori,YasufumiKaneda,KazuyukiHashimoto,KeiNakai,

TetsuyaYamamoto,HiroyukiNakamura,KenAkamatsu,TomoyukiAsano,SenmanLee,
YoshinoriSakurai,HiroyukiKumada,KazuyoshiYamamoto,YasushiShibata,TokushiShibata,
ToroNakahara,MasafumiMutoh,HisaharuSakae,YoshimasaYuasa,YasuoSatoh,

HiroakiSakurabata,SatoshiMuraki,TakahisaNagayama:

A new NEDO researchprojecttowardshospitalbasedacceleratorBNCTusingadvanced

DDSsystem.

AdvancesinNeutroncapturetherapy74-76,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.2 YasushiShibata,WataruKatayama,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,KiyoshiEndo,
MasahideMatsuda,AkiraMatsushita,AkiraMatsumura:

201Tl/99mTc-MIBISPECTtoEvaluateTherapyEffectofBNCTwithBSH andBPA for

malignantbraintumor.

AdvancesinNeutroncapturetherapy,43-46,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.3 TetsuyaYamamoto,TeruyoshiKageji,KeiNakai,KiyoshiEndo,MasahideMatsuda,
RhosukeMasuda,AkiraMatsumura:

CombinationoffractionatedphotonradiationandBNCT.

AdvancesinNeutroncapturetherapy,37-39,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.4 MasahideMatsuda,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,KiyoshiEndo,HiroakiKumada,
TeruyoshiKageji,AkiraMatsumura:

FailurePatternsofhigh-gradegliomatreatedwithBNCT.

AdvancesinNeutroncapturetherapy,40-42,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.5 KeiNakai,TetsuyaYamamoto,AkiraMatsumura,MasaakiKurooka,YasufumiKaneda,
TomoyukiAsano:

ApplicationofHVJenvelopesystemtoboronneutroncapturetherapy(BNCT)

AdvancesinNeutroncapturetherapy,207-210,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X
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No.6 FumiyoYoshida,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,YasushiShibata,AkiraMatsumura:
Effectsofcombinedtreatmentusingsodium borocaptate(BSH)andbuthioninesulfoximide

(BSO)inarattumormodel.

AdvancesinNeutroncapturetherapy,143-144,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.7 KiyoshiEndo,TetsuyaYamamoto,YasushiShibata,KojiTsuboi,AkiraMatsumura,
HiroakiKumada,KazuyoshiYamamoto,TakuroSakai,TakahiroSato,MasakazuOikawa,

YoshihiroOhara,KeizoIshii:

Analysisofborndistributionin9Lgliosarcomacellsusingparticleinducedr-rayemission

(PIGE).

AdvancesinNeutroncapturetherapy,74-76,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.8 WataroTsuruta,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,FumiyoYoshida,KiyoshiEndo,
TakaoTsurubuchi,AkiraMatsumura:

Borondistributioninnormalandimpairedvasculartissue.

AdvancesinNeutroncapturetherapy,170-171,2006

EditedbyY.Nakagawa,T.Kobayashi,H.Fukuda.

publishedbyInternationalSocietyforNeutronCaptureTherapy

(12th2006kagawaJapan)ISBN4-9903242-0-X

No.9 AMatsumura,YShibata,TIsobe,IAnno,HKawamura,M Ohsuga,M Minami:
EvaluationofMRSpectroscopicchangesbeforeandafterradiationtherapy.

Neuroradiology48,568,2006

No.10 YShibata,HKawamura,IAnno,SOosuka,TIsobe,AMatsushita,AMatsumura:
Proton-MagneticResonanceSpectroscopy and 201Tl-,Tc99mMIBISPECT findingsfor

choroidplexuspapilloma.

Neuroradiology48,560,2006

No.11 YShibata,W Katayama,IAnno,HKawamura,AMatsumura:
Proton-MagneticResonanceSpectroscopyandfindingsforinitialglioma.

Neuroradiology48,557,2006

No.12 W Katayama,YShibata,TYamamoto,STakano,AMatsumura:
Evaluationofgliomamalignancywith201Tl/Tc99mMIBISPECT.

Neuroradiology48,560-561,2006

No.13 SOsuka,YShibata,TIsobe,HKawamura,AMatsushita,W Katayama,STakano,IAnno,
AMatsumura:
Relationshipbetweenquantitativeprotonmagneticresonancespectroscopyandpathological

diagnosisforinitialcasesofglioma.

Neuroradiology48,577-578,2006
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No.14 鈴木謙介,山崎友郷,安田宗義,松村 明,鯨岡裕司,木村 泰,小松洋治,小林栄喜：
脳内出血急性期の全身合併症の解析と対策

脳卒中28,577-581,2006
No.15 松田真秀,山本哲哉,坪井康次,高野晋吾,柴田 靖,松村 明：

悪性グリオーマに対する放射線治療の検討
Neuro-Oncology15(2),45-49,2005(publishedin2006)

その他の出版
No.1 松村 明：

中性子捕捉療法（試験治療）へのアクセス
医用原子力だより第4号 （財）医用原子力技術研究振興財団発行,11,2006

No.2 松村 明：
サイエンスノート 暮らしに役立つ放射線② ホウ素と中性子を使ってミクロのガン細胞
のみを破壊 難治ガン治療の実現をめざす

未来へ元気,第2号,
日本原子力研究開発機構発行,6-7,2006

No.3 柴田 靖：
筑波記念病院におけるクリティカルパスへの取り組み

MedicalQOL137,54-57,2006

No.4 鈴木謙介,松村 明：
脳卒中後の抗血小板療法ではいつまで薬を飲むのですか？また薬はどのように使い分ける
のですか？

MebioBrain&Mind1880-9820,184-186,2006

学会発表
No.1 山本哲哉,坪井康次,石川栄一,高野晋吾,松村 明,大野忠夫：

膠芽腫に対する自家腫瘍ワクチン療法
第15回茨城がん学会（水戸）1月,2006

No.2 井原 哲,中村和弘,山本哲哉,松村 明,高野晋吾,中川義信,柴田 靖,熊田博明,
松田真秀：

悪性神経膠腫に対する熱外中性子を用いた中性子捕捉療法
第15回茨城がん学会（水戸）1月,2006

No.3 柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,大須賀覚,磯辺智範,松下 明,松村 明：
初発グリオーマの定量的H-MRSと免疫組織学的所見の比較検討

第29回日本脳神経CI学会総会（東京）1月,2006
No.4 大須賀覚,柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,磯辺智範,松下 明,松村 明：

初発グリオーマの定量的H-MRSと免疫組織学的所見の比較検討
第29回日本脳神経CI学会総会（東京）1月,2006
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No.5 柴田 靖,松村 明,JonathanB.Kruskal,MatthewR.Palmer:

近赤外線蛍光によるマウス髄液腔,髄液循環の画像化（第2報）水頭症モデルマウスを用
いた髄液循環の評価

第29回日本脳神経CI学会総会（東京）1月,2006
No.6 片山 亘,柴田 靖,山本哲哉,高野晋吾,松村 明：

当院におけるグリオーマの201Tl/99mTcMIBI-SPECTの検討
第29回日本脳神経CI学会総会（東京）1月,2006

No.7 IsobeT,MatsumuraA,AnnoI,ShibataY,YamamotoT,HiranoY,OzakiM,FujibuchiT,
IsobeT,MuraishiH,YodaK,UmedaT:
Non-invasivemeasurementofp-BoronophenylalanineusingprotonMRSpectroscopy.

Rep.ofChinaJapanKoreaInternationalJointconferenceforradiologicaltechnologists

(Taipei)January,2006

No.8 高野晋吾,佐藤弘茂,室井 愛,坪井康次,松村 明：
巨大下垂体腺腫に対する段階的手術

第16回間脳下垂体腫瘍学会（神戸）2月3日,2006
No.9 柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,大須賀覚,磯辺智範,松下 明,松村 明：

初発グリオーマにおける定量的H-MRS:免疫組織学的所見の比較
第35回日本神経放射線学会（東京）2月,2006

No.10 片山 亘,柴田 靖,山本哲哉,高野晋吾,松村 明：
201Tl/Tc99mMIBISPECTによるgliomaの悪性度評価

第35回日本神経放射線学会（東京）2月,2006
No.11 柴田 靖,片山 亘,阿武 泉,川村 拓,松村 明：

ChoroidplexuspapillomaのH-MRS,201Tl-,Tc99mMIBISPECT所見
第35回日本神経放射線学会（東京）2月,2006

No.12 大須賀覚,柴田 靖,磯辺智範,川村 拓,松下 明,片山 亘,高野晋吾,阿武 泉,
松村 明：

初発グリオーマの定量的H-MRSと組織診断との比較検討
第35回日本神経放射線学会（東京）2月,2006

No.13 松村 明,柴田 靖,磯辺智範,阿武 泉,川村 拓,大須賀覚,南 学：
放射線治療前後におけるMRSpectroscopyを用いた治療効果判定に関する検討

第35回日本神経放射線学会（東京）2月,2006
No.14 鈴木謙介,山崎友郷,長友 康,松村 明：

シンポジウム：ミニStrokeCareUnitの有用性
第35回日本脳卒中の外科学会,2006

No.15 鈴木謙介,安田宗義,山崎友郷,鯨岡裕司,木村 泰,小松洋治,小林栄喜,松村 明：
シンポジウム：脳卒中の合併症の病態と治療 脳内出血急性期の全身合併症の解析

第31回日本脳卒中学会総会,2006
No.16 青木一泰,鈴木謙介,山崎友郷,長友 康,伊藤嘉朗,室井 愛,鯨岡裕司,松村 明：

脳主幹動脈閉塞症に対するt-PA静注療法の効果
第31回日本脳卒中学会総会,2006
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No.17 柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,片山 亘,中村和弘,松田真秀,室井 愛,山本哲哉,

高野晋吾,坪井康次,松村 明：
ProtonMagneticResonanceSpectroscopyによる脳室内腫瘍の診断

Neuro-Oncologyの会（東京）4月,2006
No.18 鮎澤 聡,青木 司,中村和弘,松村 明,江口 清,石川公久：

痙性対麻痺に対し脛骨神経縮小術を行ない歩行が獲得された一症例
第22回関東機能的脳外科カンファレンス（東京）4月1日,2006

No.19 松村 明,山本哲哉：
ビデオシアター,脳腫瘍に対する粒子線治療

第26回日本脳神経外科コングレス（東京）5月13-15日,2006
No.20 松村 明,上村和也,坪井康次,高野晋吾,松田真秀：

シンポジウム,髄内病変の治療戦略,髄内腫瘍の治療戦略と治療成績
第21回日本脊髄外科学会,石川県立音楽堂（金沢）5月25日,2006

No.21 柴田 靖,松村 明,JonathanBKruskal,MatthewRPalmer:

近赤外線蛍光によるマウス脳槽撮影
第1回日本分子イメージング学会（京都）5月,2006

No.22 伊藤嘉朗,青木一泰,松木孝之,榎本貴夫,松村 明：
新生児に対するPIカテーテルを用いた脳室ドレナージの経験例

第34回日本小児神経外科学会（北海道大学）5月31日,2006
No.23 高野晋吾：

悪性脳腫瘍に対するHIF-1/VEGFを標的としたNK細胞療法の増強
TARAプロジェクト研究成果報告（TARAセンター）5月30日,2006

No.24 MatsumuraA,YamamotoT,NakaiK,EndoK,ShibataY,TakanoS:
CellSelectiveChargedParticleTherapy(BoronNeutronCaptureTherapy)forMalignant

BrainTumors.57.JahrestagungderDeutschenGesellschaftfuerNeurochirurgie

JointMeetingmitderJapanischengeselllschaftfuerNeurochirugie

(Essen,Germany)5月11-14日,2006
No.25 UemuraK,MatsumuraA,AnnoI,IsobeT,TsukadaA:

Perfusionstudiesofthespinalcord:itsroleincervicalspondyloticmyelopathy

JointMeetingwiththeJapaneseNeurosurgicalSocietyinthe57AnnualMeeting

oftheGermanSocietyofNeurosurgery(Essen,Germany)5月13日,2006
No.26 上村和也,松村 明,塚田篤郎,井口雅博,坂本規彰：

Parsinterarticularisの切除を伴った開窓術
第21回日本脊髄外科学会（金沢）5月26日,2006

No.27 ShingoTakano,TakashiShimizu,TakashiFukushima,TakaoTsurubuchi,AiMuroi,EmiTamura,
TetsuyaYamamoto,KojiTsuboi,AkiraMatsumura:
Highdosechemotherapywithautologousstem-cellrescueinchildrenwithnewlydiagnosed

malignantbraintumors.

InternationalSymposiumonPediatricNeuro-Oncology(Nara)June6,2006
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No.28 TakaoTsurubuchi,ShingoTakano,TetsuyaYamamoto,KojiTsuboi,AkiraMatsumura:
Clinicalevaluationofpediatricpontineglioma.

InternationalSymposiumonPediatricNeuro-Oncology(Nara)June6,2006

No.29 YShibata,W Katayama,IAnno,HKawamura,AMatsumura:
ProtonMagneticResonanceSpectroscopyand201Thallium-,Technetium99mmethoxyisobu-

tylisonitrileSinglePhotonEmissionComputedTomographyfindingsofapatientwith

choroidsplexuspapilloma:casereport.

12thInternationalSymposiumonPediatricNeuro-Oncology,(Nara)June,2006

No.30 高野晋吾,山本哲哉,室井 愛,高田智也,坪井康次,松村 明：
脳腫瘍手術・痛恨の2例：第3脳室開窓術後に腫瘍内出血を生じた髄芽腫,急速な進展を
示した幼児グリオーマ

第12回東京脳腫瘍治療懇話会（東京）6月9日,2006
No.31 和田哲郎,青柳安典,境 修平,上前泊功,飛田忠道,辻 茂希,田渕経司,大久保英樹,

原 晃,高野晋吾,松村 明,霞仲 潔,小阪 亮,小森雅晴：
超音波手術器ソノペットを用いた内耳道開放における振動と蝸牛機能への影響

第15回日本聴神経腫瘍研究会（東京）6月3日,2006
No.32 織田彰子,渡邊雅彦,柴田 靖,松村 明,玉岡 晃：

クリプトコッカスによる急性小脳炎の1例
第177回日本神経学会関東地方会（東京）6月,2006

No.33 TIsobe,AMatsumura,IAnno,YShibata,TYamamoto,YHirano,M Ozaki,TFujibuchi,
HMuraishi,KYoda,TUmeda:

Non-invasivemeasurementofp-BoronophenylalanineusingprotonMRSpectroscopy.

InternationalJointConferenceforRadiologicalTechnologists(China),2006

No.34 鮎澤 聡,青木 司,松村 明：
選択的末梢神経縮小術による痙性対麻痺の治療

第17回茨城神経疾患カンファレンス（土浦）6月20日,2006
No.35 鮎澤 聡,青木 司,松村 明：

振戦の強いパーキンソン病に対して視床下核刺激術を施行した一例
第2回茨城MovementDisorder研究会（つくば）6月30日,2006

No.36 青木 司,鮎澤 聡,松村 明：
足趾屈曲痙縮（槌指）に対する機能神経外科的治療

第2回茨城MovementDisorder研究会（つくば）6月30日,2006
No.37 高野晋吾,井口雅博,山本哲哉,坪井康次,松村 明：

グリオーマにおける低酸素領域：HIF-1α発現による可視化とHIF-1αを標的とした化学療
法による減少

第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006
No.38 井口雅博,高野晋吾,古谷周一郎,野口雅之,坪井康次,松村 明：

悪性グリオーマの遺伝子解析とOlig2免疫染色
第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006
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No.39 坂本規影,高野晋吾,飯島達生,野口雅之,松村 明：
脳内lymphomatoidgranulomatosisの1例

第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006
No.40 坪井康次,山本哲哉,柴田 靖,高野晋吾,松村 明,石川栄一,大野忠夫：

膠芽腫におけるp53,MHC-1,MIB-1の発現と自家腫瘍ワクチンに対する有効性の検討
第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006

No.41 坪井康次,山本哲哉,柴田 靖,高野晋吾,松村 明,徳植公一,秋根康之,長田道夫：
陽子線＋エックス線高線量照射後における膠芽腫の病理組織学的変化について

第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006
No.42 柴田 靖,片山 亘,阿武 泉,川村 拓,松村 明：

脈絡叢乳頭腫の1H-MRSと免疫組織所見
第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006

No.43 益子良太,野口昭三,高田智也,高野晋吾,松村 明：
脳内多発angiosarcomaの1例

第24回日本脳腫瘍病理学会（沖縄コンベンションセンター）6月30日,2006
No.44 鮎澤 聡,青木 司,松村 明：

パーキンソン病に対する両側視床下核刺激（STN-DBS）の一手術例
第66回茨城県脳神経外科集談会（土浦）7月8日,2006

No.45 高田智也,上村和也,片山 亘,日高大介,福島 敬,坪井康次,松村 明：
硬膜下水腫で発症した小児白血病の1例

第66回茨城県脳神経外科集談会（土浦）7月8日,2006
No.46 青木 司,鮎澤 聡,伊坂正明,松村 明：

Phenytoinにより血糖低下を来した一例
第28回茨城てんかん懇話会（つくば）7月15日,2006

No.47 松村 明,山本哲哉,松田真秀,木村 泰,高野晋吾：
5-ALAによる術中薬理学的ナビゲーションの診断精度について

第6回日本脳神経外科術中画像研究会（福岡）7月27日,2006
No.48 松村 明,鈴木倫保,嘉山孝正：

卒後臨床研修必修化における「脳神経外科」の役割について
第38回日本医学教育学会大会（奈良県立新公会堂）7月28日,2006

No.49 高橋優三,椎橋実智男,浜西千秋,松村 明,栗原幸男,川崎 勝,山本皓二,犬塚裕樹,
中澤博江,石川 澄,太田吉夫,木内貴弘：

患者個人情報を医学教材に使用にあたってのガイドライン（案）
第38回日本医学教育学会大会（奈良県立新公会堂）7月28日,2006

No.50 鮎澤 聡,江口 清,青木 司,高田智也,松村 明：
頭頸部外傷後に両下肢のクローヌス様異常運動を呈し,末梢神経縮小術を行い軽快した一
例

第32回運動障害研究会（東京）7月29日,2006
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No.51 OsugaS,SaotomeK,IshikawaE,ShibataY,MatsushitaA,TsurubuchiT,NagatomoY,
KimuraH,KomatsuY,AnnoI,MatsumuraA:

Diffusiontensorimagingtoevaluateoffunctionalrecoveryafterventricle-peritonealshunt

operationforthepatientswithhydrocephalus.

The21stJapanNeurosurgeryEnglishForum(Tsukuba)July,2006

No.52 井垣 浩,坪井康次,徳植公一,松村 明,中川恵一,大友 那,秋根康之：
頭蓋底脊索腫に対する陽子線治療成績

第18回頭蓋底外科学会（名古屋国際会議場）7月27-28日,2006
No.53 YShibata,HKawamura,IAnno,TIsobe,SOsuka,AMatsumura:

QuantitativeProton-MagneticResonanceSpectroscopytoevaluatetherapyeffectforGlioma.

InternationalSymposiuminThe34thAnnualMeetingoftheJapaneseSociety

forMagneticResonanceinMedicine(Tsukuba)September,2006

No.54 OsukaS,SaotomeK,IshikawaE,ShibataY,NagatomoY,KomatsuY,AnnoI,MatsumuraA:
Diffusion tensorimaging to evaluate offunctionalrecovery afterthe operation of

hydrocephalus.

InternationalSymposiuminThe34thAnnualMeetingoftheJapaneseSociety

forMagneticResonanceinMedicine(Tsukuba)September,2006

No.55 松下 明,柴田 靖,阿武 泉,松村 明：
Diffusiontensorimagingによる錐体路近傍脳腫瘍の運動機能評価

第34回日本磁気共鳴医学会（つくば）9月,2006
No.56 月 強,柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,磯辺智範,松村 明：

Differentiationofnon-benignmeningiomafrombenignonesbyMRIandMRS.

第34回日本磁気共鳴医学会（つくば）9月,2006
No.57 青木 司,鮎澤 聡,松村 明：

パーキンソン病に対する両側視床下核電気刺激術（STN-DBS）により自律神経症状の改善
した1例

第23回関東機能的脳外科カンファレンス（東京）9月2日,2006
No.58 廣田 晋,山本信二,前原健寿,成相 直,青柳 傑,大野喜久郎,山本哲哉,松村 明,

井上俊之,鶴岡 信：
亜全摘術後に中性子捕捉療法を施行した左運動野の原発性悪性黒色腫の一例

日本脳神経外科学会関東地方会（東京）9月,2006
No.59 坂本規彰,上村和也,高野晋吾,松村 明：

Dermalsinustractから感染したと考えられたintramedullaryabscessの一例
第100回日本脳神経外科学会関東地方会（東京）9月9日,2006

No.60 TetsuyaYamamoto,TeruyoshiKageji,KeiNakai,KiyoshiEndo,MasahideMatsuda,
RhosukeMasuda,AkiraMatsumura:
CombinationoffractionatedphotonradiationandBNCT.

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006
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No.61 MasahideMatsuda,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,KiyoshiEndo,HiroakiKumada,
TeruyoshiKageji,AkiraMatsumura:

FailurePatternsofhigh-gradegliomatreatedwithBNCT.

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.62 YasushiShibata,WataruKatayama,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,KiyoshiEndo,
MasahideMatsuda,AkiraMatsushita,AkiraMatsumura:

201Tl/99mTc-MIBISPECTtoevaluatetherapyeffectofBNCTwithBSH andBPA for

malignantbraintumor.

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.63 AkiraMatsumura,YoshihiroMori,YasufumiKaneda,KazuyukiHashimoto,KeiNakai,
TetsuyaYamamoto,HiroyukiNakamura,KenAkamatsu,TomoyukiAsano,SenmanLee,
YoshinoriSakurai,HiroyukiKumada,KazuyoshiYamamoto,YasushiShibata,TokushiShibata,
ToroNakahara,MasafumiMutoh,HisaharuSakae,YoshimasaYuasa,YasuoSatoh,

HiroakiSakurabata,SatoshiMuraki,TakahisaNagayama:

A new NEDO researchprojecttowardshospitalbasedacceleratorBNCTusingadvanced

DDSsystem

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.64 FumiyoYoshida,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,YasushiShibata,AkiraMatsumura:
Effectsofcombinedtreatmentusingsodium borocaptate(BSH)andbuthioninesulfoximide

(BSO)inarattumormodel.

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.65 KiyoshiEndo,TetsuyaYamamoto,YasushiShibata,KojiTsuboi,AkiraMatsumura,
HiroakiKumada,KazuyoshiYamamoto,TakuroSakai,TakahiroSato,MasakazuOikawa,

YoshihiroOhara,KeizoIshii:

Analysisofborndistributionin9Lgliosarcomacellsusingparticleinducedr-rayemission

(PIGE).

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.66 WataroTsuruta,TetsuyaYamamoto,KeiNakai,FumiyoYoshida,KiyoshiEndo,
TakaoTsurubuchi,AkiraMatsumura:

Borondistributioninnormalandimpairedvasculartissue.

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.67 KeiNakai,TetsuyaYamamoto,AkiraMatsumura,MasaakiKurooka,YasufumiKaneda,
TomoyukiAsano:

ApplicationofHVJenvelopesystemtoboronneutroncapturetherapy(BNCT).

12th Internationalcongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006

No.68 AkiraMatsushita,HiroakiKumada,KazuyoshiYamamoto,TetsuyaYamamoto,TeruyoshiKageji,
KeiNakai,KiyoshiEndo,MasahideMatsuda,YasushiShibata,AkiraMatsumura:
TheimpactofheadmovementsondosedistributionsinBNCT.

12th InternationalCongressonneutroncapturetherapy(Kagawa)October9-13,2006
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No.69 高野晋吾,大根田修,大須賀覚,山本哲哉,坪井康次,山下年晴,長野真澄,松村 明：
血管内皮前駆細胞を用いたグリオーマに対する血管新生抑制療法

第24回日本脳腫瘍学会（阿寒）10月1日,2006
No.70 柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,山本哲哉,高野晋吾,坪井康次,松村 明：

脳室内腫瘍の1H-MRS所見の検討
第24回日本脳腫瘍学会（阿寒）10月1日,2006

No.71 山本哲哉,影冶照喜,中井 啓,遠藤 聖,松田真秀,柴田 靖,高野晋吾,徳植公一,
松村 明：

膠芽腫に対するX線分割照射併用中性子捕捉療法と評価法
第24回日本脳腫瘍学会（阿寒）10月1日,2006

No.72 大須賀覚,高野晋吾,宮川牧子 塚田篤郎,松村 明：
ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤：バルプロ酸によるグリオーマ増殖抑制効果の検討

第24回日本脳腫瘍学会（阿寒）10月1日,2006
No.73 室井 愛,高野晋吾,鈴木謙介,田中竜太,榎本貴夫,松村 明：

小児に対するくも膜のう胞の手術－のう胞腹腔シャント術におけるシャント依存の実態－
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月18日,2006

No.74 中村和弘,高野晋吾,小島 寛,長谷川雄一,松村 明：
当院におけるprimaryCNSlymphoma治療の新たな取り組み

第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月18日,2006
No.75 井口雅博,高野晋吾,坪井康次,松村 明：

悪性グリオーマの1p,19qLOH解析
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月18日,2006

No.76 坪井康次,山本哲哉,石川栄一,高野晋吾,松村 明,大野忠夫：
悪性神経膠腫に対する特異的腫瘍免疫療法の有効性

第65回日本脳神経外科学会総会（国立京都国際会議場）10月19日,2006
No.77 坂本規彰,坪井康次,柴田 靖,鈴木謙介,松丸祐司,松村 明：

後頭蓋窩血管芽腫に対する治療方針の検討
第65回日本脳神経外科学会総会（国立京都国際会議場）10月19日,2006

No.78 柴田 靖,川村 拓,阿武 泉,磯部智範,松下 明,大須賀覚,松村 明：
定量的H-MRSによる神経膠腫に対する初期治療の評価

第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006
No.79 松下 明,柴田 靖,阿武 泉,松村 明：

脳腫瘍患者におけるDiffusiontensorimagingによる錐体路機能（運動麻痺）の評価
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006

No.80 高野晋吾,山本哲哉,坪井康次,柴田 靖,室井 愛,松下 明,松村 明：
脳腫瘍に対する神経内視鏡手術の現状と展望

第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006
No.81 松田真秀,山本哲哉,中井 啓,遠藤 聖,柴田 靖,高野晋吾,松村 明：

開頭硼素中性子捕捉療法における再発様式の検討
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006
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No.82 山本哲哉,坪井康次,高野晋吾,松田真秀,柴田 靖,松村 明,徳植公一,秋根康之：
膠芽腫に対する術後放射線治療－X線分割照射,陽子線治療,中性子捕捉療法の現状と課
題

第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006
No.83 上村和也,松村 明,坪井康次,高野晋吾,鮎澤 聡：

髄内腫瘍の治療成績
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月18日,2006

No.84 大須賀覚,五月女康作,石川栄一,柴田 靖,松下 明,長友 康,鶴淵隆夫,木村 泰,
小松洋治,阿武 泉,松村 明：
DiffusionTensorimagingを利用した水頭症診断法の検討

第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006
No.85 青木 司,鮎澤 聡,松村 明：

選択的末梢神経縮小術による自律神経機能への影響
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006

No.86 鈴木謙介,松村 明,小松洋治,和田光功：
脳動脈瘤塞栓術 1995年から2000年の成績

第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006
No.87 伊藤嘉朗,青木一泰,松木孝之,松村 明：

脳ドックにおける微小出血の検討
第65回日本脳神経外科学会総会（京都）10月,2006

No.88 坪井康次,山本哲哉,石川栄一,高野晋吾,松村 明,大野忠夫：
膠芽腫に対するホルマリン固定自家腫瘍ワクチン療法

第44回日本癌治療学会 京王プラザホテル（東京）10月20日,2006
No.89 青木 司,鮎澤 聡,松村 明：

選択的末梢神経縮小術による言語機能への影響
第59回済生会学会（大津）10月15日,2006

No.90 里見介史,松田真秀,高野晋吾,松村 明,益子良太,安田 貢：
拡大したメッケル腔より髄液鼻漏を呈した症例：診断と治療

第67回茨城県脳神経外科集談会（水戸）10月29日,2006
No.91 山本哲哉,坪井康次,高野晋吾,柴田 靖,松田真秀,松村 明,徳植公一,秋根康之：

シンポジウム「悪性脳腫瘍に対する粒子線治療の展望」
第44回日本癌治療学会（東京）10月,2006

No.92 IsobeT,MatsumuraA,AnnoI,MuraishiH,MinamiM,UmedaT:
RobustTechniqueforQuantificationofLactatebyProtonMRSpectroscopyandItsClinical

Application.

RadiologicalSocietyofNorthAmerica2005(Chicago)11月27-12月2日,2006
No.93 松村 明,山本哲哉,中井 啓,遠藤 聖,松田真秀,柴田 靖,高野晋吾,坪井康次,

熊田博明,影治照喜：
シンポジウム：癌の中性子捕捉療法 究極の放射線治療をめざして,悪性神経膠腫に対す
るホウ素中性子捕捉療法

第19回日本放射線腫瘍学会（仙台国際センター）11月24日,2006
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No.94 坪井康次,山本哲哉,柴田 靖,高野晋吾,松村 明,長田道夫,徳植公一,秋根康之：
膠芽腫に対する,陽子線とX線を併用した高線量同時追加照射法の効果と治療後における
病理学的変化

第19回日本放射線腫瘍学会（仙台国際センター）11月24日,2006
No.95 大須賀覚,坪井康次,徳植公一,高野晋吾,松下 明,松村 明：

頭蓋内Germinomaに対する放射線治療と長期予後の関係
第19回日本放射線腫瘍学会学術大会（仙台国際センター）11月,2006

No.96 高野晋吾,山本哲哉,坪井康次,松田真秀,松下 明,柴田 靖,松村 明：
グリオ－マに対する神経内視鏡の有用性

第13回日本神経内視鏡学会（山形）11月17日,2006
No.97 高野晋吾,室井 愛,山本哲哉,高田智也,坪井康次,松村 明：

内視鏡的第3脳室底開窓術後に腫瘍内出血を生じた髄芽腫の1例
第13回日本神経内視鏡学会,シンポジウム（山形）11月17日,2006

No.98 宮川牧子,高野晋吾,大根田修,松村 明：
低酸素状態でのグリオーマ細胞の増殖能・遊走能,血管新生能

第4回がんとハイポキシア研究会（京都）11月17日,2006
No.99 坂本規影,高野晋吾,山本哲哉,坪井康次,松村 明：

自家腫瘍ワクチン投与後にテモゾロマイドを併用した小脳膠芽腫の1例
第3回がんワクチン研究会（東京）11月4日,2006

No.100 村垣善浩,丸山隆志,伊関 洋,高倉公朋,堀 智勝,山本哲哉,坪井康次,松村 明：
膠芽腫に対する「自家ワクチン」治療の第I/IIa相多施設共同試験

がんワクチン療法研究会（東京）11月,2006
No.101 伊藤圭佑,上村和也,松田真秀,松村 明：

成人期に発症し上肢筋力低下を伴った脊髄係留症候群の1例
第8回茨城脊髄・脊椎研究会（つくば）11月24日,2006

No.102 後藤麻希子,鬼澤浩司郎,小野公二,加藤逸郎,山縣憲司,山本哲哉,松村 明,吉田 廣：
下顎歯肉癌頚部転移に対しホウ素中性子補足療法を施行した1例

第182回日本口腔外科学会関東地方会（千葉）12月,2006
No.103 高野晋吾,井口雅博,山本哲哉,坪井康次,大須賀覚,松田真秀,松村 明：

長期非再発悪性グリオーマからみた手術の役割
第11回日本脳腫瘍の外科学会（大阪）12月8日,2006

No.104 高野晋吾,大根田修,山本哲哉,坪井康次,山下年晴,長野真澄,松村 明：
血管内皮前駆細胞を用いたグリオーマに対する血管新生抑制療法

第14回日本血管生物医学会（東京）12月13日,2006
No.105 秋本 学,柴田 靖,高野晋吾,山本哲哉,坪井康次,松村 明：

頭蓋内腫瘍性病変の鑑別診断におけるI-123iodoamphetamineSPECTの有用性
ニューロオンコロジーの会（東京）12月,2006

No.106 中村和弘,高野晋吾,小島 寛,長谷川雄一,山本哲哉,柴田 靖,坪井康次,松村 明：
当院における悪性リンパ腫治療の新たな取り組み

ニューロオンコロジーの会（東京）12月,2006
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No.107 村垣善浩,丸山隆志,伊関 洋,田中雅彦,久保田有一,篠原千恵,及川光照,高倉公朋,
堀 智勝,山本哲哉,坪井康次,松村 明：

膠芽腫患者に対する「自家ワクチン」治療の第I/IIa相多施設共同試験
ニューロオンコロジーの会（東京）12月,2006

No.108 坂本規彰,上村和也,高野晋吾,松村 明：
Dermalsinustractから感染したと考えられたintramedullaryabscessの一例

第8回つくば小児神経内科外科懇話会（つくば）12月10日,2006
No.109 伊藤嘉朗,野口昭三,鈴木謙介,松村 明：

若年性AVMの治療成績～筑波大学AVM後向き調査より～
第8回つくば小児神経内科外科懇話会（つくば国際会議場）12月10日,2006

No.110 鈴木謙介,山崎友郷,鶴田和太郎,松村 明,松丸祐司：
シンポジウム：脳主幹動脈閉塞症に対するバルーンカテーテルを用いた血管形成術の適応
について

第22回脳血管内治療学会総会,2006
No.111 松丸祐司,久保 毅,滝川知司,根本 繁,鶴田和太郎,鈴木謙介,松村 明：

硬膜動静脈瘻の治療戦略
第22回脳血管内治療学会総会,2006

No.112 松丸祐司,久保 毅,滝川知司,鶴田和太郎,鈴木謙介,松村 明：
脳血管内治療におけるNBCAの使用法と安全性

第22回脳血管内治療学会総会,2006
No.113 鶴田和太郎,山本哲哉,鈴木謙介,松丸祐司,松村 明：

頚動脈血管形成術後再狭窄/ratcarotidarterypostangioplasticstenosismodel
第22回脳血管内治療学会総会,2006

No.114 丸島愛樹,松丸祐司,福岡講平,滝川知司,鈴木謙介,鯨岡裕司,松村 明,阿武 泉,
南 学：

血管内治療が有効であった胸椎動脈瘤様骨のう胞の1例
第21回脳血管内治療学会総会,2006

No.115 鈴木謙介,山崎友郷,長友 康,松村 明：
DirectPercutaneousTransluminalAngioplasty(PTA)foracutecerebralarteryocclusion,a

comparisonwithintravenoust-PAinfusion

The8th KoreanandJapaneseFriendshipConferenceonSurgeryforCerebralStroke,2006

No.116 中井 啓,山本哲哉,黒岡正之,新保敬史,玉井克人,鶴田和太郎,吉田文代,上野 学,
潘 鉉承,浅野智之,中村浩之,金田安史,松村 明：

HVJ-envelopeを用いた硼素デリバリーシステムの検討
平成18年度京都大学原子炉実験所専門研究会

「中性子線と荷電粒子線の総合的医療利用に関する研究会」,京都大学原子炉実験所,2006
No.117 山本哲哉,松田真秀,中井 啓,遠藤 聖,松村 明他：

JRR-4における治療経験と今後の展開
平成18年度京都大学原子炉実験所専門研究会

「中性子線と荷電粒子線の総合的医療利用に関する研究会」,京都大学原子炉実験所,2006
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講演，放送
No.1 松村 明：

脳神経外科領域における診断・治療の進歩
牛久医師会講演会（牛久市役所）4月18日,2006

No.2 MatsumuraA:
NeurochirurgieinJapan.AktuelleEnwicklungen(SpezielleEinladungsVortrag).

SymposiumderNeurochirgischenKlinikRotenburg/Wuemme

inKoooperationmitderKlinikfuerOrthopaedieSoltau.

DiakoniekrankenhausRotenburg/Wuemme(Germany)5月10日,2006
No.3 松村 明：

「ドクターズアイ＃87:髄膜腫」BS-i（TBS地上デジタル放送）
6月12日放送,2006

No.4 鮎澤 聡：
脳を電気で刺激する～基礎と実際～

第18回JCS研究会（つくば）7月1日,2006
No.5 松村 明：

茨城県指導医養成講習会,タスクフォース
平成18年度第1回茨城県指導医養成講習会

（茨城県医師会,筑波大学附属病院）（筑波大学）7月1-2日,2006
No.6 松村 明：

脳神経領域における放射線治療の展望
第3回千葉北総神経放射線研究会特別講演会

（千葉市三井ガーデンホテル）7月14日,2006
No.7 松村 明：

市民公開講演会
～こんながんまで治せる放射線治療～講師を交えてのフリーデイスカッション

第3回医用原子力技術研究振興財団 講演会
（高松,香川）10月14日,2006

No.8 松村 明：
悪性神経膠腫を中心とした脳腫瘍の診断と治療

第36回北陸脳腫瘍懇話会特別講演,富山大学杉谷キャンパス
（富山）10月28日,2006

No.9 松村 明：
脊髄腫瘍の手術および治療戦略

第8回関西脳神経外科セミナー特別講演（帝国ホテル大阪）11月18日,2006
No.10 松村 明：

脊髄腫瘍における治療のポイントと今後の展望
第13回奈良脊髄外科研究会特別講演,奈良市菊水楼会議室（奈良市）11月24日,2006

No.11 松村 明：
（教育講演）手術合併症の頻度とその対策,－脊髄腫瘍－
第11回日本脳腫瘍の外科学会,大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12月8日,2006

１６６

脳神経外科グループ（2006年）



No.12 KojiTsuboi:
Adjuvanttherapyformalignanatbraintumor.

3rdIndo-JapanNeurosurgicalconference（東京女子医科大学・弥生講堂）3月26日,2006
No.13 坪井康次,松村 明,徳植公一,秋根康之：

keynotelecture神経膠腫・放射線治療-1
第65回日本脳神経外科学会総会（国立京都国際会議場）10月19日,2006

No.14 坪井康次,高野晋吾,松村 明,井垣 浩,徳植公一,秋根康之：
頭蓋底腫瘍に対する手術と粒子線による集学的治療

第10回関東関西合同脳神経外科懇話会（大手町サンスカイルーム）11月11日,2006
No.15 坪井康次：

粒子線治療最適化のための放射線生物学
（筑波大学）12月1日,2006

班研究報告
No.1 プロジェクトリーダー 松村 明：

経済産業省「健康安心プログラム」（NEDO研究助成事業）
「次世代DDS型悪性腫瘍治療システム開発事業：中性子捕捉療法」

平成18年度全体研究経費 881,700,000円,筑波大学配分額 51,055,000円
No.2 松村 明：

科学研究費 萌芽研究
選択的アルファ線照射による脳血管形成術後の再狭窄予防に関する基礎的研究

平成18年度配分額 800,000円
No.3 松村 明：

科学研究費 基盤B
熱外中性子を用いた悪性脳腫瘍に対する細胞選択的次世代粒子線治療の研究

平成18年度配分額 4,700,000円
No.4 高野晋吾：

平成18年度科学研究費補助金（基盤研究C）：
悪性腫瘍に対する血管内皮前駆細胞を用いた血管新生抑制療法

1,500,000円
No.5 高野晋吾：

平成18年度TARAプロジェクト（人間生態システム研究アスペクト）：
抗原提示能に応じた選択的癌細胞療法の開発（研究分担者）

No.6 高野晋吾：
平成18年度医学系学内プロジェクト（レジデント育成）：
脳神経外科手術トレーニングシステムの開発：顕微鏡下血管吻合・内視鏡下血腫除去（指
導教官）

100,000円
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No.7 柴田 靖：
厚生労働省平成17年度循環器病研究委託費17公-3 急性期脳梗塞におけるCT,MRI検査
の標準化に関する研究 AcuteStrokeImagingStandardizationGroup(ASIST-Japan)

No.8 柴田 靖,松下 明：
日本磁気共鳴医学会研究プロジェクト 急性期脳梗塞におけるMRI検査の標準化に関す
る研究

No.9 柴田 靖,松下 明：
日本磁気共鳴医学会研究プロジェクト 拡散異方性を用いた白質線維の可視化と定量化

No.10 松村 明,高野晋吾：
厚生労働省がん研究助成金指定研究17-指-4：悪性脳腫瘍の標準的治療の確立に関する研
究

No.11 松村 明,高野晋吾：
厚生労働科学研究費補助金：「第3次対がん総合戦略研究事業－がん臨床研究事業」：「転移
性脳腫瘍に対する標準的治療確立に関する研究」
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整形外科グループ（2006年）

原 著
No.1 野澤大輔,石井朝夫,落合直之：

上腕骨偽関節に対するIlizarov創外固定器を用いた治療
日本創外固定・骨延長学会雑誌17,23-26,2006

No.2 田嶋雅美,石井朝夫,小川 健,竹内陽介,三島 初,中川 司,落合直之：
ノカルジア菌による足関節炎の1例

日本骨・関節感染症学会雑誌19,95-97,2006
No.3 和田大志,三島 初,村井伸司,石井朝夫,落合直之,後藤大輔：

感染と鑑別を要しTHA再々置換を行ったリウマチ性多発筋痛症の1例
日本骨・関節感染症学会雑誌20,132-135,2006

No.4 宇賀美奈子,西浦康正,吉井雄一,岩指 仁,落合直之：
経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位計測－外傷性腕神経叢損傷など臨床例における検
討－

日手会誌23(2),40-43,2006
No.5 賽吉拉夫,西浦康正,原 友紀,吉井雄一,落合直之：

神経近位断端直接緩徐伸長法が延長部位の神経に及ぼす影響－組織学的検討－
日手会誌23(2),44-48,2006

No.6 西浦康正,原 友紀,吉井雄一,植野映子,新津 守,落合直之：
マイクロスコピーコイルを用いた手根管症候群のMRI－正中神経の形態変化について－

末梢神経17,283-286,2006
No.7 西浦康正,安部伊知朗,原 友紀,吉井雄一,落合直之：

外傷性肘関節側方脱臼の2例
日本肘関節学会誌13,89-90,2006

No.8 安部伊知朗,田中利和,鎌田浩史,小川 健,市村晴充,落合直之：
橈骨遠位端骨折に対するbridgeおよびnon-bridge型創外固定術の検討

東日本整災会誌18,409-414,2006
No.9 赤荻 博,三島 初,酒井晋介,西野衆文,吉岡友和,宮川俊平,石井朝夫,落合直之：

大腿骨頭壊死に対する自家骨髄細胞移植の短期成績
HipJoint32,169-175,2006

No.10 TOgawa,YHara,NOchiai:
Brachialplexusinjuryinsnowboarding.

JHandSurg[Br]31(6),661-662,2006.Epub12,2006

No.11 TTanaka,HYoshioka,TUeno,M Shindo,NOchiai:
Comparison between high-resolution MRIwith amicroscopy coiland arthroscopy in

triangularfibrocartilagecomplexinjury.

JHandSurg[Am]31(8),1308-1314,2006
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No.12 Saijilafu,YNishiura,YYamada,YHara,HIchimura,YYoshii,NOchiai:
Repairofperipheralnervedefectwithdirectgraduallengtheningoftheproximalnerve

stumpinrats.

JOrthopRes24(12),2246-2253,2006

No.13 ESuzuki,ATsutsumi,M Sugihara,M Mamura,DGoto,IMatsumoto,SIto,KIkeda,

NOchiai,YSato,STumida:
ExpressionofTNF-alpha,tristetraprolin,T-cellintracellularantigen-1andHuantigenR

genesinsynoviumofpatientswithrheumatoidarthritis.

IntJMolMed18(2),273-278,2006

No.14 M Fukushima,KKaneoka,KOno,MSakane,SUjihashi,NOchiai:
Neckinjurymechanismsduringdirectfaceimpact.

Spine31(8),903-908,2006

No.15 TTanaka,HKamada,NOchiai:
Extensortendon rupture in ring and little fingerswith DRUJosteoarthritiswithout

perforatingtheDRUJcapsule.

JOrthopSciMar11(2),221-223,2006

No.16 NMamizuka,MSakane,KKaneoka,NHori,NOchiai:
Kinematicquantificationofthepatellartendonreflexusingatri-axialaccelerometer.

JBiomech29,2006

No.17 M Hangai,KKaneoka,TFukunga,SKuno,NOchiai:
TheRelationshipsbetweenLow BackPain/KneePainandMuscleVolumesofExtremities

andTrunk.

InternationalJournalofSportandHealthScience4,422-426,2006

No.18 M Hangai,KKaneoka,TFukunga,SKuno,NOchiai:
TheRelationshipsbetweenLumberIntervertebralDiscDegenerationandMuscleVolumesof

ExtremitiesandTrunkintheElderly.

InternationalJournalofSportandHealthScience4,422-426,2006

著 書
No.1 落合直之：

絞扼性神経障害,神経痛
TEXT整形外科学改訂 第3版,糸満盛憲,早乙女紘一,守屋秀繁編集

南山堂,東京,421-430,2006
No.2 落合直之：

手根管症候群・肘部管症候群
EBMに基づく脳神経疾患の基本治療指針改訂第2版,田村晃,松谷雅生,清水輝夫編集

MEDICALVIEW社,東京,482-484,2006
No.3 落合直之：

診察の基本
整形外科診療実践ガイド,守屋秀繁,糸満盛憲,ほか編集

文光堂,東京,2-3,2006
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No.4 辻野昭人,落合直之：
腱鞘炎

経験すべき外傷・疾患97改訂版,菊地臣一,中村利孝,越智光夫編
MEDICALVIEW社,東京,382-385,2006

No.5 落合直之：
中村耕三監修
整形外科手術クルズス改訂第2版
肘屈筋再建術 327-332

橈骨神経上位麻痺に対するRiordan法 379-382

拇指対立機能再建術 382-386

鉤指（鷲手）の手術 386-390

C5,6,7,8型腕神経叢損傷に対する指伸筋腱固定による手指機能再建 390-393

南江堂,東京,2006
No.6 西浦康正,落合直之：

臨床病態学11運動器疾患
末梢神経の損傷と障害 北村聖総編集

ヌーベルヒロカワ,76-85,2006
No.7 落合直之：

腱移行術のコツ,橈骨神経麻痺
岩本幸英監修,金谷文則編集,手の外科の要点と盲点

Kanck&Pitfalls,244-247,2006

総 説
No.1 西浦康正,落合直之：

上腕骨外上顆炎の治療,タイ,神経延長
関節外科25,60-64,2006

学会発表
No.1 小川 健,石井朝夫,落合直之 他：

多施設での低出力超音波パルス（LIPUS）使用状況調査－適応と効果の検討
第9回超音波骨折治療研究会（大阪）1月,2006

No.2 西浦康正,安部伊知朗,原 友紀,吉井雄一,落合直之：
外傷性肘関節側方脱臼の2例

第18回日本肘関節学会（名古屋）1月,2006
No.3 相野谷武士,坂根正孝,金岡恒治,三島 初,宮川俊平,落合直之：

人工股関節全置換術前後での骨盤傾斜・腰椎アラインメントの変化
第35回日本脊椎脊髄病学会（東京）4月,2006

No.4 馬見塚尚孝,坂根正孝,金岡恒治,馬見塚恭子,落合直之：
診療エビデンスレベル向上をめざした伸張反射定量化法の開発

第35回日本脊椎脊髄病学会（東京）4月,2006
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No.5 半谷美夏,金岡恒治,清水 顕,宮川俊平,向井直樹,坂根正孝,落合直之：
腰椎椎間板変性に競技スポーツ活動が及ぼす影響

第35回日本脊椎脊髄病学会（東京）4月,2006
No.6 福島 真,金岡恒治,小野古志郎,江島 晋,坂根正孝,落合直之：

転倒模擬実験における頸椎挙動解析
第35回日本脊椎脊髄病学会（東京）4月,2006

No.7 西浦康正,原 友紀,吉井雄一,新津 守,落合直之：
マイクロスコピーコイルを用いた手根管症候群のMRI－手指運動による手根管内形態変
化について

第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006
No.8 吉井雄一,西浦康正,原 友紀,照井直人,落合直之：

短時間持続圧迫外力による末梢神経血流と血管透過性の変化
第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006

No.9 宇賀美奈子,西浦康正,吉井雄一,岩指 仁,落合直之：
経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位計測－臨床例における検討

第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006
No.10 田中利和,小川 健,安部伊知朗,落合直之,吉岡 大：

回内外における伸筋腱鞘の形態変化－MRMicroscopycoilを使用した解析
第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006

No.11 落合直之,西浦康正：
神経移植術（遊離自家腓腹神経移植）

第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006
No.12 西浦康正,賽吉拉夫,安部伊知朗,原 友紀,落合直之：

末梢神経延長の機構
第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006

No.13 賽吉拉夫,西浦康正,原 友紀,吉井雄一,落合直之：
神経近位断端直接緩徐伸長による神経欠損部修復のための研究－神経近位断端の伸長様式
について

第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006
No.14 落合直之,西浦康正：

神経修復シンポジウム,神経移植術
第49回日本手の外科学会（浜松）4月,2006

No.15 石井朝夫,落合直之：
小児脛骨内反変形に伴う脛骨内捻変形の成因

第79回日本整形外科学会（横浜）5月,2006
No.16 田尻康人,原 徹也,長野 昭,高橋雅足,赤坂嘉久,杉岡 宏,落合直之,沖永修二,

中川種史,村島隆太郎,山本精三,三上容司,椎名喜美子：
腕神経叢引き抜き損傷に対する肋間神経移行術による肘機能再建

第79回日本整形外科学会（横浜）5月,2006
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No.17 石井朝夫,落合直之,斉藤佳子,金子正剛：
開放骨折の内固定と術後感染の対策

第79回日本整形外科学会（横浜）5月,2006
No.18 石川公久,清水朋枝,深谷大輔,大野徳香,江口 清：

学齢期の小児リハビリテーション－養護学校との連携－（第2報）
第41回日本理学療法士学会学術大会（群馬）5月,2006

No.19 石井朝夫,野澤大輔,赤荻 博,野内隆治,上野秀一郎,小宮山千晴,落合直之：
足の外科疾患への創外固定器を用いた緩徐矯正の適応

第31回日本足の外科学会（札幌）6月,2006
No.20 野内隆治,石井朝夫,落合直之：

疼痛がみられた第3中足骨基部pseudoepiphysis（余剰骨端）の1例
第31回日本足の外科学会（札幌）6月,2006

No.21 赤荻 博,石井朝夫,野澤大輔,上野秀一郎,野内隆治,塚西敏則,早川直毅,落合直之：
特発性距骨無腐性壊死に対して自家骨髄血移植を行った3例

第31回日本足の外科学会（札幌）6月,2006
No.22 小宮山千晴,石井朝夫,落合直之：

扁平上皮癌化した足部巨大表皮曩胞の1例
第31回日本足の外科学会（札幌）6月,2006

No.23 和田大志,三島 初,村井伸司,石井朝夫,後藤大輔,落合直之：
感染との鑑別を要しTHA再々置換を行ったリウマチ性多発筋痛症の1例

第29回日本骨・関節感染症学会（東京）6月,2006
No.24 深谷大輔,石川公久,清水朋枝,渡部洋子,須田恵子,沼田織絵,落合直之,江口 清,

加藤敬子：
悪性関節リウマチ・下腿切断の一例

第3回茨城リウマチケア研究会（つくば）7月,2006
No.25 小川 健,石井朝夫,三島 初,落合直之：

低出力超音波パルス治療における骨癒合不良因子の検討
第55回東日本整形災害外科学会（東京）9月,2006

No.26 菅谷 久,坂根正孝,石井朝夫,三島 初,国府幸洋,落合直之：
潰瘍性大腸炎に伴った慢性再発性多発骨髄炎の1例

第55回東日本整形災害外科学会（東京）9月,2006
No.27 金岡恒治,坂根正孝,辰村正紀,半谷美夏,酒井晋介,馬見塚尚孝,落合直之：

胸腰部後側弯変形に対して脊椎短縮楔状骨切り術により矯正した1例
第13回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会（東京）9月,2006

No.28 石井朝夫：
足関節靱帯損傷後の機能的不安定性の病態と足関節支持について

シンポジウム靱帯損傷 第20回日本靴医会（大津）9月,2006
No.29 酒井晋介,三島 初,赤荻 博,吉岡友和,石井朝夫,落合直之：

末梢血および骨髄血における骨形成に関与する成長因子濃度の検討
第21回日本整形外科基礎学術集会（長崎）10月,2006
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No.30 常 非,石井朝夫,野内隆治,三島 初,落合直之：
骨髄単核細胞移植による広範囲軟骨欠損の治療

第21回日本整形外科基礎学術集会（長崎）10月,2006
No.31 須田恵子,沼田織絵,渡部洋子,石川公久,清水朋枝,深谷大輔,江口 清,加藤敬子：

バセドウ病・腰部脊柱管狭窄を伴う高齢発症の重症筋無力症患者に対するリハビリテー
ションの経験

第28回（国）リハビリテーション コ・メディカル学術大会（長崎）10月,2006
No.32 NOchiai,YNishiura,IAbe,YHara,Saijilafu:

GradualLengtheningofPeripheralNerveinRat

4th MeetingofASAMIinternational（京都）10月,2006
No.33 TIshii,TYanai,FChang,TNishino,CKomiyama,DNozawa,NOchiai:

JointDistruction and Jointmotion promotesdifferentiation ofmesenchymalcellsinto

chondrocytes.

4th MeetingofASAMIinternational（京都）10月,2006
No.34 NOchiai,YNishiura,IAbe,YHara,Saijilafu:

TheMechanismofPeripheralNerveLengthening.

6thCongressofAsianPacificFederationofSocietiesforSurgeryoftheHand

(Bangkok),11,2006

No.35 石井朝夫,落合直之,向井直樹,平野 篤,上牧 裕：
疲労骨折に対する低出力超音波パルスの有効性の検討

第17回日本臨床スポーツ医学会誌（新潟）11月,2006

講 演
No.1 石井朝夫：

子どものスポーツ傷害について
茨城県広域スポーツセンタースポーツ医科学セミナー（笠間）2月,2006

No.2 石井朝夫：
子どものスポーツ傷害について

茨城県広域スポーツセンタースポーツ医科学セミナー（土浦）2月,2006
No.3 落合直之：

上肢の絞扼性神経障害について
第30回瑞穂卒後研修セミナー（名古屋）3月,2006

No.4 落合直之：
Kienbock病治療の新しい試み

第9回日本手の外科学会学術集会ランチョンセミナー（浜松）4月,2006
No.5 石井朝夫：

変形性関節症に対する創外固定器を用いた関節牽引・運動治療
第31回日本足の外科学会ランチョンセミナー（札幌）6月,2006

No.6 落合直之：
スポーツと末梢神経障害

筑波スポーツ医学セミナー（つくば）7月,2006
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No.7 落合直之：
上肢の絞扼性神経障害

北海道臨床整形外科医会学術講演会（札幌）8月,2006
No.8 落合直之：

上肢の絞扼性神経障害
茨城臨床整形外科医会学術講演会（水戸）9月,2006
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泌尿器外科グループ（2006年）

原 著
No.1 YamauchiA,KawaiK,TsukamotoS,IdeyamaY,ShiraiT,AkazaH:

Persistence of prostatic intraepithelial neoplasia after effective chemoprevention of

microscopicprostatecancerwithantiandrogeninaratmodel

JUrol175(1),348-352,2006

No.2 TakaokaE,KawaiK,AndoS,ShimazuiT,AkazaH:
Neutropeniccolitisduringstandarddosecombinationchemotherapywithnedaplatinand

irinotecanfortesticularcancer

JpnJClinOncol36(1),60-63,2006

No.3 HattoriK,IidaK,JorakuA,TsukamotoS,AkazaH,OyasuR:
Chemopreventiveeffectsofcyclooxygenase-2inhibitorandepidermalgrowthfactor-receptor

kinaseinhibitoronraturinarybladdercarcinogenesis

BJUInt97(3),640-643,2006

No.4 SakonM,MaeharaY,YoshikawaH,AkazaH,HaemostJT:
Incidenceofvenousthromboembolism followingmajorabdominalsurgery:amulti-center,

prospectiveepidemiologicalstudyinJapan

JofThrombosisandHaemostasis4(3),81-586,2006

No.5 HinotsuS,AkazaH,IsakaS,KanetakeH,KubotaY,KurodaM,ShinoharaN,ShinkaT,
TachibanaM,NaitoS,HiraoY,TheBCGTokyo172strainstudygroup:

Sustainedprophylacticeffectofintravesicalbacillicalmette-guerinforsuperficialbladder

cancer:Asmoothedhazardanalysisinarandomizedprospectivestudy

Urology67(3),545-549,2006

No.6 MiyazakiJ,KawaiK,OikawaT,JorakuA,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH:
Uroepithelialcellscandirectlyrespondtomycobacterium bovisbacilluscalmette-guerin

throughtoll-likereceptorsignaling

BJUInt97,860-864,2006

No.7 ShimazuiT,KojimaT,OnozawaM,SuzukiM,AsanoT,AkazaH:
ExpressionprofileofN-cadherindiffersfrom otherclassicalcadherinsasaprognostic

markerinrenalcellcarcinoma

OncolRep15,1191-1184,2006

No.8 KarakiewiczPI,BenayounS,ZippeC,LudeckeG,BomanH,Sanchez-CarbayoM,CasellaR,

MianC,FriedrichG,EissaS,AkazaH,HulandH,HedelinH,RupeshR,MiyanagaN,
SagalowskyAI,MarbergerMJ,ShariatSF:

Institutionalvariabilityintheaccuracyofurinarycytologyforpredictingrecurrenceof

transitionalcellcarcinomaofthebladder

BJUInt97(5),997-1001,2006
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No.9 HataM,MiyanagaN,TokuueK,SaidaY,OharaK,SugaharaS,KageiK,IgakiH,
HashimotoT,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH,AkineY:

Protonbeam therapyforinvasivebladdercancer:Aprospectivestudyofbladder-preserving

therapywithcombinedradiotherapyandintra-arterialchemotherapy

IntJRadiatOncolBiolPhys64(5),1371-1379,2006

No.10 HattoriK,JorakuA,MiyagawaT,KawaiK,OyasuR,AkazaH:
Bladderreconstructionusingacollagenpatchprefabricatedwithintheomentum

IntJUrol13,529-537,2006

No.11 KinouchiT,SakamotoJ,TsukamotoT,AkazaH,KubotaY,OzonoS,KanetakeH,TaguchiT,
KotakeT,ImmunotherapyOncologyGroupforRenalCellCarcinoma:

Prospectiverandomizedtrialofnaturalinterferon-alphaversusnaturalinterferon-alphaplus

cimetidineinadvancedrenalcellcarcinomawithpulmonarymetastasis

JCancerResClinOncol132,499-504,2006

No.12 KawaiK,AndoS,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,MiyanagaN,ShimazuiT,AkazaH:
Completionandtoxicityofinductionchemotherapyformetastatictesticularcancer:An

updateevaluationofJapanesepatients

JpnJClinOncol36(7),425-431,2006

No.13 AkazaH,HommaY,UsamiM,HiraoY,TsushimaT,OkadaK,YokoyamaM,OhashiY,AsoY,
TheProstateCancerStudyGroup:

Efficacyofprimaryhormonetherapyforlocalizedorlocallyadvancedprostatecancer:

resultsofa10-yearfollow-up

BJUInt98(3),573-579,2006

No.14 SekidoN,HinotsuS,KawaiK,ShimazuiT,AkazaH:
How manyuncomplicatedmaleandfemaleoveractivebladderpatientsrevealdetrusor

overactivityduringurodynamicstudy?

IntJUrol13,1276-1279,2006

No.15 AkazaH,HinotsuS,UsamiM,OgawaO,KagawaS,KitamuraT,TsukamotoT,NaitoS,
HiraoY,MuraiM,YamanakaH,NamikiM:

CaseforAndrogenDeprivationasPrimaryTherapyforEarlyStageDisease:ResultsFromJ-

CapandCaPSURETM

JUrol176,S47-S49,2006

No.16 KawaiK,TakaokaE,NaoiM,MoriK,MinamiM,ShimazuiT,AkazaH:
A case of metastatic testicular cancer complicated by tumor lysis syndrome and

choriocarcinomasyndrome

JpnJClinOncol36(10),665-667,2006

No.17 MiyanagaN,AkazaH,YamakawaM,OikawaT,SekidoN,HinotsuS,KawaiK,ShimazuiT,
ShiinaT:

Tissueelasticityimagingfordiagnosisofprostatecancer:Apreliminaryreport

IntJUrol13,1514-1518,2006
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No.18 KawaiK,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,HattoriK,MiyanagaN,HasegawaY,KojimaH,
ShimazuiT,AkazaH:
TreatmentoutcomeofmetastatictesticularcanceratasingleinstitutioninJapan,acountry

withlowincidenceofgermcelltumor

JJClinOncol36(11),723-730,2006

No.19 AkazaH,TsukamotoT,OnishiT,MikiT,KinouchiT,NaitoS:
A low-dosecombinationtherapyofinterleukin-2andinterferon-α iseffectiveforlung

metastasisofrenalcellcarcinoma:amulticenteropenstudy

IntJClinOncol11,434-440,2006

No.20 AndoS,ShimazuiT,HattoriK,YamamotoT,KuriyagawaK,AkazaH:
Splenogonadalfusion:Casereportandreviewofpublishedworks

IntJUrol13,1539-1541,2006

No.21 AokiH,IshidoyaS,ItoA,EndohM,ShimazuiT,AraiY:
Experience of the treatment with gemcitabine, docetaxel, and carboplatin (GDC)

chemotherapyforpatientswithsmall-cellcarcinomaoftheprostate

IntJUrol13(9),1254-1258,2006

No.22 NakamuraK,YoshikawaK,YamadaY,SagaS,AokiS,TakiT,TobiumeM,ShimazuiT,
AkazaH,HondaN:

Differentialprofilinganalysisofproteinsinvolvedinanti-proliferativeeffectofinterferon-

alphaonrenalcarcinomacelllinesbyproteinbiochiptechnology

IntJOncol28(4),965-970,2006

No.23 安東 聡,福原喜春,宮崎 淳,服部一紀,塚本 定,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：
下血を契機に発見された両側副腎,小腸転移を伴った腎細胞癌の1例

日泌尿会誌97(1),64-67,2006
No.24 宮永直人,樋之津史郎,塚本 定,石川 悟,大谷幹伸,菊池孝治,西嶋由貴子,島居 徹,

赤座英之：
前立腺癌のホルモン療法における緑茶抽出物（GTE）の有用性

腎泌予防医師14(1),40-42,2006
No.25 安東 聡,服部一紀,遠藤 剛,稲井広夢,松枝 清,今水流智浩,榊原 謙,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
長期尿管ステント留置中に生じた両側尿管総腸骨動脈瘻の1例

日泌尿会誌97(5),752-756,2006
No.26 末富崇弘,稲井広夢,眞鍋文雄,島居 徹,赤座英之：

Late-onsethypogonadism関連質問票を用いて自覚症状を評価したKallmann症候群の1例
泌尿紀要52(8),661-665,2006

No.27 赤倉功一郎,鈴木啓悦,辻比呂志,石川 仁,柳下次雄,秋元 晋,赤座英之,五十嵐辰男,
市川智彦,兼平千裕,香村衡一,高波眞佐治,畠 亮,原田昌興,藤目 真,丸岡正幸,
森田新六,鎌田 正,辻井博彦,島崎 淳：

前立腺癌に対する重粒子線（炭素イオン線）治療
泌尿器外科19(8),903-905,2006
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総 説
No.1 AkazaH:

Trendsin primary androgen depletion therapy forpatientswith localized and locally

advancedprostatecancer:Japaneseperspective

CancerSci97(4),243-247,2006

No.2 AkazaH:
The5th ConferenceonAsianTrendsinProstateCancerHormoneTherapy

AsianPacificJCancerPrev7(3),349,2006

No.3 ChengC,AkazaH,ChenKK,MooreMA,NaitoS,SongJM,UmbasS,XiaS:
Prostatecancercontrol-AimsoftheUICCAsiaregionalofficeconsortium

AsianPacificJCancerPrev7(3),350-368,2006

No.4 宮永直人：
抗癌剤の副作用とその対策 腎・膀胱障害の対策

FocusonOncology4,14-16,2006

No.5 島居 徹,関戸哲利,赤座英之：
血栓症・肺塞栓症の予防と対策 血栓症の予防対策―当科の方針

臨床泌尿器科60(5),293-299,2006
No.6 島居 徹,赤座英之：

再燃前立腺癌におけるドセタキセル療法の現状と展望
臨床泌尿器科60(3),177-187,2006

No.7 赤座英之：
前立腺癌の化学予防

腎泌予防医誌14(1),19,36-37,2006
No.8 宮永直人,赤座英之：

進行性膀胱癌の治療戦略：個別化治療に向けて
2.浸潤性膀胱癌の膀胱温存可能症例の特徴

泌尿器外科19（臨増）,343-345,2006
No.9 宮永直人,赤座英之：

前立腺疾患 粒子線療法
ModernPhysician26(6),957-960,2006

No.10 島居 徹,関戸哲利,赤座英之：
血栓塞栓症のすべて 診断と治療の実際
泌尿器科周術期の予防と管理

総合臨床55(7),1913-1919,2006
No.11 河合弘二,赤座英之：

精巣腫瘍に対する外科的治療における補助療法
泌尿器外科19(6),701-711,2006

No.12 赤座英之：
S-1の基礎と臨床 将来展望
泌尿器科領域におけるS-1の意義

JpnJCancerChemother33(SupplI),236-238,2006
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No.13 宮永直人,赤座英之,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,幡多政治,
徳植公一,橋本孝之,福光延吉,菅原信二,秋根康之：

限局性前立腺癌に対する粒子線治療
泌尿器外科19(8),951-954,2006

No.14 赤座英之：
JCap調査に見る日本の前立腺癌治療の動向；特に局所限局癌に対する内分泌療法につい
て

泌尿器外科19(7),842,2006
No.15 島居 徹,赤座英之：

ガイドラインから見た男性更年期障害の診療；アンドロゲン補充療法の現状
泌尿器外科19(11),1301-1307,2006

No.16 島居 徹,赤座英之：
アンチアンドロゲン療法

内分泌・糖尿病科23(2),189-195,2006
No.17 荒川義弘,大槻秀武,青木 敦,渡部歌織,小俣政男,吉澤弘久,笹原一久,笹原浩康,

中村哲也,原佳津行,堀内龍也,武田光志,幸田幸直,赤座英之,針谷正祥,長崎州宏,
花岡英紀,青柳玲子,北田光一：

質の高いCRC業務をめざして「大学病院臨床試験アライアンス」の設立の背景と現状；大
学病院臨床試験アライアンス

月刊薬事48(12),81-87(1915-1921),2006
No.18 末富崇弘,及川剛宏,島居 徹,松木克之,赤座英之,東間 紘：

腎移植以外の泌尿器科領域における血管外科 各種病態における血管外科;腎癌下大静脈
進展例に対する手術

腎移植・血管外科18(2),86-96,2006
No.19 島居 徹,赤座英之：

がん診療の最前線 腎細胞癌と分子標的治療
最新医学62（3月増刊）,256-267,2006

No.20 宮永直人：
膀胱癌 膀注療法と動注療法

臨泌60(12),877-881,2006
No.21 宮永直人,赤座英之：

浸潤性膀胱癌の膀胱温存可能症例の特徴
泌尿器外科19（臨増）,343-345,2006

No.22 宮永直人：
予防医学の果たす役割 高齢者の泌尿器科疾患の発症は予防できるか

UrologyView4(2),97-103,2006

No.23 宮永直人：
新薬の広場 膀胱癌・前立腺癌治療薬

医薬ジャーナル42（増刊）,415-423,2006
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著 書
No.1 AkazaH,HabitF,KirbyR,MendozaAV,ThompsonI,PoppelHV:

ProstateCancerPrevention

「PROSTATECANCER」
Editors:McConnellJ,DenisL,AkazaHetal,6th InternationalConsultation

onNewDevelopmentsinProstateCancerandProstateDisease,247-274,2006

No.2 AkazaH,MiyanagaN,NaitoS,HiraoY,TsukamotoT,FujiokaT,MoriM,KimWJ,SongJM,
PantuckAJ:

Prostatecancerandisoflavone

「DevelopmentsinCancerEpidemiology」
ProspectsforcancercontrolintheAsianpacific

Editers:TominagaS,MooreMA,TajimaK,TsuganoS

ThePrincessTakamatsuCancerResearchFound,160-166,2006

No.3 赤座英之：
泌尿器科疾患 血尿（特発性腎出血を含む）
「今日の治療指針」

山口 徹,北原光夫,福井次矢（総編集）
医学書院,827,2006

No.4 宮永直人,赤座英之：
「AnnualReview糖尿病・代謝・内分泌」
Ⅳ.内分泌 B臨床分野での進歩
10.前立腺癌と食習慣

金澤康徳,武谷雄二,関原久彦,山田信博編
中外医学社,258-263,2006

No.5 島居 徹,赤座英之：
泌尿器科領域 「静脈血栓塞栓症ガイドブック」

小林隆夫編
中外医学社,143-150,2006

No.6 赤座英之：
「がん研究のいま」④ がんの疫学
5.前立腺がんの疫学と予防

鶴尾 隆,谷口維紹（編集代表）
秋山 徹,宮園浩平（編集幹事）
田島和雄,古野純典（4巻編者）

（財）東京大学出版会,61-72,2006
No.7 赤座英之：

「ゾレドロン酸のEBM」
第3章 エビデンスからみたゾレドロン酸
4.泌尿器科癌（前立腺癌など）に対するビスホスホネートの役割とゾレドロン酸の臨床効果

尾形悦郎監
メディカルビュー社,123-133,2006
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No.8 赤座英之：
「前立腺癌診療ガイドライン」2006年版
薬物療法

ガイドライン作成委員
金原出版,2006

No.9 島居 徹：
「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 腎細胞がん

ヌーヴェルヒロカワ,446-452,2006
泌尿・生殖器疾患 男性更年期障害

ヌーヴェルヒロカワ,507-509,2006
No.10 宮永直人：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 尿路上皮腫瘍 腎盂・尿管腫瘍・膀胱腫瘍

ヌーヴェルヒロカワ,452-456,2006
No.11 関戸哲利：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 尿失禁,神経因性膀胱

ヌーヴェルヒロカワ,461-476,2006
No.12 河合弘二：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 精巣腫瘍,陰茎腫瘍

ヌーヴェルヒロカワ,497-501,2006
No.13 及川剛宏：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 診断と検査

ヌーヴェルヒロカワ,431-439,2006

学会発表
No.1 AkazaH:

NewTreatmentforRenalCellCancer

The10th InternationalSymposiumonCancerChemotherapy(Tokyo)Jan,2006

No.2 常樂 晃,YooJ,AtalaA,河合弘二,赤座英之：
マウス腎初代培養細胞を利用した尿細管修復の基礎的検討

第15回泌尿器科分子・細胞研究会（京都）2月,2006
No.3 宮永直人,遠藤 剛,鈴木康一郎,宮川友明,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,

河合弘二,島居 徹,赤座英之：
筑波大学泌尿器科における表在性膀胱腫瘍の術後再発予防

第67回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）3月,2006
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No.4 関戸哲利,宮永直人,河合弘二,樋之津史郎,及川剛宏,島居 徹,赤座英之：
「浸潤性膀胱癌に対する膀胱温存治療」
内腸骨動脈内抗癌剤注入と放射線照射による膀胱温存治療
－治療後の膀胱機能に関する長期的な検討を中心として－

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.5 宮永直人,赤座英之,塚本泰司,平尾佳彦,内藤誠二,藤岡知昭,森 満,KimWun-Jae,

SongJM,PantuckAJ:

「前立腺癌の発症・進行の規定因子－遺伝子から生活・環境因子まで－」
食事と前立腺発癌リスク－大豆イソフラボンと前立腺癌－（ワークショップ）

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.6 石川 悟,堤 雅一,厨川 謙,川添夏衣,下釜達朗,赤座英之：

狭帯域フィルター内視鏡システムを用いた膀胱癌の診断
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.7 島居 徹,阿弥良浩,吉川和宏,小島崇宏,内田和彦,佐賀信介,赤座英之：
腎癌細胞株のインターフェロンα感受性判定のための遺伝子群の同定

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.8 常樂 晃,YooJ,AtalaA,赤座英之：

腎初代培養細胞を利用した尿細管構造の再構築
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.9 高岡栄一郎,服部一紀,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
進行性上部尿路移行上皮癌に対する術前化学療法についての臨床的検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.10 河合弘二,及川剛宏,樋之津史郎,関戸哲利,宮永直人,島居 徹,赤座英之：

精巣腫瘍肝転移の化学療法後の残存病巣の管理
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.11 宮永直人,常樂 晃,樋之津史郎,及川剛宏,関戸哲利,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
浸潤性膀胱癌の膀胱温存療法における予後因子の免疫組織学的検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.12 赤倉功一郎,鈴木啓悦,辻比呂志,柳下次雄,赤座英之,市川智彦,香村衡一,高波眞佐治,

畠 亮,原田昌興,丸岡正幸,辻井博彦,島崎 淳：
骨盤内限局前立腺癌に対する重粒子線（炭素イオン線）治療の成績

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.13 鈴木康一郎,島居 徹,宮川友明,関戸哲利,河合弘二,赤座英之：

先天性水腎症に対する腎盂形成術の成績
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.14 小島崇宏,島居 徹,阿弥良浩,吉川和宏,内田和彦,及川剛宏,河合弘二,佐賀信介,
赤座英之：

ヒト腎癌初代培養細胞のインターフェロンα感受性と感受性予測遺伝子の発現
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
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No.15 安東 聡,末富崇弘,関戸哲利,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：
シルデアフィル治療効果に対するメタボリックシンドロームの影響

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.16 末富崇弘,眞鍋文雄,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

陰茎のサイズ,下部尿路症状（LUTS）,アンドロゲンが性機能に与える影響についての検
討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.17 持原健勝,河合弘二,及川剛宏,樋之津史郎,関戸哲利,宮永直人,島居 徹,赤座英之：

精巣腫瘍導入化学療法における電解質異常
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.18 山内 敦,河合弘二,塚本 定,出山行孝,白井智之,赤座英之：
DMABラット前立腺発癌モデルにおける抗アンドロゲン剤による化学発癌予防後のPINの
残存についての検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.19 川添夏衣,宮川友明,宮永直人,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
膀胱小細胞癌の臨床的検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.21 宮川友明,宮永直人,鈴木康一郎,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
膀胱扁平上皮癌の検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.22 MiyazakiJ,KawaiK,OikawaT,JorakuA,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH:

UroepithelialcellcandirectlyrespondtoMycobacterium bovisbacillusCalmette-Guerin

throughToll-likereceptorssignaling

AUAAnnualmeeting2006(Atlanta)May,2006

No.23 AkazaH:
Efficacyofprimaryhormonetherapyforlocalizedandlocallyadvancedprostatecancer:

resultsof10-yearfollow-up

AUAAnnualMeeting2006(Atlanta)May,2006

No.24 ShariatSF,MarbergerMJ,LotanY,Sanches-CarbayoM,ZippeC,LudeckeG,BomanH,

SawczukI,FriedrichMG,CasellaR,MianC,EissaS,AkazaH,SerrettaV,HulandH,
HedelinH,RainaR,MiyanagaN,SagalowskyAI,RoehrbornCG,KarakiewiczPI:
VariabilityinThePerformanceofNuclearMatrixProtein22inTheDetectionofBladder

Cancer

AUAAnnualMeeting2006(Atlanta)May,2006
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No.25 LewinshteinDJ,BenayounS,BrigantiA,ChunK-HF,ShariatSF,SagalowskyAI,WiansFJr,

RoehrbornCG,LotanY,ZippeC,RupeshR,LudeckeG,Sanchez-CarbayoM,CasellaR,

FriedrichMJ,HulandH,EissaS,AkazaH,MiyanagaN,SawczukI,MarbergerMJ,BomaH,
HedelinH,PerrotteP,KarakiewiczPI:

PredictiveAccuracy,Sensitivity,andSpecificityofNuclearMatrixProtein22andUrine

CytologyforPredictionofRecurrenceofNon-TransitionalCellCarcinomaoftheBladder

AUAAnnualMeeting2006(Atlanta)May,2006

No.26 AkazaH,IkemotoI,NamikiM,UsamiM,KobayashiM,FujimotoH,TsukamotoT,NaitoS:
A phaseIIstudyofS-1inpatientswithhormone-refractoryprostatecancer:TheS-1

CooperativeStudyGroup(ProstateCacer)study

ASCOAnnualMeeting(Atlanta)Jun,2006

No.27 関戸哲利,常樂 晃,樋之津史郎,河合弘二,宮永直人,及川剛宏,島居 徹,赤座英之：
前立腺肥大症例における排尿筋過反射は年齢や閉塞グレードと関係するか?

第19回日本老年泌尿器科学会（東京）6月,2006
No.28 藤崎 明,川添夏衣,関戸哲利,及川剛宏,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

再燃性前立腺癌に対しdocetaxelが奏功した1例
第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006

No.29 神鳥周也,福原喜春,常樂 晃,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
ChoriocarcinomaSyndromeをきたした精巣腫瘍の1例

第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.30 末富崇弘,松木克之,東間 紘,安東 聡,友部光朗,眞鍋文雄,樋之津史郎,島居 徹,

赤座英之：
泌尿器科受診患者におけるメタボリックシンドロームと性機能の検討

第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.31 河合弘二,島居 徹,赤座英之：

最近の病期Ⅰ及びⅡ期精巣腫瘍の術後補助療法に関する研究動向
第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006

No.32 関戸哲利,島居 徹,服部一紀,福原喜春,川添夏衣,常樂 晃,及川剛宏,樋之津史郎,

宮永直人,河合弘二,赤座英之：
筑波大学付属病院における7cm未満の腎腫瘍に対する開放手術と鏡視下手術の臨床的検討

第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.33 樋之津史郎,服部一紀,内田克紀,島居 徹,赤座英之：

茨城県前立腺癌検診におけるPSA増加度の有用性
第15回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（京都）7月,2006

No.34 田中雅博,藤本清秀,平尾佳彦,長多好恵,森 満,赤座英之,KimWJ:

健常人を対象にした大豆蛋白摂取量と血中・尿中濃度の世代間調査
第15回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（京都）7月,2006

１８５

泌尿器外科グループ（2006年）



No.35 AkazaH:
Prostatecancerintheasianpopulation:Influenceofdietaryfactors:Asianrobustness

againstprostatecancer

8th AsianCongressofUrology(Bari,Indonesia)Aug,2006

No.36 関戸哲利,常樂 晃,及川剛宏,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
特発性女性尿閉の臨床的検討

第13回日本排尿機能学会（東京）9月,2006
No.37 FukuharaY,KawaiK,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,MiyanagaN,ShimazuiT,AkazaH:

ThecompletionandtoxicityofMVACin86patientswithadvancedurothelialcancer

The23rdKorea-Japanurologicalcongress(Nara)Sep,2006

No.38 OikawaT,SekidoN,HinotsuS,MiyanagaN,KawaiK,ShimazuiT,AkazaH:
Diagnosticureteroscopyforupperurinarytracttumors

The23rdKorea-Japanurologicalcongress(Nara)Sep,2006

No.39 及川剛宏,河合弘二,坪井康次,高野晋吾,今川重彦,松村 明,島居 徹,赤座英之：
難治性の泌尿器癌および悪性脳腫瘍に対する活性化NK細胞療

第65回日本癌学会総会（横浜）9月,2006
No.40 TheS-1CooperativeStudyGroup(ProstateCancer),AkazaH:

MulticenterphaseIItrialofS-1inpatientswithhormone-refractoryprostatecancer

ESMO31stCongress(Istanbul,Turkey)Sep,2006

No.41 遠藤瑞木,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
腎盂尿管腫瘍の診断における上部尿路内視鏡検査（尿管鏡）の意義

日本Endourology・ESWL学会 第20回記念総会（大阪）10月,2006
No.42 遠藤 剛,赤座英之,長澤俊郎,大越 靖,島居 徹,河合弘二,宮永直人,及川剛宏,

鈴木康一郎：
CTガイド下針生検が診断に有用であった後腹膜原発の非ホジキンリンパ腫の1例

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.43 宮川友明,関戸哲利,遠藤 剛,常樂 晃,及川剛宏,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
腎摘除術後に無呼吸をきたした1例－睡眠時無呼吸症候群の術後管理の問題点－

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.44 川添夏衣,宮永直人,藤崎 明,江村正博,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,

河合弘二,島居 徹,赤座英之,稲留征典,野口雅之：
尿路上皮癌におけるneoadjuvantMVAC療法の組織学的効果判定

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.45 福原喜春,河合弘二,神鳥周也,石塚竜太郎,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,

宮永直人,島居 徹,赤座英之：
高齢者尿路上皮癌に対するM-VAC療法の有害事象の検討

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
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No.46 荒井陽一,赤座英之,藤澤正人,出口 隆,林 幹男,平尾佳彦,金武 洋,内藤誠二,
並木幹夫,橘 政昭,宇佐美道之,大橋靖雄：

進行前立腺癌患者に対するLHRHa単独療法とLHRHa＋ビカルタミド併用療法のQOLの
検討：特に痛みと排尿障害について

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.47 藤崎 明,川添夏衣,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,島居 徹,赤座英之：

精巣腫瘍化学療法後,腫瘍マーカー陰性にも関わらず脳転移を来した1例
第28回茨城医学会泌尿器科分科会

第69回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2006
No.48 神鳥周也,福原喜春,河合弘二,宮永直人,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

精巣上体平滑筋腫の1例
第28回茨城医学会泌尿器科分科会

第69回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2006
No.49 末富崇弘,松木克之,東間 紘,安東 聡,友部光朗,宮永直人,樋之津史郎,島居 徹,

赤座英之：
泌尿器科受診患者におけるメタボリックシンドロームと性機能

第6回日本Men’sHealth医学会（東京）11月,2006

班研究報告
No.1 守殿貞夫,大島伸一,平尾佳彦,鈴木和浩,荒井陽一,藤元博行,頴川 晋,赤座英之,

原 勲,筧 善行,樋之津史郎,長谷川友紀（日本泌尿器科学会前立腺癌診療ガイドライン
作成班）：
EBMIに基づいた前立腺癌診療ガイドライン 2006年度版－要約

厚生労働科学研究費 医療技術評価総合研究事業,2006

その他
No.1 赤座英之：

浸潤性膀胱癌の膀胱温存について
岐阜膀胱癌セミナー（岐阜）2月,2006

No.2 赤座英之：
前立腺癌とイソフラボン

久留米大学病院 前立腺センター設立記念講演会（久留米）4月,2006
No.3 河合弘二,樋之津史郎,堤 雅一,石川 悟,島居 徹,赤座英之：

肥満と根治的前立腺全摘術における病理所見に関する検討（ワークショップ）
第7回ホルモンと癌研究会（前橋）6月,2006

No.4 赤座英之,飯田勝之：
「泌尿器がんにおけるバイオマーカーの現状と将来」
膀胱癌OltiprazによるBBN誘発性膀胱発癌抑制における転写因子Nrf2の役割（シンポジウ
ム）

第15回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（京都）7月,2006

１８７

泌尿器外科グループ（2006年）



No.5 赤座英之：
主要臓器がんの治療ガイドライン－化学療法を中心に－（特別講演）
「泌尿器科がん治療ガイドライン」

第7回臨床腫瘍夏期セミナー（東京）7月,2006
No.6 赤座英之：

浸潤性膀胱癌に対して膀胱温存は可能か?（招請講演）
第15回千葉泌尿器科同門会学術集会（千葉）7月,2006

No.7 赤座英之：
Managementofurologicalcancer,wherearewenow?,andwhereshouldwego?（討論）

第23回浜松カンファランス（浜松）7月,2006
No.8 常樂 晃,山口雅之,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
前立腺生検前MRI画像診断の有用性についての検討

第22回前立腺シンポジウム（東京）12月,2006
No.9 赤座英之：

癌治療における泌尿器科的考え方（特別講演）
第70回日本泌尿器科学会茨城地方会（土浦）12月,2006

１８８

泌尿器外科グループ（2006年）



眼科グループ（2006年）

原 著
No.1 KajiY,HiraokaT,OshikaT:

Vitalstainingofsquamouscellcarcinomaoftheconjunctivausingtoluidineblue.

ActaOphthalmolScan84,825-826,2006

No.2 OshikaT,OkamotoF,KajiY,HiraokaT,KiuchiT,SatoM,KawanaK:
Retentionandremovalofanew viscous-dispersiveophthalmicviscosurgicaldeviceduring

cataractsurgeryinanimaleyes.

BrJOphthalmol90,485-487,2006

No.3 HiraokaT,OkamotoF,KajiY,OshikaT:
Opticalqualityofcorneasfollowingovernightorthokeratology.

Cornea25,S59-63,2006

No.4 MasuzawaK,GotoK,JesminS,MaedaS,MiyauchiT,KajiY,OshikaT,HoriS:
AnendothelintypeAreceptorantagonistreversesupregulatedVEGFandicam-1levelsin

streptozotocin-induceddiabeticratretina.

CurrEyeRes31,79-89,2006

No.5 MasuzawaK,JesminS,MaedaS,KajiY,OshikaT,ZaediS,ShimojoN,YajiN,MiyauchiT,
GotoK:

A modelofretinalischemia-reperfusioninjuryinratsbysubconjunctivalinjectionof

endothelin-1.

ExpBiolMed(Maywood)231,1085-1089,2006

No.6 KajiY,OshikaT,AmanoS,OkamotoF,KoitoW,HoriuchiS:
Immunohistochemicallocalizationofadvancedglycationendproductsinpinguecula.

Graefe’sArchClinExpOphthalmol244,104-108,2006
No.7 OshikaT,TokunagaT,SamejimaT,MiyataK,KawanaK,KajiY:

Influenceofpupildiameterontherelationbetweenocularhigher-orderaberrationand

contrastsensitivityafterlaserinsitukeratomileusis.

InvestOphthalmolVisSci47,1334-1338,2006

No.8 OshikaT,KiuchiT,KawanaK,OkamotoF,KajiY:
Inadvertentinsertionofanopposite-powerintraocularlens.

JCataractRefractSurg32,166-167,2006

No.9 EbiharaY,KatoS,OshikaT,YoshizakiM,SugitaG:
Posteriorcapsuleopacificationaftercataractsurgeryinpatientswithdiabetesmellitus.

JCataractRefractSurg32,1184-1187,2006

No.10 TsujiK,YamamotoT,HoriY,TodaI,TsubotaK:

Traumaticepithelialflapdetachmentafterlasersubepithelialkeratomileusis.

JRefractSurg22,305-307,2006
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No.11 HamadaN,KaiyaT,OshikaT,KatoS,TomitaG,YamagamiS,AmanoS:
Opticdiscandretinalnervefiberlayeranalysiswithscanninglasertomographyafter

LASIK.

JRefractSurg22,372-375,2006

No.12 HoriY,TodaI,KatoN,ItoM,YamamotoY,TsubotaK:

ComparisonofLASIK usingtheNIDEK EC-5000OptimizedAsphericTransitionZone

(OATz)andconventionalablationprofile.

JRefractSurg22(6),546-555,2006

No.13 MihashiT,HiroharaY,BesshoK,MaedaN,OshikaT,FujikadoT:
IntensityanalysisofHartmann-Shackimagesincataractous,keratoconic,andnormaleyesto

investigatelightscattering.

JpnJOphthalmol50,323-333,2006

No.14 BesshoK,MaedaN,KurodaT,FujikadoT,TanoY,OshikaT:
Automatedkeratoconusdetectionusingheightdataofanteriorandposteriorcornealsurfaces.

JpnJOphthalmol50,409-416,2006

No.15 OshikaT,OkamotoC,SamejimaT,TokunagaT,MiyataK:
Contrastsensitivityfunctionandocularhigher-orderwavefrontaberrationsinnormalhuman

eyes.

Ophthalmology113,1807-1812,2006

No.16 KawanaK,OkamotoF,HiraokaT,OshikaT:
Ciliarybodyedemaafterscleralbucklingsurgeryforrhegmatogenousretinaldetachment.

Ophthalmology113,36-41,2006

No.17 NejimaR,MiyaiT,KataokaT,MiyataK,HonbouM,TokunagaT,KawanaK,KiuchiT,
OshikaT:
Prospective intrapatient comparison of 6.0-mm optic single-piece and three-piece

hydrophobicacrylicfoldableintraocularlenses.

Ophthalmology113,585-590,2006

No.18 KiuchiT,MotoyamaT,OshikaT:
Relationship ofprogression ofvisualfield damageto posturalchangesin intraocular

pressureinpatientswithnormal-tensionglaucoma.

Ophthalmology113,2150-2155,2006

No.19 佐藤正樹,大鹿哲郎,木下 茂：
2005年日本眼内レンズ屈折手術学会会員アンケート

IOL&RS20,269-289,2006

No.20 吉崎桃子,本田紀彦,天野史郎,大鹿哲郎：
角膜形状解析装置のデータ欠損率の比較

あたらしい眼科23,397-399,2006
No.21 薄井紀夫,宇野敏彦,大木孝太郎,大鹿哲郎,大橋裕一,小椋祐一郎,桑山泰明,秦野 寛,

吉富文昭：
白内障に関連する術後眼内炎全国症例調査

眼科手術19,73-79,2006
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No.22 岡崎光彦,平岡孝浩,大鹿哲郎,大越 靖：
ぶどう膜原発extranodalmarginalzoneB-celllymphoma(EMZL)の1例

眼科臨床医報100,866-870,2006
No.23 園尾純一郎,西田輝夫：

前房内産卵（今月の表紙）
臨床眼科60,157,2006

No.24 田邊樹郎,出田隆一,富所敦男,川崎 勉,出田秀尚,大鹿哲郎：
視力良好な網膜剥離眼の術前後におけるコントラスト感度の変化

臨床眼科60,1183-1188,2006
No.25 高比良友則,平岡孝浩,川名啓介,加藤木寛和,加治優一,大鹿哲郎：

著明な網脈絡膜剥離をきたした治療抵抗性の原田病の1例
臨床眼科60,1231-1236,2006

総 説
No.1 OshikaT:

Consultationsection.

Cataractsurgicalproblem32,1996,2006

No.2 TsubotaK,InoueY,OshikaT:
TheeleventhannualmeetingoftheKyotoCorneaClub,December2-3,2005.

Cornea25,S1-2,2006

No.3 大鹿哲郎：
白内障術後眼と眼鏡矯正

HOYAVisionCareAPIC2005(CD-ROM),2006

No.4 大鹿哲郎：
白内障と健康関連QualityofLife

IOL&RS20,73-75,2006

No.5 加治優一,大鹿哲郎：
破嚢時の副腎皮質ステロイド薬使用

IOL&RS20,134-136,2006

No.6 黒坂大次郎,大鹿哲郎：
眼内レンズの適応を再考証する

あたらしい眼科23,139-140,2006
No.7 加治優一：

強膜下角膜（写真セミナー）
あたらしい眼科23(2),183-184,2006

No.8 戸田郁子,大鹿哲郎：
WavefrontLASIK

あたらしい眼科23,195-196,2006
No.9 大鹿哲郎：

白内障 白内障の手術は安全で怖くないと聞きましたが
安心7,160-166,2006
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No.10 平岡孝浩：
特集 眼科疾患の診断と治療アップデート,眼窩腫瘍に対する外科的治療法

眼科手術19,21-28,2006
No.11 大鹿哲郎：

眼内レンズ度数の取り違え
眼科手術19,371-372,2006

No.12 大鹿哲郎：
ロービジョンケアとQOL 残った視機能をどう生かすか
患者さんとともに理解とその手だてを

銀海197,4-5,2006
No.13 大鹿哲郎：

日本眼科社会保険会議シンポジウム報告 第59回日本臨床眼科学会シンポジウム
どうなる保険医療？－日本眼科社会保険会議の設立と戦略提起－
白内障・眼内レンズ手術の諸問題

日眼会誌110,156,2006
No.14 坂田千穂,加治優一,岡本史樹,永井竜児,大鹿哲郎：

糖尿病網膜症におけるpyrralineの硝子体中濃度の上昇（会議録）
日眼会誌110,216,2006

No.15 大鹿哲郎：
日本眼科社会保険会議シンポジウム報告 第110回日本眼科学会総会シンポジウム
どうなる保険医療？－平成18年診療報酬改定を検証する－ 白内障・眼内レンズ手術

日眼会誌110,670,2006
No.16 大鹿哲郎：

日本眼科社会保険会議シンポジウム報告 第59回日本臨床眼科学会シンポジウム
どうなる保険医療？－日本眼科社会保険会議の設立と戦略提起－
白内障・眼内レンズ手術の諸問題

日本の眼科77,78-79,2006
No.17 大鹿哲郎：

日本眼科社会保険会議シンポジウム報告 第110回日本眼科学会総会シンポジウム
どうなる保険医療？－平成18年診療報酬改定を検証する－ 白内障・眼内レンズ手術

日本の眼科77,895,2006

著 書
No.1 加治優一：

感染症の治療に使う薬「眼科ケア2006年冬季増刊号」
眼科の薬まるわかりブック（坪田一男,後藤英樹編）

MCメディカ出版,東京,90-112,2006
No.2 大鹿哲郎：

術後眼内炎の歴史「さよなら術後眼内炎－最強のTactics」（大橋裕一編）
金原,東京,1-5,2006
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No.3 大鹿哲郎：
白内障手術クリニカルパス「さよなら術後眼内炎－最強のTactics」（大橋裕一編）

金原,東京,142-147,2006
No.4 岡本史樹：

トピックス；黄斑浮腫の治療
眼科プラクティス7「糖尿病眼合併症の診療指針」（樋田哲夫編）

文光堂,東京,126-127,2006
No.5 山本享宏：

LASIKによる屈折矯正 1）適応
眼科プラクティス9「屈折矯正完全版」（坪田一男編）

文光堂,東京,66-69,2006
No.6 大鹿哲郎：

IOLの傾きと乱視の発生 眼科プラクティス9「屈折矯正完全版」（坪田一男編）
文光堂,東京,172,2006

No.7 大鹿哲郎：
白内障手術術後何日目で眼鏡作成が適当か？
眼科プラクティス9「屈折矯正完全版」（坪田一男編）

文光堂,東京,173,2006
No.8 大鹿哲郎：

外来診療の心構え 眼科プラクティス10「眼科外来必携」（大鹿哲郎編）
文光堂,東京,2-10,2006

No.9 坂田千穂：
OnePointAdvice 調節除去法
眼科プラクティス10「眼科外来必須」（大鹿哲郎編）

文光堂,東京,92-93,2006
No.10 木内貴博：

体位と眼圧 眼科プラクティス11「緑内障診療の進めかた」（根木 昭編）
文光堂,135,2006

No.11 加治優一：
LIと角膜内皮傷害 眼科プラクティス 11「緑内障診療の進め方」（根木 昭編）

文光堂,東京,289-291,2006
No.12 山本英理華,大鹿哲郎：

鎌状赤血球症 眼科プラクティス12「眼底アトラス」（田野保雄編）
文光堂,東京,143,2006

No.13 大鹿哲郎：
眼球の構造「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）

メジカルビュー,東京,2-5,2006
No.14 佐藤正樹：

付属器の構造・視神経,視路,視中枢・眼の発生「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）
メジカルビュー,東京,6-15,2006
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No.15 木内貴博：
瞳孔「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）

メジカルビュー,東京,29-30,2006
No.16 川名啓介：

細隙灯顕微鏡検査「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）
メジカルビュー,東京,64-65,2006

No.17 岡本史樹：
眼瞼「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）

メジカルビュー,東京,78-91,2006
No.18 平岡孝浩：

眼瞼の腫瘍「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）
メジカルビュー,東京,89-91,2006

No.19 川名啓介：
角膜の検査「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）

メジカルビュー,東京,120-124,2006
No.20 加治優一：

感染性の角膜炎「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）
メジカルビュー,東京,124-129,2006

No.21 加治優一：
非感染性の角膜炎「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）

メジカルビュー,東京,130-133,2006
No.22 大鹿哲郎：

後発白内障「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）
メジカルビュー,東京,162-163,2006

No.23 木内貴博：
ぶどう膜の構造「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）

メジカルビュー,東京,166-169,2006
No.24 木内貴博：

ぶどう膜の先天異常・腫瘍「眼・視覚学」（山本修一,大鹿哲郎編）
メジカルビュー,東京,187-188,2006

No.25 加治優一：
角膜真菌症 眼科インストラクションコース Vol.6

眼感染症ケース別まるごとマスター
（白神史雄,前田直之,谷原秀信,黒坂大次郎編）

メジカルビュー,東京,118-129,2006
No.26 山形周子,大鹿哲郎：

眼内レンズと視機能 収差「眼内レンズを科学する」
（小原喜隆,西 起史,松島博之編）

メディカル葵,東京,41-42,2006
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学会発表
No.1 大鹿哲郎：

白内障手術の新しい風～2mm創からのPEA+IOL～
第4回やまぐち眼科フォーラム（特別講演）（山口県）1月,2006

No.2 大鹿哲郎：
白内障術後眼内炎対策

千葉県眼科医会（特別講演）（千葉市）1月,2006
No.3 大鹿哲郎：

CCC施行時にトラブルを起こしたとき
第29回日本眼科手術学会（シンポジウム白内障手術指導医の教育

－初心者が起こしたトラブルの安全なリカバリー法」）（東京）1月,2006
No.4 大鹿哲郎：

超音波装置の理解
第29回日本眼科手術学会総会（教育セミナー）（東京）1月,2006

No.5 佐藤正樹,加治優一,大鹿哲郎,駒橋美香子,勝又俊二：
成熟白内障手術における,インドシアニングリーンとトリパンブルー前嚢染色での角膜内
皮障害の比較

第29回日本眼科手術学会（東京）1月,2006
No.6 岡本史樹,平岡孝浩,加治優一,栗原勇大,大鹿哲郎：

裂孔原性網膜剥離に対するトリプル術後の自覚症状の評価
第29回日本眼科手術学会（東京）1月,2006

No.7 大谷伸一郎,宮田和典,鮫島智一,本坊正人,加藤 聡,大鹿哲郎：
非球面眼内レンズTecnisZ9000の臨床評価

第29回日本眼科手術学会（東京）1月,2006
No.8 栗原勇大,加治優一,大鹿哲郎,松尾 歩,本山祐大：

片眼性に急激な視野狭窄をきたしたacutezonaloccultouterretinopathy
第37回筑波大学眼科集談会（つくば市）2月,2006

No.9 大東正和,浅野宏規,平岡孝浩,大鹿哲郎,加畑隆通：
転移性網膜腫瘍の1例

第37回筑波大学眼科集談会（つくば市）2月,2006
No.10 高橋幸輝,川名啓介,木内貴博,大鹿哲郎：

認知症患者の重篤な眼疾患
第37回筑波大学眼科集談会（つくば市）2月,2006

No.11 木内貴博,大鹿哲郎,本山祐大：
正常眼圧緑内障における仰臥位眼圧と視野障害

第37回筑波大学眼科集談会（つくば市）2月,2006
No.12 石井晃太郎,加畑隆通,大鹿哲郎：

高齢者の認知機能と白内障手術の影響
第37回筑波大学眼科集談会（つくば市）2月,2006
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No.13 加治優一：
蛋白糖化最終産物と角結膜疾患（日本角膜学会学術奨励賞受賞記念講演）

第30回角膜カンファランス,第22回日本角膜移植学会（東京）2月,2006
No.14 山本享宏,堀 好子,戸田郁子,坪田一男：

南青山アイクリニックにおけるLASIK17000眼の検討
第30回角膜カンファランス,第22回日本角膜移植学会（東京）2月,2006

No.15 OshikaT:
Cataract/IOLSurgeryandHigher-orderAberrations.

2006WorldOphthalmologyCongress,XXXInternationalCongressofOphthalmology

(Symposium“InternationalIntraocularImplantClub–Newdevelopments
incataract&IOLsurgeries”).(SaoPaulo,Brazil)February,2006

No.16 OshikaT:
CataractsurgeryinJapanandAsia.

DGII(Symposium“Internationalcataractsurgery”)
(Heidelberg,Germany)March,2006

No.17 SutoC,OshikaT,KuraokaS,HoriS:
Comparisonofpostoperativerefractionandocularhigher-orderaberrationbetweensingle-

andthree-pieceacrylicintraocularlenses.

ASCRSSymposiumonCataract,IOLandRefractiveSurgery

(SanFrancisco,California)March,2006

No.18 大鹿哲郎：
Coaxialmicroincisioncataractsurgery.

おっしょい眼科手術の会（特別講演）（福岡市）3月,2006
No.19 佐藤正樹：

眼の解剖と機能
第9回筑波パラメディカル講習会（つくば市）4月,2006

No.20 大鹿哲郎：
白内障手術とQOL 眼疾患とQOL

第110回日本眼科学会総会（シンポジウム）（大阪市）4月,2006
No.21 大鹿哲郎：

白内障・眼内レンズ手術 どうなる保険医療？－平成18年診療報酬改定を検証する
第110回日本眼科学会総会（シンポジウム）（大阪市）4月,2006

No.22 石井晃太郎,加畑隆通,大鹿哲郎：
白内障手術による健康関連qualityoflifeと認知機能障害の改善

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
No.23 川名啓介,山根奈世理,浅野宏規,佐藤正樹,大鹿哲郎：

低眼圧黄斑症に対する強膜毛様体縫合術と超音波生体顕微鏡による評価
第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006

No.24 若林毅俊,小阪 淳,大鹿哲郎：
網膜神経節細胞におけるJIKによるMAPキナーゼカスケードの活性化

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
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No.25 石井祐子,岡本周子,岡本史樹,平岡孝浩,大鹿哲郎：
眼内レンズ挿入眼における薄暮時コントラスト感度

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
No.26 佐藤正樹,大鹿哲郎,駒橋美香子,勝又俊二,長谷紫織,河村智教：

Sweet病に合併した網膜血管炎
第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006

No.27 木内貴博,本山祐大,大鹿哲郎：
緑内障治療薬が体位による眼圧変動に及ぼす影響

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
No.28 加治優一,天野史郎,永井竜児,高澤 豊,深山正久,大鹿哲郎：

SpheroidDegenerationにおける蛋白糖化最終産物の局在
第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006

No.29 坂田千穂,加治優一,岡本史樹,永井竜児,大鹿哲郎：
糖尿病網膜症におけるpyrralineの硝子体中濃度の上昇

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
No.30 岡本史樹,加治優一,坂田千穂,永井竜児,大鹿哲郎：

糖尿病網膜症におけるimidazoloneの硝子体中濃度の上昇
第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006

No.31 平岡孝浩,石井祐子,岡本周子,岡本史樹,大鹿哲郎：
カラーソフトコンタクトレンズ装用後の高次波面収差と視機能の変化

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
No.32 栗原勇大,岡本史樹,平岡孝浩,佐藤正樹,大鹿哲郎：

硝子体手術を施行した増殖糖尿病網膜症の視力予後－若年者と中高年者の比較－
第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006

No.33 胡 倍華,加治優一,平岡孝浩,大鹿哲郎：
リポソーム化アムホテリシンBと従来のアムホテリシンB製剤の眼毒性の比較

第110回日本眼科学会総会（大阪市）4月,2006
No.34 大鹿哲郎：

角膜形状解析・波面解析と視機能検査
第2回大阪角膜フォーラム（特別講演）（大阪市）4月,2006

No.35 大鹿哲郎：
術後眼内炎対策

三重県眼科集談会（特別講演）（津市）4月,2006
No.36 KajiY,AmanoS,NagaiR,TakazawaY,FukayamaM,OshikaT:

Depositionofadvancedglycationendproductsinclimaticdropletkeratopathy.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006
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No.37 OkamotoY,OkamotoC,SamejimaT,TokunagaT,MiyataK,OshikaT:
Contrastsensitivityfunctionandocularhigher-orderwavefrontaberrationsinnormalhuman

eyes.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.38 OkamotoF,KajiY,SakataC,NagaiR,OshikaT:
Elevatedlevelofimidazoloneandpyrraline,majorcomponentsofadvancedglycationend

products,inthevitreousfluidofpatientswithdiabeticretinopathy.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.39 KuribaraI,OkamotoF,HiraokaT,SatoM,OshikaT:
Comparisonofvisualoutcomeaftervitrectomyforproliferativediabeticretinopathybetween

youngandmiddle-agedpatients.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.40 IshiiK,KabataT,OshikaT:
Cataractsurgeryimprovedvision-relateddepressivepseudo-dementiainelderlypatients.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.41 YamamotoE,KajiY,HiraokaT,OshikaT:
ComparisonofoculartoxicityofliposomalformulationandconventionalamphotericinB.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.42 HiraokaT,IshiiY,OkamotoC,OkamotoF,OshikaT:
Influenceofcolored(cosmeticallytinted)softcontactlensesonhigher-orderwavefront

aberrationsandvisualperformance.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.43 MiyaiT,YamamotoY,NejimaR,OhtaniS,SamejimaT,QiJ,OsakabeT,MiyataK,OshikaT:
Changesinwavefrontaberrationbylimbalrelaxingincisionaftercataractsurgery.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.44 SuzukiM,UsuiT,YamagamiS,AmanoS,OshikaT:
Progressionofsuspectedkeratoconustotruekeratoconus.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006

No.45 YasunoY,MadjarovaVD,MakitaS,YamanariM,KawanaK,ItohM,OshikaT,YatagaiT:
Ultra-highspeedandthree-dimensionalimagingofanterioreyesegmentsbyswept-source

OCT.

AssociationforResearchinVisionandOphthalmology,

FortLauderdale(Florida)May,2006
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No.46 大鹿哲郎：
白内障手術ステップアップ

第168回埼京眼科学術集会（特別講演）（所沢市）5月,2006
No.47 大鹿哲郎：

白内障手術アップデート2006
第5回大阪オフサルミックセミナー（特別講演）（大阪市）5月,2006

No.48 大鹿哲郎：
角膜形状解析・波面解析と視機能検査

第10回甲信セミナー（特別講演）（甲府市）5月,2006
No.49 大鹿哲郎：

白内障手術～qualityofsurgeryとQOV
第57回埼玉眼科講習会（特別講演）（川越市）5月,2006

No.50 大鹿哲郎：
白内障手術ステップアップ

平成18年度福岡県眼科医会総会講演会（特別講演）（福岡市）5月,2006
No.51 大鹿哲郎：

白内障手術～qualityofsurgeryとQOV
第51回山陰眼科集談会・第71回鳥取大学眼科研究会（特別講演）（米子市）5月,2006

No.52 大鹿哲郎：
白内障手術の進歩

第42回関東甲信越眼科学会ブロック講習会（特別講演）（水戸市）6月,2006
No.53 岡本史樹：

QOV,QOLを目指した網膜剥離手術
第42回関東甲信越眼科学会ブロック講習会（特別講演）（水戸市）6月,2006

No.54 OshikaT:
Recentdevelopmentincataractsurgery.

The21stCongressoftheAsia-PacificAcademyofOphthalmology2006(Symposium),

(Singapore)June,2006

No.55 大鹿哲郎：
初執刀より手術貫徹までの道筋

第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会
（シンポジウム「白内障手術教育シンポジウム Basic編,白内障手術：

ひとりだちまでの道筋」）（東京）6月,2006
No.56 大鹿哲郎：

偽調節と収差
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会

（シンポジウム「IOLと収差」）（東京）6月,2006
No.57 大鹿哲郎：

日本の白内障手術の現状
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会

（シンポジウム「ASCRS-JSCRSジョイントシンポジウム」）（東京）6月,2006
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No.58 平岡孝浩：
シンポジウム4 オルソケラトロジー 合併症を交えて可能性と限界

第21回日本眼内レンズ屈折手術学会総会（東京）6月,2006
No.59 土至田宏,平塚義宗,村上 晶,岩間秀樹,山岸幸治,林 研一,大鹿哲郎：

新しく開発されたケラトメータによる角膜不正乱視の定量化
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会（東京）6月,2006

No.60 神谷和孝,徳永忠俊,宮田和典,大鹿哲郎：
LASIK後の角膜全体の位置変化

第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会（東京）6月,2006
No.61 大鹿哲郎,大橋裕一,稲村幹夫,大木孝太郎,岡本茂樹,小山鉄郎,坂部功生,高橋和博,

藤田善史,三好輝行,安間哲史：
我が国におけるintraoperativefloppyirissyndromeの頻度

第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会（東京）6月,2006
No.62 佐藤正樹,大鹿哲郎,木下 茂：

2005年日本眼内レンズ屈折手術学会会員アンケート
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会（東京）6月,2006

No.63 大谷伸一郎,宮田和典,大鹿哲郎,加藤 聡,本坊正人,鮫島智一：
アクリル製非球面眼内レンズの臨床成績

第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会（東京）6月,2006
No.64 大鹿哲郎：

2.2mm切開創白内障手術のインパクトと可能性
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会

（イブニングセミナー）（東京）6月,2006
No.65 大鹿哲郎：

Torsionalフェイコ（OZiL）登場
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会

（ランチョンセミナー）（東京）6月,2006
No.66 大鹿哲郎：

白内障手術“力”を高める
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会

（イブニングセミナー）（東京）6月,2006
No.67 大鹿哲郎：

ローリスクサージェリーを目指して－Part3.術後眼内炎のEBM
第45回日本白内障学会,第21回日本眼内レンズ屈折手術学会

（ランチョンセミナー）（東京）6月,2006
No.68 佐藤正樹：

大照射径及び適応外症例の短期経過
第1回北関東甲信越黄斑研究会（東京）7月,2006
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No.69 土至田宏,平塚義宗,村上 晶,大鹿哲郎：
新開発のケラトメータを用いた円錐角膜例の不正乱視指数と処方CLデザインとの関連性

スリーサム・イン米子,第43回日本眼感染症学会,第40回日本眼炎症学会,
第49回日本コンタクトレンズ学会総会（米子市）7月,2006

No.70 水島由紀子,木内貴博,加治優一,大鹿哲郎：
全身疾患に関連した緑内障－意外と知られていない裏知識

第3回免疫疾患フォーラム（つくば市）7月,2006
No.71 岡本史樹：

若年者の増殖糖尿病網膜症
EYEFORUM inつくば（つくば市）7月,2006

No.72 大鹿哲郎：
白内障手術後眼内炎対策

第44回北日本眼科学会（ランチョンセミナー）（秋田市）7月,2006
No.73 大鹿哲郎：

術後眼内炎対策
第5回OcularInfectionForum（特別講演）（大阪市）7月,2006

No.74 大鹿哲郎：
白内障手術の進歩

眼科診療アップデートセミナー2006（IN東京）（東京）7月,2006
No.75 木内貴博,大鹿哲郎,木須久智,大森 肇：

筋力トレーニングが眼圧に及ぼす影響
第17回日本緑内障学会（神戸市）9月,2006

No.76 川名啓介,木内貴博,大鹿哲郎,三浦雅博,野口篤志,谷田貝豊彦,安野嘉晃：
高速3次元光干渉断層計による緑内障術後眼の観察

第17回日本緑内障学会（神戸市）9月,2006
No.77 佐藤正樹：

大照射径及び適応外症例の短期経過
茨城県眼科学術講演会（水戸市）9月,2006

No.78 YamamotoT,HoriY,TodaI,TsubotaK:

Early clinicalresultofNAVEX topography-guided ablation (CATz)forpatientswith

asymmetricastigmatism.

24thCongressofEuropeanSocietyofCataract&RefractiveSurgery(London)September,2006

No.79 大鹿哲郎：
21世紀のqualityofvision－総論

第60回日本臨床眼科学会（シンポジウム「21世紀のqualityofvision」）（京都市）10月,2006
No.80 大鹿哲郎：

調節の加齢変化
第60回日本臨床眼科学会（シンポジウム「加齢と眼の屈折」）（京都市）10月,2006

No.81 岡本史樹,大鹿哲郎：
網膜硝子身体手術が目指すQOV

第60回日本臨床眼科学会,シンポジウム（京都）10月,2006
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No.82 大鹿哲郎：
白内障アップデート

第60回日本臨床眼科学会（ランチョンセミナー）（京都市）10月,2006
No.83 大鹿哲郎：

極小切開創用眼内レンズに求められるもの
第60回日本臨床眼科学会（イブニングセミナー）（京都市）10月,2006

No.84 大鹿哲郎：
レーザーフレアセルフォトメーターの有用性

第60回日本臨床眼科学会（アフタヌーンセミナー）（京都市）10月,2006
No.85 大鹿哲郎：

IFISとは何か,そしてその対処法は？
第60回日本臨床眼科学会（ランチョンセミナー）（京都市）10月,2006

No.86 大鹿哲郎：
OZil～Torsionalフェイコが白内障手術を変える

第60回日本臨床眼科学会（アフタヌーンセミナー）（京都市）10月,2006
No.87 大鹿哲郎：

屈折・眼光学
第60回日本臨床眼科学会（イブニングセミナー）（京都市）10月,2006

No.88 大鹿哲郎：
眼内レンズ度数計算を極める.術後度数ずれ対策

第60回日本臨床眼科学会（インストラクションコース）（京都市）10月,2006
No.89 大鹿哲郎：

難症例の白内障手術
第60回日本臨床眼科学会（インストラクションコース）（京都市）10月,2006

No.90 加治優一,平岡孝浩,大鹿哲郎：
角膜真菌症における涙液中の（1,3）-β-D-グルカン濃度

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.91 斎藤久美子,岡崎光彦,加畑隆通：

両側に涙腺炎を呈した3症例
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.92 板垣秀夫,平塚健太郎,矢部文顕,鈴川圭吾,鈴木さやか,戸島 均,高橋信幸,
中島光太郎,大鹿哲郎：

網膜中心動脈閉塞を合併した眼窩先端部症候群の1例
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.93 高比良友則,川名啓介,加治優一,大鹿哲郎,安野嘉晃,谷田貝豊彦：
高速3次元光干渉断層計による隅角離開の観察

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.94 川名啓介,加治優一,大鹿哲郎,安野嘉晃,谷田貝豊彦：

高速3次元光干渉断層計による円錐角膜の観察
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
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No.95 安野嘉晃,三浦雅博,森 秀樹,渡辺祐士,川名啓介,大鹿哲郎,谷田貝豊彦：
前眼検査用高速三次元FourierDomainOCT

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.96 森 秀樹,三浦雅博,渡辺裕士,臼井正彦,安野嘉晃,谷田貝豊彦,川名啓介,大鹿哲郎：

三次元光干渉断層計による顆粒状角膜ジストロフィの混濁病変の観察
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.97 岡本芳史,大辻留理子,山田正三,岡本史樹,平岡孝浩,大鹿哲郎：
下垂体腺腫患者における視覚関連QOL

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.98 大東正和,浅野宏規,平岡孝浩,大鹿哲郎,加畑隆通：

転移性網膜腫瘍の一例
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.99 胡 倍華,石井祐子,平岡孝浩,大鹿哲郎,鮫島智一,宮田和典：
新型ケラトメータによる角膜不正乱視のスクリーニングと定量化

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.100 栗原勇大,平岡孝浩,川名啓介,広原陽子,三橋俊文,大鹿哲郎：

コンタクトレンズ装用眼における眼球高次収差の安定性
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.101 大上智弘,平岡孝浩,大鹿哲郎：
エアーコンプレッサーによる眼外傷に縦隔気腫を併発した1例

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.102 平岡孝浩,岡本周子,岡本史樹,石井祐子,広原陽子,三橋俊文,大鹿哲郎：

オルソケラトロジー治療眼における偏心矯正と高次収差の関係
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.103 國方俊雄,高比良友則,平岡孝浩,岡本周子,石井祐子,岡本史樹,大鹿哲郎：
オルソケラトロジー対象者のアンケート調査

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.104 岡本史樹,加治優一,平岡孝浩,佐藤正樹,大鹿哲郎：

11-deoxycortisolを用いた可視化硝子体手術の成績
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.105 高橋幸輝,川名啓介,平岡孝浩,大鹿哲郎：
Tearstabilityanalysissystem（TSAS）の新しい涙液層評価インデックス

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.106 石井祐子,岡本周子,平岡孝浩,岡本史樹,大鹿哲郎：

硝子体手術後に進行する核白内障の高次波面収差
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.107 真壁健一,大鹿哲郎,林 研,宮田和典,小澤忠彦,稲村幹夫,杉田元太郎,藤嶋研二：
片眼白内障手術による健康関連qualityoflifeの変化

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

２０３

眼科グループ（2006年）



No.108 大鹿哲郎,稲村幹夫,坂部功生,藤田善史,三好輝行,安間哲史：
白内障術中に生じるintraoperativefloppyirissyndromeの対処法

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.109 水島由紀子,大鹿哲郎,吉富文昭：

コブラフックによる角膜内皮細胞保護効果
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.110 坂田千穂,平岡孝浩,大鹿哲郎：
6ヶ月放置されたプラスチック玩具による小児結膜異物の1例

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.111 佐藤正樹,園尾純一郎,岡崎光彦,大鹿哲郎：

Wagner症候群におけるCSPG2遺伝子変異
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.112 鈴木真理子,臼井智彦,山上 聡,天野史郎,鈴木雅信,大鹿哲郎：
円錐角膜疑い眼の長期経過

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.113 土至田宏,平塚義宗,村上 晶,岩間秀樹,山岸幸治,林 研一,大鹿哲郎：

角膜不正乱視の定量化が可能な新しいケラトメータによる測定結果の有用性
第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006

No.114 森岡清史,岡本史樹,萩原敏夫,山本富造：
活性弾性気泡体アイマスクによる温熱効果と眼精疲労の回復効果

第60回日本臨床眼科学会（京都市）10月,2006
No.115 岡本史樹：

黄斑円孔の治療戦略
第3回茨城 EYEFORUM（つくば市）10月,2006

No.116 佐藤正樹：
加齢黄斑変性のすべて－病因背景から最新治療まで－

第3回茨城 EYEFORUM（つくば市）10月,2006
No.117 岡本史樹,加治優一,平岡孝浩,佐藤正樹,大鹿哲郎：

11-deoxycortisolを用いた可視化硝子体手術の術後成績－トリアムシノロン可視化,非可視
化手術との比較－

第28回茨城医学会眼科分科会兼茨城県眼科医会集談会（水戸市）10月,2006
No.118 大上智弘,佐藤正樹,川名啓介,平岡孝浩,岡本史樹,大鹿哲郎：

適応外症例に対する光線力学療法
第28回茨城医学会眼科分科会兼茨城県眼科医会集談会（水戸市）10月,2006

No.119 栗原勇大,岡本史樹,加治優一,大鹿哲郎：
穿孔性眼外傷に対して複数回の硝子体手術施行後に角膜真菌症を発症した1例

第28回茨城医学会眼科分科会兼茨城県眼科医会集談会（水戸市）10月,2006
No.120 川名啓介,大鹿哲郎,谷田貝豊彦,安野嘉晃：

新しい高速3次元光干渉断層計による前眼部解析
第28回茨城医学会眼科分科会兼茨城県眼科医会集談会（水戸市）10月,2006
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No.121 園尾純一郎,高橋幸輝,岡本史樹,平岡孝浩,大鹿哲郎：
白内障術後前房内に眼軟膏が出現した2例

第28回茨城医学会眼科分科会兼茨城県眼科医会集談会（水戸市）10月,2006
No.122 大鹿哲郎：

白内障手術ステップアップ
サロンド広島（特別講演）（広島市）11月,2006

No.123 山本享宏：
スタンダードLASIKPart2術者のこだわり,Part3ストリエ

第7回HakoneExcimerSociety（箱根）11月,2006
No.124 山本享宏,堀 好子,戸田郁子,坪田一男：

OTE（OnlineTorsionErrorDetection）の使用経験
第7回HakoneExcimerSociety（箱根）11月,2006

No.125 MoriH,WatanabeY,UsuiM,OshikaT,YatagaiT,YasunoY:
Keratectomysimulationbythree-dimensionalopticalcoherencetomography.

OpticsandPhotonicsJapan(Tokyo)November,2006
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耳鼻咽喉科グループ（2006年）

原 著
No.1 MurashitaH,TabuchiK,HoshinoT,TsujiS,HaraA:

Theeffectsoftempol,3-aminobenzamideandnitricoxidesynthaseinhibirorsonacoustic

injuryofthemousecochlea

Hearres214,1-6,2006

No.2 TabuchiK,NomuraM,MurashitaH,FujisawaY,TsujiS,OkuboH,HaraA:
Coexiatenoceofpemphigusvulgarisandbullouspemphigoidintheupperaerodigestivetract

AurisNasusLarynx33,231-233,2006

No.3 TabuchiK,MurashitaH,InadomeY,MachikiK,SenaritaM,ItoZ,HaraA:
Basalcallcarcinomainvolvingthebilateraltemporalbone

JOtolaryngology35,218-213,2006

No.4 IshikawaK,TamagawaY,TakahashiK,IinoY,MurakamiY,KakizawaK,KimuraH,

KusakariJ,HaraA,IchimuraK:
TemporalbonehistopathologicabnormalitiesassociatedwithmitochondrialmutationT7511C

Laryngoscope116,1982-1986,2006

No.5 WadaT,UemaetomariI,MurashitaH,TobitaT,TsujiS,TabuchiK,OkubiH,HaraA:
Successfultreatmentofeosinophilicotitismediausingrematroban:reporttwocases

AurisNasusLarynx33,455-460,2006

No.6 TabuchiK,MurashitaH,SakaiS,HoshinoT,UemaetomariI,HaraA:
Therapeutictimewindowofmethylprednisoloneinacousticinjury

OtologyNeurotology27,1176-1179,2006

No.7 田中秀峰,田渕経司,小塙理佳,星野朝文,及川慶子,大久保英樹,池辺 大,野口雅之,
原 晃：

耳下腺基底細胞腺癌の1例
耳鼻咽喉科・頭頸部外科78,63-67,2006

No.8 飛田忠道,三上喜久,村下秀和,原 晃：
無自覚の頸部木片異物の1例

耳鼻咽喉科・頭頸部外科78,69-72,2006
No.9 田渕経司,原 晃：

薬物による聴覚障害の基礎 生理学的所見
JOHNS22,923-926,2006

その他
No.1 和田哲郎,原 晃：

Charlinsyndrome（鼻毛様体神経痛）
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 症候群辞典78,58,2006

No.2 原 晃：
chiasmalsyndrome（視交叉syndrome）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 症候群辞典78,59,2006
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No.3 原 晃：
chondrodysplasiapunctata（点状軟骨異形成症）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 症候群辞典78,60,2006
No.4 和田哲郎,原 晃：

chromosomalbreakagesyndrome（染色体切断syndrome）
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 症候群辞典78,61,2006

学会発表
No.1 SakaiS,TabuchiK,MurashitaH,HaraA:

TheGABAAreceptoragonistmuscimolameliorateskainicacidexcitotoxicityintheguinea

pigcochlea

ARO(Baltimore)7Feb,2006

No.2 TabuchiK,MurashitaH,OikawaK,SakaiS,UemetomariI,TobitaT,TsujiS,OkuboH,WadaT,
HaraA:
Therapeutictimewindowofmethylprednisoloneinacousticinjury

ARO(Baltimore)7Feb,2006

No.3 和田哲郎,青柳安典,境 修平,上前泊功,村下秀和,飛田忠道,辻 茂希,田渕経司,

大久保英樹,原 晃：
超音波手術器による振動と蝸牛機能への影響

第107回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（東京）5月12日,2006
No.4 村下秀和,田渕経司,境 修平,辻 茂希,和田哲郎,原 晃：

音響性障害におけるGABA作用薬の効果 －組織学的検討－
第107回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（東京）5月12日,2006

No.5 飛田忠道,三上喜久,原 晃：
鼻腔に発生した胞巣状軟部肉腫の1例

第107回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（東京）5月12日,2006
No.6 和田哲郎,青柳安典,境 修平,上前泊功,飛田忠道,辻 茂希,田渕経司,大久保英樹,

原 晃,高野晋吾,松村 明,葭仲 潔,小阪 亮,小森雅晴：
超音波手術器ソノペット®を用いた内耳道開放における振動と蝸牛機能への影響

第15回日本聴神経腫瘍研究会（東京）6月3日,2006
No.7 西村文吾,青柳安典,飛田忠道,田渕経司,和田哲郎,原 晃,髙橋伸二,小塙理佳,

三上喜久：
小児喉頭蓋嚢胞の1例

第57回日本耳鼻咽喉科学会茨城県地方部会（水戸）6月25日,2006
No.8 境 修平,青柳安典,及川慶子,辻 茂希,大久保英樹,原 晃：

猫ひっかき病の1例
第57回日本耳鼻咽喉科学会茨城県地方部会（水戸）6月25日,2006

No.9 青柳安典,西村文吾,飛田忠道,田渕経司,和田哲郎,原 晃：
異時性五重癌の1例

第57回日本耳鼻咽喉科学会茨城県地方部会（水戸）6月25日,2006
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No.10 境 修平,田渕経司,上前泊功,及川慶子,飛田忠道,辻 茂希,和田哲郎,原 晃：
カイニン酸の蝸牛障害に対するアデノシン受容体作働薬の保護効果

第51回日本聴覚医学会総会ならびに学術講演会（山形）9月28日,2006
No.11 飛田忠道,田渕経司,辻 茂希,大久保英樹,和田哲郎,原 晃：

内耳性難聴モデルにおけるステロイドホルモンの内耳移行
第51回日本聴覚医学会総会ならびに学術講演会（山形）9月28日,2006

No.12 及川慶子,田渕経司,境 修平,上前泊功,和田哲郎,原 晃：
マウス音響性障害に対するp38MAPK阻害剤の保護効果－第2報－

第51回日本聴覚医学会総会ならびに学術講演会（山形）9月28日,2006
No.13 田渕経司,原 晃：

ゲンタマイシンによる蝸牛有毛細胞障害におけるInhibitorofApoptosisProteinの関与
第16回日本耳科学会総会・学術講演会（弘前）10月19日,2006

No.14 村下秀和,田渕経司,境 修平,上前泊功,和田哲郎,原 晃：
GABA作動薬のABR波形に及ぼす影響

第16回日本耳科学会総会・学術講演会（弘前）10月19日,2006
No.15 林健太郎,照沼 積,瀬成田雅光,西村文吾,辻 茂希,小塙理佳：

大唾液腺手術症例の検討
第58回日本耳鼻咽喉科学会茨城県地方部会学術講演会（水戸）10月29日,2006

No.16 青柳安典,境 修平,及川慶子,飛田忠道,田渕経司,和田哲郎,原 晃：
鼻腔原発小細胞癌の1例

第58回日本耳鼻咽喉科学会茨城県地方部会学術講演会（水戸）10月29日,2006
No.17 境 修平,及川慶子,辻 茂希,大久保英樹,原 晃：

上顎洞に転移した腎細胞癌症例
第58回日本耳鼻咽喉科学会茨城県地方部会学術講演会（水戸）10月29日,2006
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歯科・口腔外科グループ（2006年）

原 著
No.1 JunyaUwayama,AkiHirayama,ToruYanagawa,EijiWarabi,RisaSugimoto,KenItoh,

MasayukiYamamoto,HiroshiYoshida,AkioKoyama,TetsuroIshii:
TissuePrxIintheprotectionagainstFe-NTAandthereductionofnitroxylradicals

BiochemBiophysResCommun339,226-231,2006

No.2 KojiroOnizawa,HiroshiYoshida,KiyoshiOhara,MasayukiNoguchi:
Predictivefactorsforthehistologicresponsetopreoperativeradiotherapyinadvancedoral

cancer

JOralMaxillofacSurg64,81-86,2006

No.3 MeiYonemoto,HiroshiYusa,KenjiYamagata,SchuichiFujita,AkiraYamaguchi,
HiroshiYoshida:
Squamouscellcarcinomaofthebaseoftonguewithinitialpresentationofcysticmetastasis

incontralateralcervicallymphnode

OralOncolExtra42,56-59,2006

No.4 YojiroMiyajima,KojiroOnizawa,HiroshiKamma,HiroshiYoishida:
Carcinosarcomaofthetongue

OralOncolExtra42,78-81,2006

No.5 KojiroOnizawa,HiroshiYoshida:
Administrationofbisphosphonateforhypercalcemiaassociatedwithoralcancer

HeadFaceMed2,9,2006

No.6 KenjiYamagata,KuniyukiOka,HiroshiYoshida,ToruYanagawa,KojiroOnizawa,HiroshiYusa,
AyatakaIshikawa,NorihiroOkada:

Basalcelladenocarcinomaarisingfrom theminorsalivaryglandinthesoftpalate:Acase

report

PatholResPract202,475-480,2006

No.7 白土貴之,遊佐 浩,柳川 徹,吉田 廣：
表在性粘液嚢胞の2例

日口外誌52,326-329,2006
No.8 TakayukiShirato,KojiroOnizawa,KenjiYamagata,HiroshiYusa,TatsuoIijima,HiroshiYoshida:

Chondrosarcomaofthemandibularsymphysis

OralOncolExtra42,247-250,2006

No.9 YasutoshiTakeuchi,KojiroOnizawa,ToshinoriWakatsuki,KenjiYamagata,YuichiHasegawa,
HiroshiYoshida:
Tonguecancerafterbonemarrowtransplantation:acasereport

OralOncolExtra42,251-254,2006

No.10 YamagataK,OnizawaK,YanagawaT,HasegawaY,KojimaH,NagasawaT,YoshidaH:
A prospectivestudytoevaluateanew dentalmanagementprotocolbeforehematopoietic

stemcelltransplantation

BoneMarrowTransplant38,237-242,2006
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No.11 KenjiYamagata,KojiroOnizawa,HiroshiYoshida,KaoriYamagata,YasukoKojima,
KazutoshiKoike,MasahiroTsuchida:

Dentalmanagementofpediatricpatientsundergoinghematopoieticstemcelltransplant

PediatrHematolOncol23,541-548,2006

No.12 若月俊典,吉田 廣：
肝疾患患者における全身麻酔下口腔外科手術後の肝障害の検討

日有病歯誌15,3-8,2006
No.13 K.Yamagata,M.Takeda,K.Onizawa,H.Yoshida:

SubmandibularabscesscausedbySalmonella

IntJOralMaxillofacSurg35,969-971,2006

No.14 若月俊典,鬼澤浩司郎,吉田 廣：
臨床的に悪性腫瘍が疑われた上下顎骨線維－骨性病変の1例

日口診誌19,292-297,2006
No.15 中野真祐,鬼澤浩司郎,遊佐 浩,吉田 廣：

発音,睡眠,嚥下障害を呈した巨大な舌背部神経鞘腫の1例
日口診誌19,302-305,2006

No.16 ShigekiKushida,HiroshiOhmae,HiroshiKamma,RumikoTotsuka,MasayukiMatsumura,

AkiraTakeuchi,IkuoSaiki,ToruYanagawa,KojiroOnizawa,TetsuroIshii,TadaoOhno:
Artificialcytokinestormcombinedwithhyperthermiainducessignificantanti-tumoreffectin

miceinoculatedwithlewislungcarcinomaandB16melanomacells

IntJHyperthermia22,699-712,2006

学会発表
No.1 石橋直美,柳川 徹,鬼澤浩司郎,山縣憲司,武内保敏,若月俊典,後藤麻希子,伊達昭宜,

軽部 令,吉田 廣：
糖尿病患者における抜歯治療

第14回茨城県歯科医学会（水戸）,3月,2006
No.2 軽部 令,鬼澤浩司郎,柳川 徹,山縣憲司,若月俊典,伊達昭宣,吉田 廣：

悪性腫瘍患者の治療における他診療科との連携の必要性
第14回茨城県歯科医学会（水戸）,3月,2006

No.3 鬼澤浩司郎：
（テーブルクリニック）顎関節症に対する治療において留意すべきことは

第14回茨城県歯科医学会（水戸）,3月,2006
No.4 鬼澤浩司郎,高野智穂,吉田 廣：

入院下での智歯抜歯治療についてのアンケート調査結果
第60回日本口腔科学会総会（名古屋）,5月,2006

No.5 軽部 令,鬼澤浩司郎,柳川 徹,山縣憲司,若月俊典,伊達昭宜,吉田 廣：
悪性腫瘍患者の治療における他診療科との連携

第60回日本口腔科学会総会（名古屋）,5月,2006
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No.6 石橋直美,柳川 徹,鬼澤浩司郎,山縣憲司,武内保敏,後藤麻希子,吉田 廣：
糖尿病患者における口腔癌手術症例の術後感染

第60回日本口腔科学会総会（名古屋）,5月,2006
No.7 柳川 徹,玉岡 晃,山縣憲司,鬼澤浩司郎,軽部 令,吉田 廣：

Jaw-winkingsyndrome(MarcusGunnphenomenon)の1例
第181回日本口腔外科学会関東地方会（つくば）,6月,2006

No.8 鬼澤浩司郎,吉田 廣：
Clostridiumdifficile毒素陽性抗菌薬関連腸炎の検討

第26回日本歯科薬物療法学会（高松）,6月,2006
No.9 JunyaUwayama,ToruYanagawa,EijiWarabi,KousukeOkada,KeikoYamatsu,RisaSugimoto,

KyokoKirii,KazuhiroNakaso,JunichiShoda,HiroshiYoshida,TetsuroIshii:
Hyperphagia-inducedobesityinmicedeficientinstressproteinA170:inhibitoryeffectof

acarboseinfattyliverformation

第11回アディポサイエンス研究会シンポジウム（豊中）,8月,2006
No.10 山縣憲司,鬼澤浩司郎,大塚友紀,米本芽衣,柳川 徹,吉田 廣：

口腔癌肺転移症例に対するドセタキセル（TXT）,ネダプラチン（CDGP）併用療法
第51回日本口腔外科学会総会（北九州）,10月,2006

No.11 大塚友紀,鬼澤浩司郎,米本芽衣,山縣憲司,柳川 徹,吉田 廣：
VonRecklinghansen 病患者にみられた口底神経線維腫の1例

第51回日本口腔外科学会総会（北九州）,10月,2006
No.12 米本芽衣,鬼澤浩司郎,大塚友紀,山縣憲司,柳川 徹,吉田 廣：

下顎歯肉癌切除後における顎骨再建症例の臨床的検討
第51回日本口腔外科学会総会（北九州）,10月,2006

No.13 柳川 徹,山縣憲司,鬼澤浩司郎,吉田 廣：
ペルオキシレドキシンI欠損マウスにおける悪性腫瘍転移の解析

第51回日本口腔外科学会総会（北九州）,10月,2006
No.14 櫻井陽子,鬼澤浩司郎,山縣憲司,柳川 徹,吉田 廣：

側咽頭隙に進展した軟口蓋多形性腺腫の1例
第40回日本口腔科学会関東地方部会（東京）,11月,2006

No.15 後藤麻希子,鬼澤浩司郎,小野公二,加藤逸郎,山縣憲司,山本哲也,吉田 廣：
下顎歯肉癌頸部転移に対しホウ素中性子補足療法を施行した1例

第182回日本口腔外科学会関東地方会（旭）,12月,2006

その他
No.1 鬼澤浩司郎：

「口内炎？ 炎症？ 顎関節症？ それとも．．．」
茨城県歯科医師会土浦石岡支部学術講演会（土浦）,2月,2006

No.2 鬼澤浩司郎：
歯科臨床時における緊急時の対応について－口腔外科的立場から－

茨城県歯科医師会つくば支部学術講演会（つくば）,11月,2006
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精神医学グループ（2006年）

原 著
No.1 NemotoK,OhnishiM,MoriT,MoriguchiY,HashimotoR,AsadaT,KunugiH:

TheVal166Metpolymorphysim ofthebrain-derivedneurotropicfactorgeneaffesysage-

relatedbrainmorphology.

NeurosciLett397(1-2),25-29,2006

No.2 HiraoK,OhnishiT,MatsudaH,NemotoK,HirataY,YamashitaF,AsadaT,IwamotoT:
Functionalinteractionsbetweenentorhinalcortexandposteriorcingulatedcortexatthevery

earlystageofAlzheimer’sdiseaseusingbrainperfusionsingle-photonemissioncomputed

tomography.

NuclMedCommun27(2),151-156,2006

No.3 HiraoK,OhnishiT,HirataY,YamashitaF,MoriT,MoriguchiY,MatsudaH,NemotoK,

ImabayashiE,YamadaM,IwamotoT,AsadaT:
ThepredictionofrapidconversiontoAlzheimer’sdiseaseinmildcognitiveimpairment

usingregionalcerebralbloodflowSPECT.

Neuroimage28(4),1014-1021,2006

No.4 UmemuraK,YamashitaN,YuX,ArimaK,AsadaT,MakifuchiT,MurayamaS,SaitoY,
KanamaruK,GotoY,KohsakaS,KanazawaI,KimuraH:

AutotaxinexpressionisenhancedinfrontalcortexofAlzheimer-typedementiapatients.

NeurosciLett400(1-2),97-100,2006

No.5 KunugiH,HashimotoR,OkadaT,HoriH,NakabayashiT,OmoriM,TakahashiS,TsukueR,

AnamiK,HirabayashiN,KosugaA,TatsumiM,KamijimaK,AsadaT,HaradaS,ArimaK,
SaitohO:

Possibleassociationbetweennonsynonymouspolymorphismsoftheanaplasticlymphoma

kinase(ALK)geneandschizophreniainaJapanesepopulation.

JNeuralTransm113(10),1569-1573,2006

No.6 OtaM,YasunoF,ItoH,SekiC,NozakiS,AsadaT,SuharaT:
Age-relateddeclineofdopaminesynthesisinthelivinghumanbrainmeasuredbypositron

emissiontomographywith1-[beta-(11)C]Dopa.

LifeSci79(8),730-736,2006

No.7 NakanoS,AsadaT,YamashitaF,KitamuraN,MatsudaH,HiraiS,YamadaT:
Relationshipbetweenantisocialbehaviorandregionalcerebralbloodflowinfrontotemporal

dementia.

Neuroimage32(1),301-306,2006

No.8 OtaM,ObataT,AkineY,itoH,IkehiraH,AsadaT,SuharaT:
Age-relateddegenerationofcorpuscallosummeasuredwithdiffusiontensorimaging.

Neuroimage31(4),1445-1452,2006
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No.9 KuwanoR,MiyashitaA,AraiH,AsadaT,ImagawaM,ShojiM,HiguchiS,UrakamiK,
KakitaA,TanahashiH,TsukieT,ToyabeS,AkazawaK,KanazawaI,IharaY:

Dynamin-bindingproteingeneonchromosome10qisassociatedwithlate-onsetAlzheimer’s

disease.

HumMolGenet15(13),2170-2182,2006

No.10 OtaM,SatoN,OhyaY,AokiY,MizukamiK,MoriT,AsadaT:
Relationship between diffusion tensorimaging and brain morphology in patientswith

myotonicdystrophy.

NeurosciLett407(3),234-239,2006

No.11 IdeM,OhnishiT,MurayamaM,MatsumotoI,YamadaK,IwayamaY,DedovaI,ToyotaT,

AsadaT,TakashimaA,YoshikawaT:
Failureto supportageneticcontribution ofAKT1 polymorphismsand altered AKT

signalinginschizophrenia.

JNeurochem99(1),277-287,2006

No.12 IwakiriM,MizukamiK,IshikawaM,AsadaT:
GABAA receptorγsubunitsinthehippocampusoftheratafterperforantpathwaylesion.

NeurosciLett394(2),88-91,2006

No.13 SatoS,MizukamiK,MoroK,TanakaY,AsadaT:
Beneficialeffectsofperospironeonaggressivebehaviorassociatedwithdementia.

PsyciatClinNeurosci60(1),106-109,2006

No.14 TakaoT,TachikawaH,KawanishiY,KatanoT,SenB,HommaM,KohdaY,MizukamiK,
AsadaT:
Association of treatment-resistant schizophrenia with the G2677A/T and C3435T

polymorphismsintheATP-bindingcassettesubfamilyBmember1gene.

PsychiatrGenet16(2),47-48,2006

No.15 SatoS,MizukamiK,MoroK,TanakaY,AsadaT:
Efficacyofperospironeinthemanagementofaggressivebehaviorassociatedwithdementia.

ProgNeuro-PsychopharmacolBiolPsychiatry30(4),679-683,2006

No.16 MizukamiK,TanakaY,AsadaT:
EfficacyofmilnacipranofdepressivestateinthepatientswithinAlzheimer’sdisease.

ProgNeuro-PsychopharmacolBiolPsychiatry30(7),1342-1346,2006

No.17 HoriT,MakabeK,NemotoK,AsadaT:
Hypersalivationinducedbyolanzapinewithfluvoxamine.

ProgNeuro-PsychopharmacolBiolPsychiatry30(4),758-760,2006

No.18 KawaiN,YamakawaY,BabaA,NemotoK,TachikawaH,HoriT,AsadaT,IidakaT:
High-doseofmultipleantipsychoticsandcognitivefunctioninschizophrenia:Theeffectof

dose-reduction.

ProgNeuro-PsychopharmacolBiolPsychiatry30,1009-1014,2006
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No.19 QianW,HommaM,ItagakiF,TachikawaH,KawanishiY,MizukamiK,AsadaT,InomataS,
HondaK,OhkohchiN,KohdaY:

MDR1GenePolymorphism inJapanesePatientswithSchizophreniaandMoodDisorders

IncludingDepression.

BiolPharmBull29(12),2446-2450,2006

No.20 高尾哲也,水上勝義,田中勝也,朝田 隆：
olanzapineが奏功した産褥期精神病の2例

精神医学 48(5),539-541,2006

No.21 根本清貴,中村大介,大谷洋一,水上勝義,朝田 隆：
抗精神病薬とtandospironeの併用が奏功した治療抵抗性の統合失調症の2症例

精神医学48(5),481-485,2006
No.22 水上勝義,畑中公孝,田中芳郎,朝田 隆：

精神症状や行動障害に抑肝散が効果的であったアルツハイマー型認知症の5例
日本東洋医学雑誌 57,655-660,2006

No.23 佐藤晋爾,水上勝義,山里道彦,桜井華奈子,白岩伸子,朝田 隆：
BeerPotomaniaとWernicke-Korsakoff脳症が合併したアルコール依存者の1症例

精神医学48(9),997-999,2006
No.24 中村大介,川西洋一,三上隼一郎,堀 孝文,谷向 知,太刀川弘和,水上勝義,朝田 隆：

気分障害に対する継続・維持mECTの有効性と安全性
精神医学48(10),1085-1094,2006

No.25 片野綱大,川西洋一,堀 孝文,谷向 知,太刀川弘和,水上勝義,朝田 隆：
気分障害者に対する反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）による維持療法の試み

臨床精神医学35(9),1371-1376,2006
No.26 堀 正士：

反復する暴力行為と下着窃盗に対してparoxetineが奏効したフェティシズムの1例
精神医学 48,443-446,2006

No.27 佐々木恵美,朝田 隆：
茨城県利根町研究の結果から－ADへのコンバージョンを考察する－

老年精神医学雑誌17増刊号-Ⅱ,55-60,2006
No.28 遠藤 剛,堀 孝文,谷向 知,相原英明,青沼和隆,朝田 隆：

抗うつ薬投与中にけいれん発作を生じ,Brugada症候群と診断された1例：突然死につなが
る不整脈と抗うつ薬の関係

精神神経誌108(8),792-800,2006
No.29 河合伸念,井出政行,朝田 隆：

Risperidone投与中に生じた射精障害のために服薬コンプライアンスが悪化した統合失調症
2例

精神科9,164-167,2006
No.30 河合伸念,山川百合子,馬場淳臣,太刀川弘和,堀 孝文,朝田 隆：

抗精神病薬の多剤併用大量療法から非定型薬単剤治療への切り替えの試み（最終報告）
臨床精神薬理9,2239-2250,2006
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No.31 河合伸念,山川百合子,朝田 隆：
抗精神病薬の多剤大量処方からペロスピロン単剤への切り替え過程で気分安定薬の併用が
有効であった統合失調症の2例

臨床精神薬理9,689-694,2006
No.32 片野綱大,川西洋一,水上勝義,朝田 隆：

反復経頭蓋磁気刺激が著効した難治性双極性障害の1例－維持療法付加の試み－
BipolarDisorder4,13-18,2006

No.33 中村大介,川西洋一,三上隼一郎,堀 孝文,谷向 知,太刀川弘和,水上勝義,朝田 隆：
気分障害患者に対する反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)の有効性と安全性

臨床精神医学35(9),1363-1369,2006

総 説
No.1 朝田 隆：

生物学・心理学・社会的観点からみた老年期精神障害の特徴
精神科9,373-376,2006

No.2 朝田 隆：
高齢者うつ病に関する提言

老年社会学28,375-380,2006
No.3 朝田 隆：

アルツハイマー病の治療薬－その効用と限界
からだの科学251,94-97,2006

No.4 朝田 隆：
認知症予防に関する介入研究の成果と今後の展望

公衆衛生70,673-675,2006
No.5 朝田 隆：

私の処方 認知症患者にみられる攻撃性
最新精神医学11,373-374,2006

No.6 朝田 隆：
認知症患者の面接

精神科臨床サービス6,357-360,2006
No.7 朝田 隆,木之下徹：

認知症の非薬物療法 運動療法
老精医誌17,757-763,2006

No.8 朝田 隆：
生活習慣と認知症 アルツハイマー病予防と睡眠

MedicalPractice23,1210-1212,2006

No.9 朝田 隆：
生活習慣によるアルツハイマー病の予防 運動

CurrentTherapy24,278-282,2006
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No.10 加藤守匡,坂巻裕史,朝田 隆,征矢英昭：
脳機能と運動

体育の科学56,37-41,2006
No.11 河合伸念,朝田 隆：

多剤大量処方からの脱却とperospironeの役割
臨床精神薬理9,2211-2219,2006

No.12 水上勝義：
アルツハイマー型認知症の早期診断

綜合臨牀55(3),527-528,2006
No.13 水上勝義：

前駆期・初期認知症の診断と問題点－良性・悪性健忘からMCIまで－
ProgressinMedicine26(2),369-373,2006

No.14 水上勝義：
アルツハイマー型認知症の初期,その前駆状態を中心に 1.診断基準・疫学など

ModernPhysician26(12),1815-1818,2006

No.15 朝田 隆,堀 孝文：
精神科卒後研修 必修化と後期研修：大学における前期研修と後期研修

総合病院精神医学18,228-234,2006
No.16 朝田 隆,堀 孝文：

初期研修と後期研修：国立大学法人附属病院精神科の立場から
日本精神科病院協会雑誌25,623-628,2006

No.17 谷向 知,飯嶋佳路,小倉宏三,奥村由美子,根本清貴,朝田 隆：
修正型無けいれん性通電療法による躁転･発熱の予防－悪性症候群既往を有する患者の経
験から－

BipolarDisorder4,27-32,2006

No.18 谷向 知,谷向 仁：
夜間徘徊,不穏,昼夜逆転とその対応

老年精神医学雑誌17(12),1303-1309,2006
No.19 谷向 知：

MCIとうつの関連性
GeriatMed44(12),1736-1739,2006

著 書
No.1 奥村由美子,朝田 隆：

Behave-AD（アルツハイマー型認知症行動スケール）
「老年期認知症ナビゲーター」平井俊策監修

メジカルレビュー,東京,62-63,2006
No.2 朝田 隆：

精神障害者のよりよい理解のために：器質性精神障害
「精神障害者の自立をどう支えるか」精神保健福祉普及啓発研究会編

へるす出版,東京,38-43,2006
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No.3 朝田 隆：
前頭側頭型認知症の臨床
「老年医学update2006-07」日本老年医学会雑誌編集委員会編

メジカルビュー,東京,48-54,2006

学会発表
No.1 片野綱大,川西洋一,日高 真,鴨田知博,水上勝義,朝田 隆：

月経前に衝動的入浴を呈し,epinastinehydrochlorideが著効した周期性ACTH-ADH放出症
候群の1例

第76回東京精神医学会（東京）3月,2006
No.2 太刀川弘和,池嶋千秋,谷向 知,朝田 隆,鈴木謙介,松村 明：

小脳AVMの治療後に小脳認知感情症候群（cerebellercognitiveaffectivesyndrome）が疑わ
れた1例

第76回東京精神医学会（東京）3月,2006
No.3 芦澤裕子,太刀川弘和,根本清貴,遠藤 剛,橋本幸紀,田中耕平,石井竜介,石井徳恵,

矢作千春,水上勝義,朝田 隆：
Web精神医療の展開(1)－精神医療ウェブサイトでのアンケート解析から－

第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
No.4 矢作千春,太刀川弘和,根本清貴,橋本幸紀,石井竜介,芦澤裕子,遠藤 剛,田中耕平,

石井徳恵,水上勝義,朝田 隆：
Web精神医療の展開(2)－3rdOpinionを用いたインターネット相談の試み－

第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
No.5 橋本幸紀,太刀川弘和,根本清貴,遠藤 剛,芦澤裕子,田中耕平,石井竜介,石井徳恵,

矢作千春,水上勝義,朝田 隆：
Web精神医療の展開(3)－サイト訪問者精神症状再分類の試み－

第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
No.6 谷向 知,山下典生,児玉千稲,池嶋千秋,佐々木恵美,水上勝義,朝田 隆：

認知性疾患の介入予防に関する研究
第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006

No.7 赤津裕泰,水上勝義,石井 俊,山本孝之,小阪憲司,片桐拓也,内田和彦,朝田 隆：
アルツハイマー病患者における脈絡叢のプロテオーム解析

第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
No.8 石井 俊,水上勝義,片桐拓也,赤津裕泰,朝田 隆,内田和彦：

アルツハイマー病,レビー小体型痴呆症および統合失調症患者剖検脳を用いたディファレ
ンシャルプロテオーム解析

第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
No.9 井出政行,石井 俊,片桐拓也,吉川武男,堀 孝文,水上勝義,内田和彦,朝田 隆：

精神疾患バイオマーカーとしてのリンパ球の可能性についてのプロテオーム解析
第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
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No.10 中村大介,川西洋一,三上隼一郎,谷向 知,太刀川弘和,堀 孝文,水上勝義,朝田 隆：
難治性気分障害に対する継続・維持mECTの試み－入院期間の変化に注目して－

第102回日本精神神経学会（福岡）5月,2006
No.11 水上勝義,石川正憲,岩切雅彦,朝田 隆：

アルツハイマー病におけるparvalbuminおよびcalbindinD28kの免疫組織化学的検討
第47回日本神経病理学会（岡山）5月,2006

No.12 石川正憲,水上勝義,朝田 隆：
統合失調症の前頭前野におけるAkt-1/GSK-3beta伝達系の検討

第47回日本神経病理学会（岡山）5月,2006
No.13 小川良子,本間敏明,関澤清久,水上勝義：

Lewy小体型認知症における高炭酸ガス換気応答の検討
第46回日本呼吸器学会学術講演会（東京）6月,2006

No.14 谷向 知,水上勝義,朝田 隆,宇野正威,山下典生,木村通宏,中野正剛：
若年認知症の疫学的研究

第21回日本老年精神医学会（東京）6月,2006
No.15 水上勝義,畑中公孝,石井映美,茂呂和生,田中芳郎,朝田 隆：

高齢認知症の精神,行動障害に対するバルプロ酸の効果
第21回日本老年精神医学会（東京）6月,2006

No.16 児玉千稲,山下典生,木之下徹,池嶋千秋,谷向 知,朝田 隆：
スクリーニングに使用する記憶検査の予測妥当性の検討－利根町研究－

第21回日本老年精神医学会（東京）6月,2006
No.17 田村昌士,根本清貴,川西洋一,小倉宏三,水上勝義,朝田 隆：

性同一性障害を背景として大うつ病性障害および神経性無食欲症を発症した女性例
第77回東京精神医学会（東京）7月,2006

No.18 水上勝義,佐藤晋爾,畑中公孝,谷向 知,朝田 隆：
アルツハイマー病にみられる抑うつ状態の特徴とSNRIに対する治療反応性について

第3回日本うつ病学会（東京）7月,2006
No.19 石川和宏,根本清貴,堀 孝文,朝田 隆：

Tandospironeにより動揺性の高血圧も改善した過敏性腸症候群の1例
第77回東京精神医学会（東京）7月,2006

No.20 谷向 知,片野綱大,池嶋千秋,田岡謙一,蓮池俊和,福島紘子,渡辺あずさ,水上勝義,

朝田 隆：
妄想性うつ病の治療過程でみられた遂行機能の変化－神経心理学的検査を通して－

第3回日本うつ病学会（東京）7月,2006
No.21 石川正憲,水上勝義,朝田 隆：

統合失調症の前頭前野におけるubiquilinの検討
第28回日本生物学的精神医学会（名古屋）9月,2006

No.22 TakaoT,TachikawaH,KawanishiY,MizukamiK,AsadaT:
AssociationofT3111Cpolymorphismoftheclockgeneandschizophrenia.

第28回日本生物学的精神医学会（名古屋）9月,2006
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No.23 水上勝義,本間敏明,飯嶋佳路,谷向 知,朝田 隆：
レビー小体型認知症における自律神経障害について－特に高炭酸換気応答について－

第28回日本生物学的精神医学会（名古屋）9月,2006
No.24 遠藤憲一,堀 孝文,安部秀三,鈴木利人,朝田 隆：

統合失調症の神経発達障害モデルラットにおける脳内GABAA受容体の変化
第28回日本生物学的精神医学会,第36回日本神経精神薬理学会

第49回日本神経化学会大会合同年会（名古屋）9月,2006
No.25 谷向 知,池嶋千秋,飯嶋佳路,奥村由美子,白川洋子,朝田 隆：

ケアを視野に入れた認知症の入院とその効果について
第7回日本認知症ケア学会（札幌）9月,2006

No.26 TanimukaiS,KinoshitaT,YamashitaF,MizukamiK,AsadaT:
Associationbetweenserumlipidsconcentrationandcognitivefunctionsintheelderly.

The6thannualmeetingofInternationalCollegeofGeriatricPsychoneuropharmacology

(Hiroshima)October,2006

No.27 MizukamiK,IkonomovicMD,IshikawaM,DeKoskyST,AsadaT:
ImmunohistochemicalstudyoftheserotoninreceptorinthehippocampusofAlzheimer’s

disease.

The6thannualmeetingofInternationalCollegeofGeriatricPsychoneuropharmacology

(Hiroshima)October,2006

No.28 IshikawaM,MizukamiK,AsadaT:
Alterationsinubiquilininthepostmortemprefrontalcortexofsubjectswithschizophrenia.

36thAnnualMeetingSocietyforNeuroscience(Atlanta)October,2006

No.29 IdeM,IshiiT,KatagiriT,WatanabeA,YoshikawaT,HoriT,MizukamiK,UchidaK,AsadaT:
Expressionanalysesofthebrainsandlymphocytesinmicewithdifferentprepulseinhibition

phenotypes.

36thAnnualMeetingSocietyforNeuroscience(Atlanta)October,2006

No.30 MizukamiK,IshikawaM,IkonomovicMD,AbrahamsonEE,DeKoskyS,AsadaT:
ImmunohistochemicalstudyofubiquilininthehippocampusofsubjectswithAlzheimer’s

disease.

36thAnnualMeetingSocietyforNeuroscience(Atlanta)October,2006

No.31 遠藤 剛,谷向 知,堀 孝文,水上勝義,朝田 隆：
5-HT3antagonist投与により幻視の改善とともに後頭葉の血流増加を認めたCharlesBonnet
症候群の1例

第16回日本臨床精神神経薬理学会（福岡）10月,2006
No.32 高橋智之,川西洋一,根本清貴,武井 仁,石川和宏,堤 孝太,佐藤まなみ,堀 孝文,

谷向 知,河合伸念,水上勝義,朝田 隆：
気分障害患者に対する両側rTMSの試み

第78回東京精神医学会学術集会（東京）10月,2006
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No.33 片野綱大,川西洋一,日高 真,鴨田知博,水上勝義,朝田 隆：
月経前に衝動的入浴を呈し,epinastinehydrochlorideが著効した周期性ACTH-ADH放出症
候群の1例

第16回日本臨床精神神経薬理学会（福岡）10月,2006
No.34 中村大介,川西洋一,三上隼一郎,玉岡 晃,水上勝義,朝田 隆：

歩行時に顕著なジストニア(actiondystonia)にquetiapineが著効した1例
第16回日本臨床精神神経薬理学会（福岡）10月,2006

No.35 佐々木恵美,黒沢由比子,佐藤 純,堀 正士：
強い抑うつ症状を呈したアスペルガー障害の学生例

第44回全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006
No.36 堀 正士,佐々木恵美：

学生は親しい友人の自殺未遂をどう捉えるか？
第44回全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006

No.37 杉江 征,佐藤 純,松井めぐみ,堀 正士,佐々木恵美,早川けいこ,黒沢由比子,
小川俊樹：
UPI25番からみた大学新入生の自殺念慮の経年変化についての検討

第44回全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006
No.38 佐藤 純,杉江 征,松井めぐみ,堀 正士,佐々木恵美,早川けいこ,黒沢由比子：

大学新入生における入学動機の10年間の傾向と変化
第44回全国大学保健管理研究集会（東京）10月,2006

No.39 谷向 知,飯嶋佳路,白川洋子,池嶋千秋,奥村由美子,水上勝義,朝田 隆：
認知症の精査入院とその効果について

第25回日本認知症学会（広島）10月,2006
No.40 奥村由美子,谷向 知,久世淳子：

認知症介護に携わる専門職が持つ健常・認知症高齢者へのイメージ－BPSDへの負担感と
の関連－

第25回日本認知症学会（広島）10月,2006
No.41 MizukamiK,HommaT,IijimaY,TanimukaiS,AsadaT:

DisturbanceofchemosensitivitytohypercapniainpatientswithDLB.

4thInternationalWorlshoponDLBandPDD(Yokohama)November,2006

No.42 谷向 知,池嶋千秋,玉岡 晃,朝田 隆：
病感が強く精神疾患と鑑別が困難であった前頭側頭葉変性症の1例

第11回日本神経精神学会（神戸）11月,2006
No.43 池嶋千秋,山里道彦,佐藤晋爾,太刀川弘和,水上勝義,谷向 知,朝田 隆：

小脳中部動静脈奇形の治療後に小脳認知感情症候群の合併が疑われた1例
第30回日本高次脳機能障害学会（福岡）11月,2006

No.44 小川良子,本間敏明,水上勝義：
Lewy小体型認知症における呼吸調節異常の検討

第43回日本臨床生理学会総会（福岡）11月,2006
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No.45 井出政行,河合伸念,朝田 隆：
リスペリドン投与中に生じた射精障害のため,内服を中断し症状再燃した統合失調症2例

第28回茨城医学会精神科分科会（第55回茨城精神医学集談会）（茨城）11月,2006
No.46 武井 仁,川西洋一,渥美亜紀子,根本清貴,水上勝義,朝田 隆：

統合失調症との鑑別を要したアスペルガー障害の1例
第28回茨城医学会精神科分科会（第55回茨城精神医学集談会）（茨城）11月,2006

班研究報告
No.1 朝田 隆：

厚生労働科学研究費補助金 長寿科学総合研究事業
「痴呆性疾患の介入予防に関する研究」

平成16年度～平成17年度 総合研究報告書,1-9,2006
No.2 朝田 隆：

厚生労働科学研究費補助金 長寿科学総合研究事業
「痴呆性疾患の介入予防に関する研究」

平成17年度 総括・分担研究報告書,1-6,2006
No.3 堀 正士,塚原照臣：

学生に関わる教職員へのメンタルヘルス支援について－第4分科会まとめ－
メンタルヘルス研究協議会平成17年度報告書,48-49,2006

No.4 堀 正士：
精神機能障害に対する感性応用型の予防・対応システムに関する研究
2)看護職の早期離職予防に関する研究
21世紀COEプログラム「こころを解明する感性科学の推進」

2005年度研究報告書,35-36,2006
No.5 堀 正士：

筑波大学保健管理センターを受診した学生の自殺の特徴について
CampusHealth43(1),83-87,2006

No.6 佐々木恵美,堀 正士,

大学生における初期統合失調症の臨床的特徴
CampusHealth43(1),276,2006

No.7 堀 正士：
アスリートにおける感性について－体育学部学生の精神障害の特徴から考える－
21世紀COEプログラム「こころを解明する感性科学の推進」

2004年度研究報告書,33-36,2006

国際学会でのゲストスピーカー
No.1 AsadaT:

Pharmacologicalmanagementofbehavioralandpsychologicalsymptomsofdementia.

6thInternationalCollegeofGeriatricPsychoneuropharmacology

(Hiroshima)October,2006
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国内学会でのゲストスピーカー
No.1 朝田 隆：

認知症の早期診断へのアプローチ：神経心理学的アプローチ
平成17年度日本神経学会 東海北陸地区生涯教育講演会（名古屋）1月,2006

No.2 朝田 隆：
専門医を目指す人の特別講演5：認知症とくにアルツハイマー病の診断とその対応

第102回日本精神神経学会総会 教育講演（福岡）5月,2006
No.3 谷向 知：

MCIの予防について
第102回日本精神神経学会 教育セミナー（福岡）5月,2006

No.4 谷向 知：
認知症診療の現状と課題

第26回日本医療社会事業学会 ランチョンセミナー（つくば）5月,2006
No.5 水上勝義：

認知症の精神症状や行動障害に対する抑肝散の効果について
第21回日本老年精神医学会学術集会 ランチョンセミナー（東京）6月,2006

No.6 朝田 隆：
認知症の病態と治療薬の開発：認知症治療薬の現状と将来：アルツハイマー病を中心に

第16回日本臨床精神薬理学会 シンポジウム（北九州）10月,2006
No.7 朝田 隆：

器質性幻覚・妄想：老年期の幻覚
第11回日本神経精神医学会 シンポジウム（神戸）11月,2006

No.8 朝田 隆：
うつ病と認知症の接点

第19回日本総合病院精神医学会総会 セミナー（宇都宮）12月,2006

講演会その他
No.1 水上勝義：

もの忘れ外来
Health&Life14-15,2月,2006

No.2 水上勝義：
認知症／アルツハイマー病とその予防

第12回県民のための健康管理講座（つくば）2月,2006
No.3 川西洋一：

ひきこもりの理解と援助について
鉾田保健所,2月,2006

No.4 川西洋一：
ひきこもりを知る～正しい知識と家族ができること～

日立保健所,2月,2006
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No.5 堀 正士：
職場のメンタルヘルス

日立マクセル（株）開発本部（谷和原）3月,2006
No.6 谷向 知：

前頭側頭葉変性症の臨床と介入－アルツハイマー病と比較して－
第128回つくばブレインサイエンスセミナー（つくば）3月,2006

No.7 谷向 知：
MCIとうつの関連性

第4回ROD研究会（東京）3月,2006
No.8 谷向 知：

こんな症状があるとあやしい！－認知症の早期診断のために－
阿賀北クリニカルカンファレンス（新潟）3月,2006

No.9 佐々木恵美,朝田 隆：
茨城県利根町研究の結果から－ADへのコンバージョンとMCIコホートの形成を考察す
る－

アルツハイマー病研究会 第7回学術シンポジウム（東京）4月,2006
No.10 河合伸念：

抗精神病薬の多剤併用大量療法から非定型抗精神病薬への切り替えの経験
福岡県統合失調症に関する学術講演会（福岡）5月,2006

No.11 堀 正士：
職場のメンタルヘルス

日立マクセル（株）講演会（つくばみらい）6月,2006
No.12 佐々木恵美：

心の健康管理
東京精機（神立）6月,2006

No.13 河合伸念：
1民間病院における抗精神病薬の多剤大量処方から非定型単剤処方への切り替えの試み

第8回埼玉東部精神医療フォーラム（埼玉）6月,2006
No.14 堀 正士：

メンタルヘルス
農業・食品産業技術総合研究機構（つくば）6月,7月,8月,2006

No.15 堀 孝文：
抗うつ薬の使い分け

明治製菓（株）社内講演会（土浦）7月,2006
No.16 河合伸念：

地域における精神保健・医療・福祉のネットワークについて
平成18年度鹿行精神保健・医療・福祉ネットワーク機構研修会,7月,2006

No.17 谷向 知：
高齢者虐待－精神科・認知症専門医の立場から－

第21回県南医療福祉連携交流会シンポジウム（かすみがうら）7月,2006
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No.18 谷向 知：
前頭側頭葉変性症の症例

第2回若年認知障害背景疾患研究会（東京）7月,2006
No.19 谷向 知：

認知症とは何か？
茨城県グループホーム協会新人研修会（美野里）7月,2006

No.20 河合伸念：
多剤大量療法からの脱却

第2回CNS倶楽部,8月,2006
No.21 水上勝義：

茨城県認知症介護アドバイザー養成研修会
茨城県庁（水戸）9月,2006

No.22 堀 正士：
職場のメンタルヘルス

平成18年度筑波大学主任級職員研修（つくば）9月,2006
No.23 河合伸念：

多剤併用大量療法から非定型抗精神病薬への切り替えの経験
北東北AAPフォーラム,9月,2006

No.24 谷向 知：
認知症に気づく－診療と鑑別のポイント－

真壁医師会桜川支部学術講演会（桜川）9月,2006
No.25 河合伸念：

「社会的引きこもり」と心の病・障害との関連について
ひきこもり家族教室 龍ヶ崎保健所,10月,2006

No.26 河合伸念：
多剤併用大量療法から非定型抗精神病薬への切り替えの経験

北信精神科診療所医会,10月,2006
No.27 河合伸念：

統合失調症の病態と治療
茨城県南薬剤師会,10月,2006

No.28 谷向 知：
認知症における周辺症状への実際の対応と限界

長野痴呆性疾患研究会（長野）10月,2006
No.29 谷向 知：

定年後のこころの健康－認知症予防は運動,栄養,昼寝？－
成田市メンタルフェスタ特別講演会（成田）10月,2006

No.30 水上勝義：
認知症／アルツハイマー病とその予防

県民のための健康管理講座（水戸）11月,2006
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No.31 谷向 知：
日常診療に役立つ認知症の簡易診断・鑑別

真壁郡医師会下妻支部学術講演会（下妻）11月,2006
No.32 谷向 知：

認知症になったら何ができるか？－当事者,家族,福祉,医療の立場から－
八戸もの忘れフォーラム2006（八戸）12月,2006

No.33 谷向 知：
認知症,アルツハイマー病とその予防

第15回県民のための健康管理講座（ひたちなか）12月,2006
No.34 谷向 知：

地域高齢者の認知機能－利根プロジェクトから得られた知見－
愛媛大学大学院脳とこころの医学医局特別セミナー（東温）12月,2006

No.35 堀 正士：
「五月病」再考

つくばスチューデンツ 572号,5,2006
No.36 堀 正士：

最近の大学院生のメンタルヘルス事情
紫峰会報 第99号,2006
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小児科学グループ（2006年）

原 著
No.1 KanemotoN,KanemotoK,NishimuraG,KamodaT,VisserR,ShimokawaO,MatsumotoN:

NevosyndromewithanNSD1deletion:AvariantofSotossyndrome?

AmJMedGenetA140(1),70-73,2006

No.2 KamodaT,SaitohH,InudohM,MiyazakiK,MatsuiA:
TheserumlevelsofproinsulinandtheirrelationshipwithIGFBP-1inobesechildren.

DiabObesMetab8(2),192-196,2006

No.3 TsunekawaK,OnigataK,MorimuraT,KasaharaT,NishiyamaS,KamodaT,MoriM,
MorikawaA,MurakamiM:

Identificationandfunctionalanalysisofnovelinactivatingthyrotropinreceptormutationsin

patientswiththyrotropinresistance.

Thyroid16(5),471-479,2006

No.4 NishikawaM,MizutaniT,NakaoT,KamodaT,TakahashiS,ToyookaH:
RespiratoryfailureduetomorbidobesityinapatientwithPrader-Willisyndrome:an

experienceoflong-termmechanicalventilation.

JAnesth20(4),300-303,2006

No.5 SatoM,HiramatsuY,NomaM,Takahashi-IgariM,HorigomeH,SakakibaraY:
Replacementofthecommonatrioventricularvalvewithfloatingannuloplastyinapatient

withuniventricularphysiology.

JpnJThoracCardiovasSurg54,85-87,2006

No.6 KatayamaY,HorigomeH,MurakamiT,Takahashi-IgariM,MiyataD,TanakaK:
Evaluationofbloodrheologyinpatientswithcyanoticcongenitalheartdiseaseusinga

microchannelarrayflowanalyzer.

ClinHemorheolMicrocirc35(4),499-508,2006

No.7 KanemotoN,HorigomeH,NakayamaJ,IchidaF,XingY,BuonadonnaAL,KanemotoK,
GentileM:

Interstitial1q43-q43deletionwithleftventricularnoncompactionmyocardium.

EurJMedGenet49(3),247-253,2006

No.8 HiramatsuY,NomaM,HorigomeH,Takahashi-IgariM,SakakibaraY:
BiventricularrepairofEbstein’sanomalywithpulmonaryatresiainalow birthweight

neonate.

JCardSurg21(4),421-422,2006

No.9 HorigomeH,IwasakiN,AnnoI,KurachiS,KurachiK:
Magnetic resonance imaging ofthe brain and hematologic profile in adultcyanotic

congenitalheartdiseasewithoutstroke.

Heart92(2),263-265,2006
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No.10 HorigomeH,OgataK,KandoriA,MiyashitaT,Takahashi-IgariM,ChenY,HamadaH,
TsukadaK:

StandardizationofthePQRSTwaveform andanalysisofarrhythmiasinthefetususing

vectormagnetocardiography.

PediatrRes59(1),121-125,2006

No.11 IkedaA,HiramatsuY,HorigomeH,HoriT,NomaM,SakakibaraY:
ApitfallinligationofintrahepaticshuntingafterFontantypeoperation.

AsianThoracCardiovascAnn14(1),e6-8,2006

No.12 UedaI,KurokawaY,KoikeK,ItoS,SakataA,MatsumoraT,FukushimaT,MorimotoA,
IshiiE,ImashukuS:

Late-onsetCasesofFamilialhemophagocyticlymphohistiocytosiswithmissensePerforin

GeneMutations.

AJHematol82,427-432,2006

No.13 SuzukiR,YoshikawaT,IhiraM,EnomotoY,InagakiS,MatsumotoK,KatoK,KudoK,
KojimaS,AsanoY:

Developmentoftheloop-mediatedisothermalamplificationmethodforrapiddetectionof

cytomegalovirusDNA.

JVirolMethods132(1-2),216-221,2006

No.14 LiangJ,YagasakiH,KamachiY,HamaA,MatsumotoK,KatoK,KudoK,KojimaS:
MutationsintelomerasecatalyticproteininJapanesechildrenwithaplasticanemia.

Haematologica91(5),656-658,2006

No.15 YamamotoT,IsomuraM,XuY,LiangJ,YagasakiH,KamachiY,KudoK,KiyoiH,NaoeT,
KojmaS:

PTPN11,RASandFLT3mutationsinchildhoodacutelymphoblasticleukemia.

LeukRes30(9),1085-1089,2006

No.16 KoikeS,Keino-MasuK,OhtoT,MasuM:
TheN-terminalhydrophobicsequenceofautotaxin(ENPP2)functionsasasignalpeptide.

GenesCells11(2),133-142,2006

No.17 須磨崎亮：
転写因子Hes1による膵臓幹細胞の分化制御と糖尿病の発症

上原記念生命科学財団研究報告書20,338-340,2006
No.18 岩崎陽子,鴨田知博,滝沢文彦,小野敏明,大久保久美子,松井 陽：

ジアゾキサイドおよびコーンスターチの併用療法を行っている乳児持続性高インスリン血
症性低血糖（PHHI）の1例

ホルモンと臨床54(11),1037-1041,2006
No.19 福島 敬,庄司一子,徳田克己,中嶋玲子,清水崇史,杉本希映,金城やす子,佐藤 純,

杉江 征,福田 弘：
ライフスタイルの変化と医療現場での対応 子どもが骨髄ドナーになる際の心理的・教育
学的課題を中心に

Nurseeye19(2),16-29,2006
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No.20 中尾朋平,清水崇史,福島 敬,榎本有希,高野晋吾,阿武 泉,菅原信二,大原 潔,
松井 陽：

網膜芽細胞腫に続発し2回の自家骨髄移植併用大量化学療法が有効であった髄膜播種を伴
う松果体芽腫1例

小児がん43(4)736-741,2006
No.21 中尾朋平,福島 敬,清水崇史,松永真紀,斉藤貴志,宮田大揮,菊地 斉,斉藤 誠,

吉松昌司,一戸美佳,杉浦正俊,金子道夫,松井 陽：
Granulocytecolonystimulatingfactor(G-CSF)動員ヒドロキシエチルでんぷん(HES)非使
用採取法による同種顆粒球輸血の安全性と有効性について

小児がん43(4)725-729,2006
No.22 野末裕紀,田中竜太,今井博則,青木 健,市川邦男：

小児自己免疫性溶連菌関連性精神神経障害と考えられた1男児例
日本小児科学会雑110(1),56-58,2006

総 説
No.1 須磨崎亮：

糖尿病 基礎分野での進歩 膵β細胞の増殖・分化と再生
糖尿病・代謝・内分泌,31-37,2006

No.2 須磨崎亮：
Notchシグナル異常と発生異常 先天性疾患から学ぶ発生の秘密

医学あゆみ217(12),1077-1081,2006
No.3 須磨崎亮：

消化器 肝内胆管減少症,進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
小児科診療69増刊,624-627,2006

No.4 須磨崎亮：
消化器疾患 家族性肝内胆汁うっ滞症候群

小児内科38増刊,418-419,2006
No.5 須磨崎亮：

肝機能検査 色素排泄試験
小児内科8,1339-1341,2006

No.6 堀米仁志：
二次性QT延長-中枢神経疾患．QT延長症候群患児の管理基準に関する研究委員会
報告（吉永正夫,長嶋正実,新村一郎,柴田利満編）

日本小児循環器学会雑誌22,50-51,2006
No.7 堀米仁志：

房室中隔欠損症
小児の治療指針,小児科診療増刊号 69suppl,357-361,2006

No.8 泉田直己,堀米仁志：
小児Brugada様心電図例の生活管理基準作成に関する研究委員会,最終報告書

日本小児循環器学会雑誌22(6),687-696,2006
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No.9 宮本朋幸,堀米仁志：
日常診療に役立つ最新の薬物治療と副作用対策,循環器系薬

小児科 47(5),775-781,2006

No.10 工藤豊一郎,松井 陽：
消化器疾患 慢性肝炎

小児内科38増刊,410-411,2006
No.11 尾池文隆,江川裕人,羽賀博典,工藤豊一郎：

【ヘルペスウイルス学 基礎・臨床研究の進歩】
γヘルペスウイルス-EBウイルス(EBV)とカポジ肉腫関連ヘルペスウイルス(KSHV)
γヘルペスウイルス感染症 移植後リンパ増殖性疾患（解説／特集）

日本臨床64巻増刊3,39-646,2006
No.12 福島 敬：

血液・造血器疾患 血球貪食性リンパ組織球症
－小児疾患の診断治療基準

小児内科38増刊,556-557,2006
No.13 福島 敬,七野浩之,熊谷昌明：

神経芽腫
癌と化学療法34(2),167-174,2006

No.14 大戸達之,加我牧子：
言葉の遅れ 小児疾患の診断治療基準

小児内科38増刊,51-52,2006

著 書
No.1 鴨田知博：

低ALP血症,ホモシスチン尿症,コンラジ症候群,21水酸化酵素欠損症,リジン蛋白不
耐症

黒川 清編,南山堂医学大辞典19,2006
No.2 堀米仁志：

川崎病
南山堂 医学大辞典 第19版（東京）,2006

No.3 稲垣真澄,大戸達之：
自閉症の顔認知に関する研究最前線
医師のための発達障害児・者診断治療ガイド

診断と治療社,88-92,2006

学会発表
No.1 宮田大揮,堀米仁志,高橋実穂,岩崎陽子,村上 卓,松井 陽：

Sildenafil投与によりepoprostenol持続静注療法から離脱できた両大血管右室起始症術後肺
高血圧の1例

第12回日本小児肺循環研究会（東京）2月,2006
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No.2 堀米仁志 ,宮田大揮 ,雪竹義也 ,高橋実穂 ,松井 陽 ,岩下寛子 ,濱田洋実 ,野間美緒 ,
平松祐司：
2:1房室ブロックを伴う先天性QT延長症候群

第12回日本胎児心臓病研究会（軽井沢）2月,2006
No.3 高橋実穂,堀米仁志,岩崎陽子,宮田大揮,濱田洋実,藤木 豊,小畠真奈,平松祐司,

野間美緒,松井 陽：
胎児診断された単心室6例の経過と予後

第12回日本胎児心臓病研究会（軽井沢）2月,2006
No.4 神鳥明彦,宮下 豪,塚田啓二,細野剛良,宮下 進,千葉喜英,堀米仁志：

胎児心磁図を用いた胎児頻拍性不整脈の解析
第12回日本胎児心臓病研究会（軽井沢）2月,2006

No.5 神鳥明彦,宮下 豪,塚田啓二,細野剛良,宮下 進,千葉喜英,堀米仁志：
胎児心磁図を用いた胎児QT延長症候群におけるQT終末部同定法

第12回日本胎児心臓病研究会（軽井沢）2月,2006
No.6 清水崇史,福島 敬,松井 陽,大津 真,大越 靖,小野寺雅史,小池和俊,土田昌宏,

加藤俊一：
移植後の再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法臨床研究

第82回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）2月,2006
No.7 石踊 巧,岩崎陽子,堀米仁志,高橋実穂,松井 陽,松田恭寿,吉川英樹,田中裕治,

吉永正夫：
学校心臓検診で発見されたAndersen症候群の2例

第82回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）2月,2006
No.8 宇野由利子,福島 敬,高橋実穂,清水崇史,松井 陽,小畑文也：

小児病棟ボランティア活動について
－ボランティア本人の意識と病棟の対応に関する実態調査（第一報）

第82回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）2月,2006
No.9 片野綱大,川西洋一,日高 真,鴨田知博,水上勝義,朝田 隆：

月経前に衝動的入浴を呈し,epinastinehydrochlorideが著効した周期性ACTH-ADH放出症
候群の1例

第76回東京精神医学会学術集会（東京）3月,2006
No.10 田中竜太,齊藤貴志,向田壮一,大戸達之,松井 陽,岩崎信明：

全前脳胞症と外科治療
第44回日本小児神経学会関東地方会（つくば）3月,2006

No.11 須磨崎亮,松井 陽：
Alagille症候群から学んだこと 先天異常は発生の秘密を学ぶ鍵である

第109回日本小児科学会学術集会（金沢）4月,2006
No.12 清水崇史,福島 敬,松井 陽,大津 真,大越 靖,小野寺雅史,小池和俊,土田昌宏,

加藤俊一：
移植後の再発白血病に対するHSV-TK遺伝子ドナーリンパ球輸注療法臨床研究

第109回日本小児科学会学術集会（金沢）4月,2006
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No.13 野末裕紀,鴨田知博,松井 陽：
成長ホルモン補充療法中の低身長小児における血中レジスチン値の検討

第109回日本小児科学会学術集会（金沢）4月,2006
No.14 宮本信也,絹笠英世,岩崎信明,田中竜太,宮島 祐：

ADHD児保護者の医療ニーズの検討 保護者ニーズを配慮したガイドライン作成に向け
て

第109回日本小児科学会学術集会（金沢）4月,2006
No.15 榎本有希,清水崇史,福島 敬,中嶋玲子,岩崎陽子,須磨崎亮,南木 融,松井 陽：

リアルタイムPCR法を用いた自家造血幹細胞移植時のウイルスモニタリング
第109回日本小児科学会学術集会（金沢）4月,2006

No.16 杉江 征,福島 敬,佐藤 純,高橋実穂,清水崇史,松井 陽：
高度先進医療機関における小児科医労務管理の必要性

第109回日本小児科学会学術集会（金沢）4月,2006
No.17 須磨崎亮,長谷川誠,工藤豊一郎,松井 陽：

筑波大学における小児劇症肝炎11例の後方視的検討
第42回肝臓学会（京都）5月,2006

No.18 堀米仁志：
出生前診断における胎児心磁図の有用性と保険適応獲得へ向けて シンポジウム－心磁
図－

第21回日本生体磁気学会大会（東京）6月,2006
No.19 吉松昌司,藤山 聡,加藤啓輔,長谷川誠,室伏 航,斉藤貴志,田中竜太,高橋元秀,

松井 陽：
完全治癒し得た破傷風乳児例

第20回日本小児救急医学会（つくば）6月,2006
No.20 西村 一,田中竜太,高橋孝治,齊藤貴志,大戸達之,江橋正浩,柏木玲一,森山伸子,

松井 陽：
筋力低下を伴わない慢性進行性外眼筋麻痺の1例

第83回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）6月,2006
No.21 日高大介,西村 一,中嶋玲子,岩崎陽子,福島 敬,清水崇史,松井 陽：

中枢神経徴候が初発症状であった急性白血病の3例
第83回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）,6月,2006

No.22 中尾朋平,福島 敬,清水崇史,中嶋玲子,岩崎陽子,齊藤貴志,宮田大樹,加藤愛章,
平井みさ子,菅原信二,大原 潔,高野晋吾,金子道夫,松井 陽：

平成13～17年度の筑波大学小児科における小児悪性腫瘍に対する集合的治療
第83回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）6月,2006

No.23 加藤愛章,堀米仁志,金井 雄,岩崎陽子,高橋実穂,松井 陽,吉田健太郎,田上和幸,
青沼和隆：

小児科領域の頻拍性不整脈に対するカテーテルアブレーションの経験
第83回日本小児科学会茨城県地方会（つくば）6月,2006
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No.24 齋藤貴志,田中竜太,大戸達之,岩崎信明,松井 陽：
全前脳胞症患者に合併したてんかんの検討

第48回日本小児神経学会（東京）6月,2006
No.25 村上 卓,堀米仁志,高橋実穂,宮田大揮,松井 陽,野間美緒,平松 司：

チアノーゼ性先天性心疾患患者における血液流動性を規定する因子に関する検討
第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006

No.26 高橋実穂 ,堀米仁志 ,岩崎陽子 ,加藤愛章 ,宮田大揮 ,村上 卓 ,杉浦正俊 ,宮園弥生 ,

濱田洋実,藤木 豊,松井 陽：
胎児期に心外奇形と心奇形を診断することの意義

第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006
No.27 宮本朋幸,堀米仁志,高橋実穂,村上 卓,岩崎陽子,康井制洋,松井 陽：

ファロー四徴症術後症例の運動耐用能に対する末梢肺動脈狭窄の影響の検討
第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006

No.28 堀米仁志,岩崎陽子,中尾朋平,宮田大揮,加藤愛章,村上 卓,高橋実穂,松井 陽,

塩野淳子,磯部剛志：
小児期の好酸球増加症に合併する虚血性心疾患・致死的不整脈

第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006
No.29 宮田大揮,高橋実穂,堀米仁志,福島 敬,清水崇史,松井 陽,瓜田泰久,平井みさ子,

金子道夫,八巻重雄：
化学療法に伴い致死的な肺血管病変を発症した悪性腫瘍の2小児例

第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006
No.30 野間美緒,平松祐司,堀米仁志,高橋実穂,榊原 謙,厚美直孝：

心内膜スクリューイン型双極ペーシングリードを心外膜心房リードとして用いた4例
第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006

No.31 杉森治彦,平松祐司,野間美緒,加藤秀之,佐藤真剛,高橋実穂,堀米仁志,榊原 謙：
Extendedaorticarchanastomosis.

第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006
No.32 宮田大揮,堀米仁志,高橋実穂,村上 卓,岩崎陽子,室伏 航,平松祐司,野間美緒,

八巻重雄,松井 陽：
先天性心疾患に伴う肺高血圧に対してbosentanを投与した2例

第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006
No.33 加藤秀之,平松祐司,野間美緒,高橋実穂,堀米仁志,阿部正一,榊原 謙：

SubarterialVSD閉鎖術の至適時期と手技についての一考察
第42回日本小児循環器学会（名古屋）7月,2006

No.34 室伏 航,榎本有希,中尾 厚,宮園弥生,杉浦正俊,工藤豊一郎,小畠真奈,濱田洋美,
井上成一朗,金子道夫,松井 陽：

当院における先天性サイトメガロウイルス感染症のガンシクロビル治療と長期予後
第42回日本周産期・新生児医学会（宮崎）7月,2006
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No.35 榎本有希,中尾 厚,宮園弥生,杉浦正俊,小畠真奈,濱田洋美,井上成一朗,金子道夫,
松井 陽：

特徴的な十二指腸閉鎖に声門下狭窄を合併したAlveolarcapillarydysplasiaの1例
第42回日本周産期・新生児医学会（宮崎）7月,2006

No.36 HorigomeH,HosonoT,KandoriA,WatanabeY,TanakaK,TsukadaK:
PrenataldiagnosisofcongenitallongQTsyndromeusingmagnetocardiography.

15thInternationalConferenceonBiomagnetism(BIOMAG2006)(Vancouver,Canada)8月,2006
No.37 KandoriA,OgataK,HorigomeH,HosonoT,MiyashitaT,TsukadaK,WatanabeY,TanakaK,

OkaY:

StandardizationoftimeintervalusingnormalcomponentofFMCGsignals.

15thInternationalConferenceonBiomagnetism(BIOMAG2006)(Vancouver,Canada)8月,2006
No.38 野末裕紀,鴨田知博,松井 陽：

1型糖尿病発症時における血中レジスチン値の検討
第40回日本小児内分泌学会（浜松）9月,2006

No.39 齋籐 誠,鴨田知博,西村一記,野末裕紀,松井 陽：
早産児におけるadiponectin値の検討

第40回日本小児内分泌学会（浜松）9月,2006
No.40 田中竜太,斎藤貴志,向田壮一,大戸達之,岩崎信明,松井 陽：

Tacrolimusが有効であったステロイド依存性重症筋無力症の1例
第45回日本小児神経学会関東地方会（東京）9月,2006

No.41 田中竜太,大戸達之,齊藤貴志,岩崎信明,松井 陽：
若年型Huntington病におけるてんかん臨床像と脳波所見の推移

第40回日本てんかん学会,（金沢）9月,2006
No.42 小野寺雅史,金子 新,大越 靖,大津 真,長谷川雄一,小島 寛,清水崇史,福島 敬,

須磨崎亮,松井 陽,中内啓光,長澤俊郎：
同種造血幹細胞移植後の再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法

第65回日本癌学会総会（横浜）9月,2006
No.43 清水崇史,福島 敬,須磨崎亮,中嶋玲子,加藤愛章,大越 靖,小野寺雅史,金子 新,

大津 真,根本範子,南木 融,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,小林千恵,小池和俊,
土田昌宏,松井 陽,中内啓光,加藤俊一,長澤俊郎：

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療
法 小児例の臨床経過

第68回日本血液学会 第48回日本臨床血液学会合同開催（福岡）10月,2006
No.44 室伏 航,福島 敬,清水崇史,中嶋玲子,中尾朋平,南木 融,大木圭子,鈴川和己,

松井 陽：
白血病の経過観察における末梢血WT-1およびキメラmRNA定量の意義について

第68回日本血液学会 第48回日本臨床血液学会合同開催（福岡）10月,2006
No.45 中嶋玲子,中尾朋平,清水崇史,南木 融,大木圭子,鈴川和巳,福島 敬,松井 陽：

小児白血病患者での診断時骨髄検査におけるWT1遺伝子発現量とその他の予後規定因子
との関連

第68回日本血液学会 第48回日本臨床血液学会合同開催（福岡）10月,2006
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No.46 大越 靖,金子 新,小野寺雅史,大津 真,南木 融,根本範子,越野繭子,鈴木幸恵,
工藤大輔,町野孝幸,小原 直,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,清水崇史,福島 敬,

須磨崎亮,松井 陽,大橋一輝,秋山秀樹,坂巻 壽,小池和俊,土田昌宏,加藤俊一,
BoniniChiara,BordignonClaudio,中内啓光,長澤俊郎：

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療
法 成人3症例の臨床経過

第68回日本血液学会 第48回日本臨床血液学会合同開催（福岡）10月,2006
No.47 岩崎陽子,堀米仁志,高橋実穂,加藤愛章,松井 陽：

両側冠動脈のびまん性拡張を認めたLEOPARD症候群の1例
第15回関東小児心筋疾患研究会（東京）10月,2006

No.48 堀米仁志,石川康宏,塩野淳子,吉永正夫：
独立成分分析を用いた先天性QT延長症候群,アンデルセン症候群のT波の解析

第11回日本小児心電学研究会（鹿児島）11月,2006
No.49 加藤愛章,堀米仁志,高橋実穂,岩崎陽子,松井 陽,田上和幸,吉田健太郎,青沼和隆：

心房細動に対し電気的肺静脈・上大静脈隔離術を施行した左室心筋緻密化障害の一例
第11回日本小児心電学研究会（鹿児島）11月,2006

No.50 田 直子,福島 敬,加藤愛章,清水崇史,松井 陽：
臨床実践的個別治療が奏功した急性ITPの3例

第48回日本小児血液学会（大阪）11月,2006
No.51 中嶋玲子,中尾朋平,清水崇史,福島 敬,松井 陽：

小児がん患者のトータルヒューマンケア実践研究（第4報）
第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006

No.52 中尾朋平,福島 敬,清水崇史,中嶋玲子,室伏 航,南木 融,大木圭子,鈴川和己,
松井 陽：

小児固形腫瘍の経過観察における末梢血WT-1定量の意義について
第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006

No.53 平井みさ子,金子道夫,福島 敬,高橋実穂,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,工藤寿美,
渡邊美穂,星野論子：

肝芽腫難治症例における4th.CR獲得 CPT-11,陽子線治療,ラジオ波焼灼,外科治療の役
割と評価

第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006
No.54 平井みさ子,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,渡邊美穂,星野論子,福島 敬,

高橋実穂,松枝 清,橋本孝之：
肺・胸膜・肝内転移を繰り返し,腎障害・心筋障害も来たした,2002年登録肝芽腫難治症
例における治療経過（続報）CPT-11,陽子線照射,ラジオ波焼灼(RFA)の効果

第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006
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No.55 平井みさ子,金子道夫,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂,星野論子,
福島 敬,高橋実穂：

肝内・肝外に転移再発を繰り返す肝芽腫難治症例における,CPT-11の治療効果
第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006

No.56 工藤寿子,濱 麻人,小島勢二,別所文雄,角南勝介,小林尚明,多和昭雄,月本一郎：
AML99登録例におけるモザイクダウン症候群3症例の検討

第48回日本小児血液学会（大阪）11月,2006
No.57 日高大介,中尾 厚,宮園弥生,高橋実穂,堀米仁志,松井 陽,小畠真奈,濱田洋実：

胎児診断と早期娩出により集中治療をまぬがれた動脈管早期閉鎖の1例
第84回日本小児科学会茨城地方会（水戸）12月,2006

No.58 金井 雄,岩崎陽子,工藤豊一郎,堀米仁志,仁井純子,高橋実穂,鴨田知博,須磨崎亮,

松井 陽：
高ガラクトース血症をきっかけに発見された門脈大静脈短絡

第84回日本小児科学会茨城地方会（水戸）12月,2006
No.59 FukushimaT,ShimizuT,SumazakiR,KudoT,NakaoS,YoshimatsuS,NakajimaR,NakaoT,

MatsuiA,NannmokuT,OkiK:
Symptomaticandnon-SymptomaticincreaseofgenomicDNAofcytomegalovirusandEB

virusinbloodduringtreatmentofmalignantdiseasesinchildren

2ndCongressofAsianSocietyforPediatricResarch,(Yokohama)12月,2006
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産婦人科グループ（2006年）

原 著
No.1 HirokoShiina,TakahiroMatsumoto,TakashiSato,KatsuhideIgarashi,JunkoMiyamoto,

SayuriTakemasa,MatomoSakari,IchiroTakada,TakashiNakamura,DanielMetzger,

PierreChambon,JunKanno,HiroyukiYoshikawa,ShigeakiKat:
Prematureovarianfailureinandrogenreceptor-defficientmice

PNAS103(1),224-229,2006

No.2 YumikoOishiTanaka,KazumiYamada,AkinoriOki,HiroyukiYoshikawa,ManabuMinami:
MRfindingsofsmallroundcelltumorsoftheovary:Areportof5caseswithliterature

review.

JournalofComputerAssistedTomography.30(1),12-17,2006

No.3 HidekiWatanabe,HiromiHamada,YutakaFujiki,SawakoTakeuchi,KuniUrushigawa,
HiroyukiYoshikawa:
Thirdnervepalsyandserousretinaldetachmentwithpreeclampsia.

HypertensioninPregnancy25(1),33-35,2006

No.4 HitoshiHorigome,KuniomiOgata,AkihikoKandori,TsuyoshiMiyashita,MihoTakahashi-Igari,
Yang-JenChen,HiromiHamada,KeijiTsukada:

StandardizationofthePQRSTwaveform andanalysisofarrhythmiasinthefetususing

vectormagnetocardiography.

PediatricResearch59(1),121-125,2006

No.5 SeiichiroMori,SaoriOzaki,ToshiharuYasugi,HiroyukiYoshikawa,YujiTaketani,
TadahitoKanda:

Inhibitorycis-element-mediateddecayofhumanpapillomavirustype16L1-transcriptin

undifferentiatedcells.

MollecularCellBiochemistry288(1-2),47-57,2006

No.6 KojiMatsumoto,ToshiharuYasugi,AkinoriOki,TakumaFujii,ChisatoNagata,SoueiSekiya,
HiroshiHoshiai,YujiTaketani,TadahitoKanda,TakashiKawana,HiroyukiYoshikawa:

IgGantibodiestoHPV16,52,58and6L1-capsidsandspontaneousregressionofcervical

intraepithelialneoplasia.

CancerLetter231(2),309-313,2006

No.7 KazumiYamada,JunkoKano,HajimeTsunoda,HiroyukiYoshikawa,ChigusaOkubo,
TadashiIshiyama,MasayukiNoguchi:
Phenotypiccharacterizationofendometrialstromalsarcomaoftheuterus

CancerScience97(2),106-112,2006

No.8 Y.Matsumoto,S.Nakagawa,T.Yano,S.Takizawa,K.Nagawaka,K.Nakagawa,T.Minaguchi,

O.Wada,H.Oishi,K.Matsumoto,T.Yasugi,T.Kanda,J.M.Huibregtse,Y.Taketani:
Involvement of a cellular ubiquitin-protein ligase E6AP in the ubiquitin-mediated

degradationofextensivesubstratesofhigh-riskhumanpapillomavirusE6.

JournalofMedicalVirology78,501-507,2006
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No.9 ScottJ.Weissman,SujayChattopadhyay,PavelAprikian,ManaObata-Yasuoka,
YuliyaYarova-Yarovaya,AnnStapleton,WilliamBa-Thein,DanielDykhuizen,

JamesR.Johnson,EvgeniV.Sokurenko

Clonalanalysis reveals high rate of structuralmutations in fimbrialadhesins of

extraintestinalpathoqenicEscherichiacoli.

MolecularMicrobiology59(3),975-988,2006

No.10 M Sakon,YMaehara,HiroyukiYoshikawa,HAkaza:
Incidenceofvenousthromboembolism followingmajorabdominalsurgery:amulti-center,

prospectiveepidemiologicalstudyinJapan.

JournalofThrombosisandHaemostasis4(3),581-586,2006

No.11 KiyoshiOhara,AkinoriOki,Yumiko OishiTanaka,Kayoko Onishi,NobuyoshiFukumitsu,
TakayukiHashimoto,ToyomiSatoh,HajimeTsunoda,MasaharuHata,ShinjiSugahara,
KoichiTokuuye,YasuyukiAkine,HiroyukiYoshikawa:
Earlydeterminationofuterinecervicalsquamouscellcarcinomaradioresponseidentifieshigh-

andlow-responsetumors.

InternationalJournalofRadiationOncologyBiologyPhysics64(4),1179-1182,2006

No.12 TsuyoshiOgura,HiroakiMizukami,JunMimuro,SeijiMadoiwa,TakashiOkada,

TakashiMatsushita,MasashiUrabe,AkihiroKume,HiromiHamada,HiroyukiYoshikawa,
YoichiSakata,KeiyaOzawa:

UtilityofintraperitonealadministrationasarouteofAAV serotype5vector-mediated

neonatalgenetransfer.

JournalofGeneMedicine8(8),990-997,2006

No.13 ShihoMiura,KojiMatsumoto,AkinoriOki,ToyomiSatoh,HajimeTsunoda,TosohiharuYasugi,
HiroyukiYoshikawa:

DoweneedadifferentstrategyforHPVscreeningandvaccinationinEastAsia?

InternationalJournalofCancer119(11),2713-2715,2006

No.14 小畠真奈,濱田洋実,中村優子,兒玉 理,中尾砂理,竹島絹子,吉川裕之：
クリニカルカンファレンス周産期「大動脈炎症候群合併妊娠の三例」

日本産科婦人科学会関東連合地方部会会報43(4),429-440,2006
No.15 沖 明典：

コホート研究に基づくCIN1/2の管理方針と高危険群の抽出
日本産科婦人科学会雑誌58(11),1739-1744,2006

総 説
No.1 吉川裕之：

診療の基本EBM・ガイドライン
日本産科婦人科学会雑誌58(1),N3-N7,2006

No.2 新村眞人,広瀬祟興,吉川裕之：
「尖圭コンジローマ－その他の性器ヒト乳頭腫ウィルス感染症を含む－」

日本性感染症学会誌17(1),48-50,2006
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No.3 吉川裕之：
子宮頸癌発生に関する疫学研究のoverview

産科と婦人科73(2),160-167,2006
No.4 松本光司,吉川裕之：

子宮頸癌発生とHLA(humanleukocyteantigens)
産科と婦人科73(2),187-195,2006

No.5 吉川裕之：
「子宮頸癌におけるシスプラチンとトポテカンの併用に関するランダム化比較第Ⅲ相試
験：GynecologicOncologyGroupstudy」

CRITICALEYES19,1-2,2006

No.6 沖 明典,吉川裕之：
「HPV感染と危険因子」

産婦人科治療93(6),633-641,2006
No.7 吉川裕之：

「子宮頸部HPV感染症の疫学研究とワクチンによる予防」 がん研究のいま④
がんの疫学88-97,2006

No.8 吉川裕之：
「子宮体がん,卵巣がん－外科の立場から」

癌と臨床52(9),1-6,2006
No.9 吉川裕之：

「HPV－関連癌の予防への新展開－HPVワクチンについて」（AdvancesforPreventionof
HPV-RelatedCancer-HPVvaccine-）

細胞38(13),2-3,2006
No.10 松本光司,吉川裕之：

子宮頸癌発生とHLA
細胞38(13),527-531,2006

著 書
No.1 吉川裕之：

「ウィルス性性感染症時代への対応 ヒトパピローマウィルス感染」
JHIF(JapanHerpesvirusInfectionForum)ヘルペス感染研究会 127-131,2006

No.2 吉川裕之：
「子宮頸部HPV感染症の疫学研究とワクチンによる予防」がん研究のいま④「がんの
疫学」

東京大学出版会 88-97,2006
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学会発表
No.1 KiyokoUno,SatoshiHomma,KeitaNakanishi,DaisukeAbe,HiromiHamada,

HiroyukiYoshikawa,IwaoYamaguchi:
Relationshipofcoagulofibrinolyticactivationtospontaneousechocontrastinlimbveinof

pregnantwomen.

AmericanVenousForum18thAnnualMeeting,(Miami,Florida,USA,)2月,2006
No.2 RenaShimura,ManaObata-Yasuoka,AzusaAbe,AtsushiWada,HiromiHamada,

HiroyukiYoshikawa:
Enlargedechogeniclungandgastricdilatationprovidescluestoalveolarcapillarydysplasia

associatedwithduodenalatresiawithparadoxicaldilatationoftheduodenum inthethird-

trimesterfetus.

The13thInternationalConferenceonPrenatalDiagnosisandTherapy,(Kyoto,Japan),5月,2006
No.3 ToyomiSatoh,AkinoriOki,KojiMatsumoto,HajimeTsunoda,NobuhiroGemma,

KoujiHashimoto,KoujiUshizawa,OsamuSato,TakumaFujii,HiroshiSaito,DaisukeAoki,

YasuoHirai,HiroyukiYoshikawa:
DevelopmentofnovelHPV genotypingchipsystem usingelectrochemicalchipandnon-

PCRamplificationtechnology.

The11thBiennialInternationalGynecologicCancersocietyMeeting,SantaMonica,

USA,10月,2006
No.4 志村玲奈,小畠真奈,米澤朋子,豊田真紀,藤木 豊,濱田洋実,吉川裕之：

MTXのみで治療した頸管妊娠の2例
第149回日本産科婦人科学会茨城地方部会例会（水戸）1月,2006

No.5 堀米仁志,宮田大輝,雪竹義也,高橋実穂,松井 陽,岩下寛子,濱田洋実,野間美緒,

平松祐司：
2:1房室ブロックを伴う先天性QT延長症候群－自験例の経過報告と文献review－

第12回日本胎児心臓病研究会（軽井沢）,2月,2006
No.6 高橋実穂,堀米仁志,岩崎陽子,宮田大輝,濱田洋実,藤木 豊,小畠真奈,平松祐司,

野間美緒,松井 陽：
胎児診断された単心室6例の経過と予後

第12回日本胎児心臓病研究会（軽井沢）,2月,2006
No.7 長友重紀,長尾 聡,三田 肇,濱田洋実,吉川裕之,角田 肇,山本泰彦：

酸化型成人および胎児ヘモグロビンの酸塩基平衡の熱力学に与えるリン酸イオンの効果
日本化学会第86春季年会（船橋）,3月,2006

No.8 沖 明典：
シンポジウム 子宮頸部初期病変の管理と治療－標準化をめざして
コホート研究に基づくCINI/IIの管理方針と高危険群の抽出

第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）,4月,2006
No.9 松本光司：

CIN病変の存続・消失とHPV感染の推移
第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）,4月,2006
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No.10 豊田真紀,藤木 豊,櫻井 学,中尾砂理,竹島絹子,岩下寛子,高橋佳子,八木洋也,
小畠真奈,渡邉秀樹,濱田洋実,吉川裕之

先天性AT-Ⅲ欠損症家計における妊娠・分娩管理の経験
第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）4月,2006

No.11 小倉 剛,水上浩明,濱田洋実,吉川裕之,小澤敬也,久米晃啓：
AAV8型ベクターを用いたフェニルケトン尿症に対する新生仔遺伝子治療－maternalPKU
予防の戦略－

第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）4月,2006
No.12 小貫麻美子,佐藤豊実,高橋佳子,竹島絹子,山田直樹,松本光司,沖 明典,角田 肇,

吉川裕之：
HPV感染率に影響する危険因子の検討

第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）,4月,2006
No.13 櫻井 学,佐藤豊実,人見義郎,豊田真紀,山中明香,南 里恵,松本光司,沖 明典,

角田 肇,吉川裕之：
卵巣がん患者D-dimer高値群の術前血栓塞栓症検出とその対応による術後血栓塞栓症の
予防

第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）4月,2006
No.14 安倍 梓,角田 肇,松本光司,越智寛幸,山田和美,南 里恵,佐藤奈加子,佐藤豊実,

沖 明典,吉川裕之：
再発子宮体癌の予後因子解析

第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）4月,2006
No.15 三浦紫保,松本光司,沖 明典,八杉利治,吉川裕之,武谷雄二：

ヒトパピローマウイルス（HPV）型別の子宮頸部発癌リスク－本邦におけるメタアナリシ
ス－

第58回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）4月,2006
No.16 宇野希世子,本間 覚,安部大輔,中西啓太,山口 巖,濱田洋実,吉川裕之：

周産期における血管超音波検査所見の意義－血液凝固因子との関連
日本超音波医学会第79回学術集会（大阪）5月,2006

No.17 長友重紀,長尾 聡,三田 肇,山本泰彦,濱田洋実,角田 肇,吉川裕之：
酸化型成人および胎児ヘモグロビンの酸塩基平衡の熱力学に与えるリン酸イオンの効果の
NMRによる研究

高分子学会06-1NMR研究会（つくば）5月,2006
No.18 本間 覚,宇野希世子,安部大輔,中西啓太,佐藤豊実,沖 明典,松本光司,角田 肇,

吉川裕之,山口 巌：
周術期における深部静脈血栓超音波診断の現状と課題

第79回日本超音波医学会（大阪）5月,2006
No.19 南 里恵,角田 肇,沖 明典,佐藤豊実,松本光司,深澤政勝,近藤 譲,飯嶋達生,

森下由紀雄,野口雅之：
異所性子宮癌肉腫の細胞像に関する検討

第47回日本臨床細胞学会総会（春期大会）（横浜）6月,2006
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No.20 福島美穂,佐藤豊実,内山直樹,高谷澄夫,有川良二,小貫麻美子,染谷勝巳,淀縄 聡,
小川 功,吉川裕之：

子宮頸部円錐切除後のHPV感染と細胞像
第47回日本臨床細胞学会総会（春期大会）（横浜）6月,2006

No.21 佐藤豊実：
シンポジウム：HPV感染と子宮頸癌 増加する若年子宮頸癌患者とHPV感染

第24回日本産婦人科感染症研究会（新潟）6月,2006
No.22 豊田真紀,小畠真奈,漆川 邦,藤木 豊,濱田洋実,吉川裕之：

歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症合併妊娠の一例
第111回日本産科婦人科学会関東連合地方部会総会･学術集会（東京）6月,2006

No.23 櫻井 学,佐藤豊実,志村玲奈,中尾砂理,南 里恵,松本光司,沖 明典,角田 肇,

吉川裕之：
脳転移で再発した卵巣癌の2例

第111回日本産科婦人科学会関東連合地方部会総会・学術集会（東京）6月,2006
No.24 南 里恵,志村玲奈,角田 肇,沖 明典,佐藤豊実,松本光司,池部 大,野口雅之,

吉川裕之：
男性化徴候を示した卵巣Steroidcelltumorの一例

第40回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（岐阜）7月,2006
No.25 櫻井 学,佐藤豊実,菅野雅人,南 里恵,松本光司,沖 明典,角田 肇,森下由紀雄,

吉川裕之：
右附属器原発の悪性ミュラー管混合腫瘍の一例

第40回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（岐阜）7月,2006
No.26 安倍 梓,佐藤豊実,人見義郎,志村玲奈,南 里恵,松本光司,田中優美子,沖 明典,

角田 肇,吉川裕之：
子宮体癌術前診断Ia,b期に対する,傍大動脈リンパ節郭清省略の妥当性の検討

第40回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（岐阜）7月,2006
No.27 中村優子,沖 明典,兒玉 理,田坂暢祟,人見義郎,中尾砂理,竹島絹子,南 里恵,

松本光司,佐藤豊実,角田 肇,吉川裕之：
intravenousleiomyomatosisの2例

第151回日本産科婦人科学会茨城地方部会例会（水戸）7月,2006
No.28 南 里恵,角田 肇,松本光司,佐藤豊実,沖 明典,吉川裕之：

当院における婦人科悪性腫瘍治療の現状と問題点
第151回日本産科婦人科学会茨城地方部会例会（水戸）7月,2006

No.29 高橋実穂,堀米仁志,岩崎陽子,加藤愛章,宮田大輝,村上 卓,杉浦正俊,宮園弥生,

濱田洋実,藤木 豊,松井 陽：
胎児期に心外奇形と心奇形を診断することの意義

第42回日本小児循環器学会総会・学術集会（名古屋）7月,2006
No.30 榎本有希,中尾 厚,宮園弥生,杉浦正俊,小畠真奈,濱田洋実,井上成一朗,金子道夫,

松井 陽：
特徴的な十二指腸閉鎖に声門下狭窄を合併したAlveolarcapillarydysplasiaの1例

第42回日本周産期･新生児医学会学術集会（宮崎）7月,2006
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No.31 室伏 航,榎本有希,中尾 厚,宮園弥生,杉浦正俊,工藤豊一郎,小畠真奈,濱田洋実,

松井 陽：
当院における先天性サイトメガロウイルス感染症のガンシクロビル治療と長期予後

第42回日本周産期･新生児医学会学術集会（宮崎）7月,2006
No.32 田中優美子,小畠真奈,八木貴子,田坂暢崇,人見義郎,八木洋也,佐藤豊実,沖 明典,

濱田洋実,吉川裕之,南 学：
癒着胎盤高危険群に対する分娩前 dynamiccontrastMRIの有用性－第2報－

TheJapaneseSocietyfortheAdvancementofWomen’sImaging7thsymposium

（淡路）9月,2006
No.33 中尾砂理,南 里恵,安倍 梓,松本光司,佐藤豊実,沖 明典,角田 肇,吉川裕之：

砕石位による下腿Compartment症候群の一例
第112回日本産科婦人科学会関東連合地方部会総会･学術集会（横浜）,10月,2006

No.34 松本光司,八杉利治,中川俊介,川名 敬,八重樫伸生,岩坂 剛,金澤浩二,武谷雄二,
吉川裕之：

ワークショップ「HPV感染と子宮頸癌」
ヒトパピローマウイルスL1抗体とCIN発症の関連

第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006
No.35 小貫麻美子,佐藤豊実,安倍 梓,志村玲奈,山田直樹,南 里恵,松本光司,沖 明典,

角田 肇,吉川裕之：
子宮頸部円錐切除術後におけるHPV陽性率の検討

第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006
No.36 櫻井 学,佐藤豊実,兒玉 理,人見義郎,南 里恵,松本光司,沖 明典,角田 肇,

吉川裕之：
円錐切除術後に断端陽性であった子宮頸癌0-Ia1期患者の検討

第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006
No.37 中尾砂理,沖 明典,南 里恵,松本光司,佐藤豊実,角田 肇,田中優美子,吉川裕之：

卵巣原発悪性リンパ腫の3例
第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006

No.38 松本光司,八杉利治,中川俊介,大久保光夫,平田蘭子,前田平生,武谷雄二,吉川裕之：
子宮頸癌患者におけるヒトパピローマウイルス16型（HPV16）変異とHLAclassIIアリル
との関連

第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006
No.39 豊田真紀,八木洋也,櫻井 学,中村佳子,小畠真奈,濱田洋実,吉川裕之：

出生前診断された双胎一児Beckwith-Wiedemann症候群の一例
第112回日本産科婦人科学会関東連合地方部会総会･学術集会（横浜）10月,2006

No.40 松本光司,吉川裕之：
シンポジウム「細胞診とHPV-DNA検査に基づく子宮頸部前癌病変の取り扱い」
子宮頸部前癌病変の取り扱い－大規模コホートスタディからの提案

第45回日本臨床細胞学会（秋期大会）（横浜）11月,2006
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No.41 田坂暢祟,櫻井 学,人見義郎,南 里恵,松本光司,佐藤豊実,沖 明典,角田 肇,

吉川裕之：
GD(gemcitabine+docetaxel)療法が奏効した子宮間質肉腫の1例

第152回日本産科婦人科学会茨城地方部会（水戸）11月,2006
No.42 沖 明典,角田 肇,南 里恵,松本光司,佐藤豊実,吉川裕之：

Intravenousleiomyomatosisの婦人科手術
第29回日本産婦人科手術学会（大阪）11月,2006

その他
No.1 濱田洋実：

出生前診断
平成18年度筑波大学公開講座「臨床人間学入門－これからの医療とどうつきあうか－」

5月,2006
No.2 濱田洋実：

妊娠と薬・ワクチン・X線
第2回石岡市医師会・石岡市歯科医師会合同学術講演会（石岡）6月,2006

No.3 松本光司：
我が国におけるHPV感染と子宮頚癌

第257回真壁医師会筑西支部研修会（筑西）7月,2006
No.4 濱田洋実：

ヒト高血圧の病態モデルとしての妊娠中毒症のプロテオーム解析
「ヒト疾患における遺伝要因のゲノム的解析と分子病態の解明」

2000年度〜2004年度文部科学省科学研究費補助金特定領域研究研究成果報告書
No.5 田坂暢崇,小畠真奈,櫻井 学,八木洋也,佐藤豊実,沖 明典,濱田洋実,吉川裕之：

穿通胎盤の一例
第41回茨城県南地区臨床検討会（土浦）10月,2006

No.6 吉川裕之：
社説「増加する外科系腫瘍医関連のエビデンス」

CRITICALEYES21,7,2006

No.7 吉川裕之：
「HPVワクチンはどのように使われるか？」

日本産婦人科医会報 58(11),6-7,11月,2006
No.8 木村健一,長野真澄,山下年晴,高野晋吾,濱田洋実,吉川裕之,松村 明,大根田 修：

ヒト臍帯血由来間葉系細胞の遊走能解析
第11回つくばバイオマテリアル研究会（つくば）11月,2006

No.9 吉川裕之：
「先細る産科医療－お産を安全に守るために－」

倫風 社団法人実践倫理宏正会56(12),89-93,12月,2006
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放射線診断グループ（2006年）

原 著
No.1 MoriK,TakahashiN,HiratsukaM,ShiigaiM,MinamiM,OdaT,OhkohchiN,MorishitaY:

Detectionofhepaticmetastasesusingferucarbotran-enhancedMR imaging:feasibilityand

diagnosticaccuracyofthree-dimensionalsensitivity-encodingwater-excitationmultishotecho-

planarsequence(3D-SWEEP).

JMagnResonImaging24(5),1110-6,2006

No.2 KawaiK,TakaokaE,NaoiM,MoriK,MinamiM,ShimazuiT,AkazaH:
Acaseofmetastatictesticularcancercomplicatedbytumourlysissyndromeandchoriocar-

cinomasyndrome.

JpnJClinOncol36(10),665-7,2006

No.3 OharaK,OkiA,TanakaYO,OnishiK,FukumitsuN,HashimotoT,SatohT,TsunodaH,
HataM,SugaharaS,TokuuyeK,AkineY,YoshikawaH:

Earlydeterminationofuterinecervicalsquamouscellcarcinomaradioresponseidentifieshigh-

andlow-responsivetumors.

IntJRadiatOncolBiolPhys64(4),1179-1182,2006

No.4 OnizawaK,YoshidaH,OharaK,NoguchiM:
Predictivefactorsforthehistologicresponsetopreoperativeradiotherapyinadvancedoral

cancer.

JOralMaxillofacSurg64(1),81-86,2006

No.5 HataM,MiyanagaN,TokuuyeK,SaidaY,OharaK,SugaharaS,KageiK,IgakiH,
HashimotoT,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH,AkineY:

Protonbeam therapyforinvasivebladdercancer:aprospectivestudyofbladder-preserving

therapywithcombinedradiotherapyandintra-arterialchemotherapy.

IntJRadiatOncolBiolPhys64(5),1371-1379,2006

No.6 HashimotoT,TokuuyeK,FukumitsuN,IgakiH,HataM,KageiK,SugaharaS,OharaK,
MatsuzakiY,AkineY:

Repeatedprotonbeamtherapyforhepatocellularcarcinoma.

IntJRadiatOncolBiolPhys65(1),196-202,2006

No.7 HataM,TokuuyeK,SugaharaS,FukumitsuN,HashimotoT,OhnishiK,NemotoK,OharaK,
MatsuzakiY,AkineY:

Protonbeamtherapyforhepatocellularcarcinomawithlimitedtreatmentoptions.

Cancer107(3),591-598,2006

No.8 FukumitsuN,TokuuyeK,SugaharaS,HashimotoT,HataM,OharaK,ShibaharaT,Nakahara
A,AkineY:

A patientsurviving foreightyearsafterproton and x-ray irradiation foradvanced

esophagealcancer.

ActaOncol45(8),1132-1134,2006
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No.9 HataM,TokuuyeK,SugaharaS,FukumitsuN,HashimotoT,OhnishiK,NemotoK,OharaK,
MatsuzakiY,AkineY:

Protonbeamtherapyforhepatocellularcarcinomapatientswithseverecirrhosis.

StrahlentherOnkol182(12),713-720,2006

No.10 RaoDV,YuasaT,AkatuskaT,CesareoR,GiganteGE,HasanMZ,TakedaT:
Tomographicimagesoffewsoftmaterialsandembeddedbiomedicalsofttissueusingtube

sourceofX-raysatoptimumenergy.

NDT&EInt39,34-38,2006

No.11 RaoDV,YuasaT,AkatuskaT,TrombaG,HasanMZ,TakedaT,DevarajB:
ImagesofbiologicalsofttissueusingsynchrotronX-rayandlaserCTsystem.

RadiatMeas41,177-182,2006

No.12 TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin,YoneyamaY,HiraiK,HyodoK,SunaguchiN,YuasaT,
MinamiM,KoseK,AkatsukaT:

Progressinbiomedicalapplicationofphase-contrastX-rayimagingandfluorescentX-rayCT.

SPIE6318,63180W-1-12,2006

No.13 TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin:
99mTc-N-DBODC5:A novelmyocardialperfusionimagingagentfordiagnosisofcoronary

arterydisease,areview.

RecentPatentsonCardiovascularDrugDiscovery1,161-166,2006

No.14 YoneyamaA,AminoN,MoriM,KudohM,TakedaT,HyodoK,HiraiY:
Non-invasiveandtime-resolvedobservationoftumorsimplantedinlivingmicebyusing

phase-contrastX-raycomputedtomography.

JpnJApplPhys45,1864-1868,2006

No.15 TakeyaS,HondaK,YoneyamaA,HiraiY,OkuyamaJ,HondohT,HyodoK,TakedaT:
Observation oflow-temperatureobjectby phase-contrastx-ray imaging:Nondestructive

imagingofairclathratehydratesat233K.

RevSciInstrum77,053705-1-4,2006

No.16 TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin,SunaguchiN,YuasaT,DilmanianFA,MinamiM,
AkatsukaT:

SpatialresolutioneffectinmyocardialfattyacidmetabolicimageinfluorescentX-rayCT.

12th WorldCongressonHeartDisease,197-200,2006

No.17 Thet-Thet-Lwin,TakedaT,WuJ,TsuchiyaY,MinamiM:
30myocardialmorphologicalobservationofcardiomyopathichamsterbyphase-contrastX-

rayCT.

12th WorldCongressonHeartDisease,181-184,2006

No.18 RaoDV,YuasaT,AkatsukaT,ZhongZ,TakedaT,TrombaG,HasanMZ:
Imagesoftheratboneandlumbervertebrausingdiffraction-enhancedimagingtechnique.

IPAPConf.Series7,235-236,2006

No.19 RaoDV,ZhongZ,YuasaT,AkatsukaT,TrombaG,HasanMZ,TakedaT:
X-rayCTandDEIimagesofthebiologicalsoft-tissueusingsynchrotronX-rays.Proc.

IPAPConf.Series7,233-234,2006
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No.20 石田哲也,渡邊達也,田代りか,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,本谷秀堅,武田 徹,

呉 勁,織内 昇,遠藤啓吾：
CT画像中の肝臓と腎臓の抽出誤りのTensorVotingによる補正

信学技報 MI2005-104(2006-01),151-154,2006

No.21 渡邊達也,本谷秀堅,新田修平,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,武田 徹,呉 勁,

織内 昇,遠藤啓吾,渡邉順久：
PET/CT画像からの鼠径リンパ腫抽出

信学技報 MI2006-54(2006-09),29-34,2006

No.22 田代りか,本谷秀堅,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,武田 徹,呉 勁,織内 昇,
遠藤啓吾,渡邉順久：

特徴点の出現確率分布に基づくCT画像からの肝臓表面抽出
信学技報 MI2006-66(2006-09),35-40,2006

No.23 IgakiH,TokuuyeK,TakedaT,SugaharaS,HataM,HashimotoT,FukumitsuN,WuJ,
OhnishiK,OharaK,AkineY:

Sequentialevaluationofhepaticfunctionalreserveby99mTechnetium-galactosylhuman

serumalbuminscintigraphyafterprotonbeamtherapy:areportofthreecasesandareview

oftheliteratures.

ActaOncol45(8),1102-1107,2006

No.24 TanakaYO,YamadaK,OkiA,YoshikawaH,MinamiM:
Magneticresonanceimagingfindingsofsmallroundcelltumorsoftheovary:areportof5

caseswithliteraturereview.

JComputAssistTomogr30(1),12-7,2006

No.25 ItohA,UenoE,TohnoE,KammaH,TakahashiH,ShiinaT,YamakawaM,MatsumuraT:
BreastDisease:ClinicalApplicationofUSElastographyforDiagnosis1Radiology.

Radiology239,341-350,2006

No.26 SundararajanS,TohnoE,UenoE,KammaH,UenoE,MinamiM:
Detection of intraductalcomponentaround invasive breastcancer using ultrasound:

correlationwithMRIandhistopathologicalfindings.

RadiatMed24,108-114,2006

No.27 TohnoE,SawaiK,ShimamotoK,UenoE,EndouT,Tsunoda-ShimizuH,ShiraiH,
TakadaE:

Establishmentofseminarstoimprovethediagnosticaccuracyandeffectivenessofbreast

ultrasound.

JMedUltrasonics33,239-244,2006

No.28 MakimotoY,YamamotoS,TakanoH,MotooriK,UedaT,KaneoyaK,ShimofusaR,UnoT,
ItoH,OkamotoY:
Lymphadenopathyinthemesentericpedicleofthefreejejunalflap:reactivelymphadenopathy,

notmetastatic.

JComputAssistTomogr30(1),65-67,2006
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No.29 NasuK,KurokiY,NawanoS,KurokiS,TsukamotoT,YamamotoS,MotooriK,UedaT:
Hepatic Metastases:Diffusion-weighted Sensitivity-encoding versus SPIO-enhanced MR

Imaging.

Radiology239,122-130,2006

No.30 WatanabeA,WadaY,ObataT,UedaT,TamuraM,IkehiraH,MoriyaH:
Delayed Gadolinium-enhanced MR to Determine Glycosaminoglycan Concentration in

ReparativeCartilageafterAutologousChondrocyteImplantation:PreliminaryResults.

Radiology239,201-208,2006

No.31 KawaiH,ItoK,TakahashiM,SaitoK,UedaT,SaitoM,ItoH,OsadaH,KoyanagiY,
OgawaK:

SimplemodelingofanabdomenofpregnantwomenanditsapplicationtoSARestimation.

IEICETransCommunVolE89-B,3401-3410,2006

No.32 七澤洋平,水藤 寛,植田琢也,南 学：
腎臓組織における造影剤の濃度による浸透係数の推定問題に対する数理的手法

日本応用数理学会論文誌16,435-452,2006
No.33 Noda-SaitaK,YoneyamaA,ShikataY,HiraiY,TeraiK,WuJ,TakedaT,HyodoK,OsakabeN,

YamaguchiT,OkadaM:

QuantitativeanalysisofamyloidplaquesinamousemodelofAlzheimer’sdiseasebyphase-

contrastX-raycomputedtomography.

Neuroscience138,1205-1213,2006

No.34 WuJ,TakedaT,Thet-Thet-Lwin,YoneyamaA,TsuchiyaY,HiraiY,ImazuruT,MatsushitaS,
MinamiM,AkatsukaT:

Micro-coronaryvesselimagingwithoutcontrastagentbyphase-contrastX-raycomputed

tomography.

12th WorldCongressonHeartDisease,171-174,2006

No.35 新田修平,本田清士,糟谷友美,本谷秀堅,深見忠典,湯浅哲也,赤塚孝雄,呉 勁,

武田 徹：
PET/CT画像からの腫瘍候補領域自動抽出による支援診断システム

MedImagTech24,181-190,2006

No.36 新田修平,本田清士,糟谷友美,本谷秀堅,深見忠典,湯浅哲也,赤塚孝雄,呉 勁,

武田 徹：
PET/CT画像からの腫瘍領域自動抽出

信学技報 MI2005-66(2006-01),1-4,2006

No.37 新田修平,本谷秀堅,深見忠典,湯浅哲也,赤塚孝雄,呉 勁,武田 徹,織内 昇,
遠藤啓吾,渡邉順久：
PET/CT画像からのリンパ腫候補の分類と予後観察への応用

信学技報 MI2006-55(2006-09),35-40,2006

No.38 WuJ,TakedaT,Thet-Thet-Lwin,SunaguchiN,FukamiT,YuasaT,MinamiM,AkatsukaT:
Fusion imaging offluorescentand phase-contrastX-ray computed tomography using

synchrotronradiationinmedicalbiology.

SPIE6318,631828-1-8,2006
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No.39 YamaguchiM,MitsumoriF,WatanabeH,TakayaN,MinamiM:
InVivoLocalized1H MRSpectroscopyofRatTestes:StimulatedEchoAcquisitionMode

(STEAM)CombinedWithShortTIInversionRecovery(STIR)ImprovestheDetectionof

MetaboliteSignals.

MagnResonMed55,749-754,2006

総 説
No.1 青木茂樹,阿部 修,増谷佳孝,椛沢宏之,國松 聡：

【インターベンション時代の脳卒中学 超急性期から再発予防まで】 脳血管障害総論 画
像機器・診断の進歩MRI拡散テンソルtractography

日本臨床64(Suppl),350-354,2006
No.2 大原 潔,手島昭樹：

IVR医と放射線治療医に必要な基礎的知識：消化器癌に対する化学放射線療法
臨床放射線51(3),333-335,2006

No.3 宮永直人,赤座英之,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,幡多政治,
徳植公一,橋本孝之,福光延吉,菅原信二,秋根康之：
EBRT+HDRbrachytherapy・重粒子線・陽子線の治療成績
限局性前立腺癌に対する陽子線治療

泌尿器外科19(8),951-954,2006
No.4 秋根康之,徳植公一,菅原信二,幡多政治,福光延吉,橋本孝之：

消化器がんに対する陽子線治療
臨床消化器内科21(3),315-322,2006

No.5 米山明男,網野伸明,森 政道,工藤雅文,齊田恭子,志鷹義嗣,武田 徹,呉 勁,

Thet-Thet-Lwin,兵藤一行,平井康晴：
分離型X線干渉計を用いた位相コントラスト型イメージングシステムと生体観察への応用

PFNews24,28-33,2006

No.6 ShitakaY,Noda-SaitaK,YoneyamaA,HiraiY,HyodoK,TakedaT:
AttemptatvisualizinginternalorgansusingX-rayrefractionbased3-Dimentionalimaging–
IsitpossibletoestablishanX-raypathology?

PFHighlights2006,57-60,2006

No.7 TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin,MouriS,NasukawaS,HouQ,SunaguchiN,YuasaT,
HyodoK,AkatsukaT:

In-vivoFXCTimagingofmousebrain.

PFActivityRep2005#23,241,2006

No.8 YoneyamaA,TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin,HyodoK,HiraiY:
FeasibilitytestoffastX-raycameraforhigh-speedphase-contrastX-rayimaging.

PFActivityRep2005#23,251,2006

No.9 UedaT,MoriK,MinamiM,MotooriK,ItoH:
TrendsinoncologicalCTimaging:clinicalapplicationofmultidetector-row CTand3D-CT

imaging.

IntJClinOncol11,268-277,2006
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No.10 田中優美子：
Overview子宮疾患診断における画像診断の役割

画像診断26,136-139,2006
No.11 角田 肇,田中優美子：

静脈内平滑筋腫症
画像診断26,156-157,2006

No.12 田中優美子：
Overview特徴ある画像所見を示す卵巣腫瘍

画像診断26,162-165,2006
No.13 田中優美子：

卵巣癌の診断－境界悪性腫瘍－
表層上皮性・間質性腫瘍の画像診断－組織亜型および境界悪性・悪性の推定－

病理と臨床24,132-139,2006
No.14 田中優美子：

【読影レポートのエッセンスcommondisease診断の要点と表現のコツ】
婦人科疾患 子宮頸癌

画像診断26,1506-1507,2006
No.15 田中優美子：

【読影レポートのエッセンスcommondisease診断の要点と表現のコツ】
婦人科疾患 子宮内膜癌

画像診断26,1508-1509,2006
No.16 田中優美子：

【読影レポートのエッセンスcommondisease診断の要点と表現のコツ】
婦人科疾患 卵巣悪性腫瘍

画像診断26,1510-1511,2006
No.17 田中優美子：

【読影レポートのエッセンスcommondisease診断の要点と表現のコツ】
婦人科疾患 子宮筋腫

画像診断26,1512-1513,2006
No.18 田中優美子：

【読影レポートのエッセンスcommondisease診断の要点と表現のコツ】
婦人科疾患 子宮内膜症

画像診断26,1514-1515,2006
No.19 田中優美子：

【第34回日本磁気共鳴医学会大会ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅー Women’simaging】
知っておきたい付属器腫瘤の MR所見

RadFan4,7-9,2006

No.20 植田琢也,伊東久夫,山本正二,本折 健,池田充顕：
臨床に役立つ腎・泌尿器における3D画像
より良い画像を得るために必要な3D画像処理の基礎

ボリュームデータ解析の宇宙5,50-51,2006
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著 書
No.1 南 学：

画像診断ポケットガイド：胸部Top100診断
メディカル・サイエンス・インターショナル（東京）2006

No.2 大原 潔：
肝臓（各論）,放射線治療マニュアル（平岡真寛他編著）第2版

中外医学社（東京）2006
No.3 岡本嘉一：

画像診断リファレンス,泌尿器・婦人科疾患のCT・MRI
第1章婦人科CT・MRI検査法,メジカルビュー社（東京）2006

No.4 武田 徹：
従来比1000倍感度のX線CTでがんの立体像をとらえる

バイオニクス9 株式会社オーム社（東京）10-11,2006
No.5 武田 徹：

X線干渉計による位相X線CT,映像情報（M）12
産業開発機構株式会社（東京）1277-1283,2006

No.6 本谷秀堅,赤塚孝雄,湯浅哲也,深見忠典,武田 徹,呉 勁,遠藤啓吾,織内 昇,
渡辺順久：
PET/CT画像診断支援の試み,映像情報（M）12

産業開発機構株式会社（東京）1258-1263,2006
No.7 田中優美子：

MRIおよび CT読影の基本,完璧！産婦人科ローテートマニュアル
（朝倉啓文,小西郁生,末岡 浩,田中忠夫,堤 治編）

金原出版（東京）349-354,2006

学会発表
No.1 岡本嘉一,南 学,坂根正孝,稲留征典：

頚椎部に生じたextraskeletalmesenchymalchondrosarcomaの1例
第17回骨軟部放射線研究会（名古屋）1月,2006

No.2 武田 徹,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,砂口尚輝,湯浅哲也,兵藤一行,南 学,赤塚孝雄：
蛍光X線CTにおける空間分解能と画質の検討

第19回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム（名古屋）1月,2006
No.3 Thet-Thet-Lwin,TakedaT,WuJ,SunaguchiN,YuasaT,HyodoK,MinamiM,AkatsukaT:

FeasibilityoffluorescentX-rayCtininvestigatingforcardiomyopathy.

第19回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム（名古屋）1月,2006
No.4 米山明男,網野信明,森 政道,工藤雅文,武田 徹,兵藤一行,平井康晴：

位相コントラストX線イメージング法による表在癌の経塒的なinvivo観察
第19回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム（名古屋）1月,2006
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No.5 呉 勁,武田 徹,Thet-Thet-Lwin,砂口尚輝,湯浅哲也,深見忠典,百生 敦,南 学,

赤塚孝雄：
心肺固定試料における干渉計を用いたX線micro-CTの有用性

第19回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム（名古屋）1月,2006
No.6 石田哲也,渡邊達也,田代りか,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,本谷秀堅,武田 徹,

呉 勁,織内 昇,遠藤啓吾：
CT画像中の肝臓と腎臓の抽出誤りのTensorVotingによる補正

医用画像研究会（沖縄）1月,2006
No.7 新田修平,本田清士,糟谷友美,本谷秀堅,深見忠典,湯浅哲也,赤塚孝雄,呉 勁,

武田 徹：
PET/CT画像からの腫瘍領域自動抽出

医用画像研究会（沖縄）1月,2006
No.8 砂口 尚輝,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,武田 徹,湯浅哲也,本谷秀堅,赤塚孝雄：

小動物用invivo蛍光X線CT撮像システムの開発と改善
医用画像研究会（沖縄）1月,2006

No.9 大塚定徳,山口 巖,呉 勁,武田 徹,兵藤一行,安藤正海：
放射光経静脈冠動脈造影－フラットパネルの導入と今後の課題－

第11回放射光医学研究会講演会（大阪）1月,2006
No.10 IsobeT,MatsumuraA,AnnoI,ShibataY,YamamotoT,HiranoY,OzakiM,FujibuchiT,

IsobeT,MuraishiH,YodaK,UmedaT:

Non-invasiveMeasurementofp-BoronophenylalanineusingProtonMRSpectroscopy.

ChinaJapanKorea(Internationaljointconference

forradiologicaltechnologist)(Taiwan)1月,2006
No.11 OharaK,TanakaYO,TsunodaH,NemotoK,OnishiK,FukumitsuN,HashimotoT,

SugaharaS,HataM,TokuuyeK,YoshikawaH,AkineY:
Comparison oftreatmentresponseoflocally advanced cervicalcancerto neoadjuvant

chemotherapyplusradiotherapyvs.radiotherapyalone:Whydoclinicaloutcomesshowno

overallimprovement?

17thInternationalCongressonAnti-CancerTreatment(Paris)1月-2月,2006
No.12 TanakaYO,HamadaH,AnnoI,OkamotoY,YoshikawaH,MinamiM:

EducationalExhibit:Centralnervoussystem complicationsduringpregnancyandpostpartum

period.

EuropeanCongressofRadiology(Vienna)3月,2006
No.13 UedaT,SuitoH,MinamiM:

FunctionalCTimagingwithassessmentoftumor-inducedangiogenesis:Thefull-solutionof

Patlaktwocompartmentalmodelingusingacomputer-discretizationapproach.

EuropeanCongressofRadiology(Vienna)3月,2006
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No.14 UedaT,SuitoH,MinamiM:
Implicationoftumor-inducedangiogenesisinfunctionalCT imaging:Pathophysiological

nature of tumor-induced neovascularization and technicaloverview offunctionalCT

imaging.

EuropeanCongressofRadiology(Vienna)3月,2006
No.15 IshiiK,TakedaT,IwasakiN,IshiiK,TsukadaH,TamaokaA:

Effectsoforgano-arsiniccompoundsoncentralnervoussystems.

The79th AnnualMeetingoftheJapanesePharmacologicalSociety(Yokohama)March,2006

No.16 米山明男,網野伸明,森 政道,工藤雅文,武田 徹,兵藤一行,平井康晴：
位相コントラストX線イメージング法による表在癌の経時的なinvivo観察

第3回日本癌学会カンファランス（蓼科）3月,2006
No.17 武田 徹：

干渉計を用いた位相X線イメージング 平成17年度学術フロンティア推進事業（継続）
「可変波長高輝度単色光源の高度利用に関する研究」シンポジウム（船橋）3月,2006

No.18 田代りか,渡辺達也,新田修平,本谷秀堅,深見忠典,湯浅哲也,赤塚孝雄,呉 勁,

武田 徹,織内 昇,遠藤啓吾,渡邉順久：
PET/CT画像複合のための肝臓へのB-Spline曲面モデルの構築

情報処理学会東北支部2005年度第5回研究会（山形）3月,2006
No.19 渡辺達也,鈴木沙知,田代りか,新田修平,本谷秀堅,深見忠典,湯浅哲也,赤塚孝雄,

呉 勁,武田 徹,織内 昇,遠藤啓吾,渡邉順久：
3次元PET/CT画像における骨および肺領域を利用した体内部位の分類

情報処理学会東北支部2005年度第5回研究会（山形）3月,2006
No.20 那須川清太,村上岳史,砂口尚輝,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,湯浅哲也,武田 徹,

赤塚孝雄：
InVivo放射光蛍光X線CTシステムの構築

情報処理学会東北支部2005年度第5回研究会（山形）3月,2006
No.21 武田 徹,米山明男,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,工藤雅文,齊田恭子,網野伸明,森 政道,

兵藤一行,平井康晴：
分離型X線干渉計を用いた位相コントラスト方による生体invivo観察

第23回PFシンポジウム（つくば）3月,2006
No.22 岡本嘉一,田中優美子,角田 肇,吉川裕之,南 学：

卵巣粘液性嚢胞性腫瘍における房の数と組織学的悪性度との関連性の検討
第65回日本医学放射線学会総会（横浜）4月,2006

No.23 大原 潔,田中優美子,大西かよ子,根本景子,橋本孝之,福光延吉,菅原信二,幡多政治,
徳植公一,秋根康之：

子宮頸癌治療におけるネオアジュバント化学療法併用が放射線単独治療に比べ有効でな
かった理由

第65回日本医学放射線学会総会（横浜）4月,2006
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No.24 徳植公一,橋本孝之,福光延吉,幡多政治,菅原信二,根本景子,大西かよ子,大原 潔,

秋根康之：
消化管に近接した肝細胞癌に対する陽子線治療の初期成績

第65回日本医学放射線学会学術集会（横浜）4月,2006
No.25 幡多政治,徳植公一,菅原信二,福光延吉,橋本孝之,大西かよ子,根本景子,大原 潔,

秋根康之：
合併症により治療法が制限された肝細胞癌患者に対する陽子線治療

第65回日本医学放射線学会学術集会（横浜）4月,2006
No.26. 本谷秀堅,新田修平,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,武田 徹,呉 勁,織内 昇,

遠藤啓吾,渡辺順久：
知的CADのための複数モダリティ画像統合とデータベースの開発

第65回日本医学放射線学会学術集会（横浜）4月,2006
No.27 小宅康之,大塚定徳,吉田郁雄,瀬尾由弘,田中優美子,新藤雅司,平野雄二,山内孝義,

南 学,山口 巖：
心臓MRIにおいて心筋遅延造影を有する冠動脈造影正常例の心筋灌流予備能について

第103回日本内科学会総会（横浜）4月,2006
No.28 齋田 司,田中優美子,南 学,南 里恵,吉川 裕之,池部 大,野口雅之,志村玲奈：

卵巣 Steroidcelltumorの1例
第20回腹部放射線研究会（東京）5月,2006

No.29 森 健作,椎貝真成,植田琢也,南 学,北 直喜,田中奈美：
子宮動脈塞栓術前の非造影3DSensitivity-EncodingWater-excitationTime-of-flightMRAに
よる子宮動脈描出能に関する検討

日本IVR学会（金沢）5月,2006
No.30 石井一弘,武田 徹,石井賢二,塚田秀夫,岩崎信明,玉岡 晃：

ジフェニルアルシン酸（DPAA）暴露者における脳血流の経時的変化
第47回日本神経学会（東京）5月,2006

No.31 TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin,SunaguchiN,YuasaT,HyodoK,DilmanianFA,MinamiM,
AkatsukaT:

In-vivofluorescentX-rayCTimagingofmousebrain.

TheNinthInternationalConferenceonSynchrotronRadiationinstrumentation

(Daegu,Korea)May-June,2006

No.32 KunimatsuA,ItoD,NakataY,KunimatsuN,AokiS,AbeO,MasutaniY,KabasawaH,
YamadaH,AnnoI,MinamiM:

TopographicalevaluationofDTIcorticospinaltractographyandischemicstrokeutilizing

spatialnormalization.

ISMRM 14thScientificMeetinginSeattle(Washington)May,2006
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No.33 WuJ,TakedaT,Thet-Thet-Lwin,SunaguchiN,FukamiT,YuasaT,HontaniH,MinamiM,
AkatsukaT:

Validityoffusionimagingofhamsterheartobtainedbyfluorescentandphase-contrastX-

rayCTwithsynchrotronradiation.

TheNinthInternationalConferenceonSynchrotron

Radiationinstrumentation(Daegu,Korea)May-June,2006

No.34 Thet-Thet-Lwin,TakedaT,WuJ,SinaguchiN,YuasaT,HyodoK,DilmanianFA,MinamiM,
AkatsukaT:

MyocardialfattyacidmetabolicimagingbyfluorescentX-raycomputedtomography.

TheNinthInternationalConferenceonSynchrotron

Radiationinstrumentation(Daegu,Korea)May-June,2006

No.35 RaoDV,ZhongZhong,YuasaT,AkatsukaT,TakedaT:
Visualizationoftheembeddedinternalfeaturesofthecorkwiththeuseofdiffraction-

enhancedimagingtechniqueusing40keVsynchrotronX-rays.

TheNinthInternationalConferenceonSynchrotron

Radiationinstrumentation(Daegu,Korea)May-June,2006

No.36 RaoDV,ZhongZhong,YuasaT,AkatsukaT,TakedaT:
Imagesofthebone,Lumbervertebraandtestphantom usingdiffraction-enhancedimaging

techniquewith20,30and40keVsynchrotronX-rays.

TheNinthInternationalConferenceonSynchrotron

Radiationinstrumentation(Daegu,Korea)May-June,2006

No.37 大原 潔：
子宮頸癌腔内照射における子宮底部までへの線源充填は必須か

日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第8回研究会（日光）6月,2006
No.38 橋本孝之,徳植公一,根本景子,大西かよ子,福光延吉,幡多政治,菅原信二,大原 潔,

秋根康之,松崎靖司：
肝の耐容線量に関する検討－繰り返し陽子線治療における線量体積曲線を用いた評価

第42回日本肝癌研究会（東京）7月,2006
No.39 福光延吉,徳植公一,橋本孝之,菅原信二,幡多政治,大原 潔,秋根康之：

肝細胞癌患者における少分割陽子線治療の検討
第42回日本肝癌研究会（東京）7月,2006

No.40 霍 慶凱,武田 徹,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,村上岳史,那須川清太,毛利聡志,
湯浅哲也,南 学,赤塚孝雄：

蛍光X線CT用に開発した3チャンネルGe半導体検出器の性能評価
第25回日本医用画像工学会大会（京都）7月,2006

No.41 TakedaT,WuJ,Thet-Thet-Lwin,YoneyamaA,HiraiY,HyodoK,SunaguchiN,YuasaT,
MinamiM,KoseK,AkatsukaT:
Progressinbiomedicalapplicationofphase-contrastx-rayimagingandfluorescentx-rayCT.

SPIEAnnualMeeting(SanDiego)August,2006
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No.42 WuJ,TakedaT,Thet-Thet-Lwin,SunaguchiN,FumamiT,YuasaT,MinamiM,AkatsukaT:
Fusion imaging offluorescentand phase-contrastX-ray Computed tomography using

synchrotronradiationinmedicalbiology.

SPIEAnnualMeeting(SanDiego)August,2006

No.43 NagaokaT,TogashiT,SaitoK,TakahashiM,ItoK,UedaT,OsadaH,ItoH,WatanabeS:
Ananatomicallyrealisticvoxelmodelofthepregnantwomanandnumericaldosimetryfor

awhole-bodyexposuretoRFelectromagneticfields.

28th IEEEEMBSAnnualInternationalConference(NewYork)September,2006

No.44 WuJ,TakedaT,Thet-Thet-Lwin,YoneyamaA,ImazuruT,MatsushitaS,YuasaT,HyodoK,
MinamiM,AkatsukaT:

Micro-coronaryvesselimagingwithphase-contrastx-raycomputedtomography.

The24th InternationalCongressofRadiology(CapeTown)September,2006

No.45 田中優美子,小畠真奈,八木貴子,田坂暢崇,人見義郎,八木洋也,佐藤豊実,沖 明典,
濱田洋実,吉川裕之,南 学：

癒着胎盤高危険群に対する分娩前 dynamiccontrastMRIの有用性－第2報－
JSAWI第7回シンポジウム（淡路）9月,2006

No.46 広村忠雄,田中優美子,西岡 健,水無瀬昴：
Serouspsammocarcinomaoftheovary:CTandMRfindings

JSAWI第7回シンポジウム（淡路）9月,2006
No.47 岡本嘉一,田中優美子,南 学,角田 肇,吉川裕之：

Dynamiccontraststudyを用いたMRIによる子宮類内膜癌の組織学的分化度の診断
第34回日本磁気共鳴医学会大会（つくば）9月,2006

No.48 瀬尾由広,大塚定徳,小宅康之,田中優美子,新藤雅司,平野雄二,工藤博幸,木村雄介,
南 学,青沼和隆：

緻密な格子モデルを用いた心臓MRIタギング法の開発
第34回日本磁気共鳴医学会大会（つくば）9月,2006

No.49 石杉沙織,新津 守,新藤雅司,鴇 威人,楠本敏博,國松 聡,田中優美子,南 学：
女性MRI患者の意識調査と接遇方法

第34回日本磁気共鳴医学会大会（つくば）9月,2006
No.50 MoriK,ShiigaiM,UedaT,MinamiM,KitaN,TanakaN:

Non-invasive visualization ofthe uterine artery before uterine arterialembolization:

usefulnessofunenhanced3D sensitivity-encodingwater-excitationtime-of-flightmagnetic

resonance-angiography.

CardiovascularandInterventionalRadiologicalSocietyofEurope(Rome)September,2006

No.51 中尾砂理,沖 明典,南 里恵,松本光司,佐藤豊実,角田 肇,田中優美子,吉川裕之：
卵巣原発悪性リンパ腫の3例

第44回日本癌治療学会総会 （東京）10月,2006
No.52 八木貴子,田中優美子,南 学,岩下寛子,沖 明典,佐藤豊実,角田 肇,吉川裕之：

卵巣の悪性上皮性・間葉性混合腫瘍4例の画像所見
第42回日本医学放射線学会秋期臨床大会（福岡）10月,2006
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No.53 SugaharaS,TokuuyeK,NakaharaA,HataM,TerashimaH,FukumitsuN,ShibaharaT,
NakayamaH,HashimotoT,OharaK,AkineY:

Clinicalresultsofprotonbeamtherapyforloco-regionallyadvancedesophagealcancer.

25th annualmeetingoftheEuropeanSocietyforTherapeuticRadiology

andOncology(Leipzig)October,2006

No.54 OharaK,OhnishiK,NemotoK,HashimotoT,FukumitsuN,HataM,SugaharaS,TokuuyeK,
AkineY:

Conventionalsourcedwellinguptotheuterinefundusmaynotbemandatoryinintracavitary

radiotherapyforcervicalcancer.

25th annualmeetingoftheEuropeanSocietyforTherapeuticRadiology

andOncology(Leipzig)October,2006

No.55 HashimotoT,TokuuyeK,OhnishiK,FukumitsuN,HataM,SugaharaS,OharaK,TohnoE,
NishimuraT,AkineY:

Repeatedprotonbeam therapyforpreviouslyirradiatedhepatocellularcarcinoma.dose-

volumehistogram(DVH)analysis.

48th annualmeetingofAmericanSocietyforTherapeutic

RadiologyandOncology(Philadelphia)November,2006

No.56 TokuuyeK,HataM,FukumitsuN,SugaharaS,OhnishiK,MizumotoM,HayashiY,
OhkawaA,OharaK,AkineY:

Preliminaryresultsofprotonbeam therapyforhepatocellularcarcinomalocatedadjacentto

thealimentarytract.

48th annualmeetingofAmericanSocietyforTherapeutic

RadiologyandOncology(Philadelphia)November,2006

No.57 FukumitsuN,TokuuyeK,HashimotoT,SugaharaS,HataM,OharaK,TohnoE,AkineY:
Preliminaryresultsofhypofractionatedprotonbeamtherapyforhepatocellularcarcinoma.

48th annualmeetingofAmericanSocietyforTherapeutic

RadiologyandOncology(Philadelphia)November,2006

No.58 林 靖孝,徳植公一,菅原信二,幡多政治,中山秀次,福光延吉,水本斉志,大川綾子,
大原 潔,秋根康之：

髄膜腫に対する陽子線治療
日本放射線腫瘍学会第19回学術大会（仙台）11月,2006

No.59 幡多政治,徳植公一,菅原信二,影井兼司,中山秀次,福光延吉,橋本孝之,水本斉志,
大原 潔,秋根康之：
I期の非小細胞肺癌に対する少分割陽子線治療の初期成績

日本放射線腫瘍学会第19回学術大会（仙台）11月,2006
No.60 大川綾子,徳植公一,林 靖孝,水本斉志,福光延吉,中山秀次,幡多政治,菅原信二,

大原 潔,秋根康之：
局所進行膵癌に対する陽子線照射方法の検討

日本放射線腫瘍学会第19回学術大会（仙台）11月,2006
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No.61 大原 潔,水本斉志,福光延吉,幡多政治,菅原信二,徳植公一,林 靖孝,大川綾子,
中山秀次,秋根康之：

頸癌腔内照射における子宮底部までへの線源留置は必須か
日本放射線腫瘍学会第19回学術大会（仙台）11月,2006

No.62 平井みさ子,川上 肇,松枝 清,大原 潔,堀 哲夫,小室広昭,瓜田泰久,工藤寿美,
五藤 周,金子道夫：

気道より多量の血性リンパ液を噴出し続けた巨大胸壁縦隔血管腫に対する治療経験
第22回日本小児がん学会（大阪）11月,2006.

No.63 武田 徹,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,霍 慶凱,湯浅哲也,南 学,赤塚孝雄：
蛍光X線CTを用いた生体試料の高速撮影の試み

第46回日本核医学会学術総会（鹿児島）11月,2006
No.64 呉 勁,武田 徹,Thet-Thet-Lwin,霍 慶凱,湯浅哲也,南 学,赤塚孝雄：

マウス脳におけるI-127IMP蛍光X線CTを用いた脳血流評価：オートラジオグラフィー
との比較検討

第46回日本核医学会学術総会（鹿児島）11月,2006
No.65 Thet-Thet-Lwin,武田 徹,呉 勁,霍 慶凱,湯浅哲也,南 学,赤塚孝雄：

蛍光X線CTを用いた心筋症ハムスターの経時観察：オートラジオグラフィーとの比較
第46回日本核医学会学術総会（鹿児島）11月,2006

No.66 石井賢二,石井一弘,川崎敬一,織田圭一,武田 徹,塚田秀夫,岩崎信明,玉岡 晃,
木村裕一,石渡喜一：

ジフニルアルシン酸暴露者における脳FDG-PET所見
第46回日本核医学会学術総会（鹿児島）11月,2006

No.67 米山明男,竹谷 敏,本田一匡,本堂武夫,奥山純一,武田 徹,兵藤一行,平井康晴：
位相コントラストX線イメージング法による南極氷中のエアハイドレードの可視化と定量
解析の試み

平成18年度雪氷研究秋田大会（秋田）11月,2006
No.68 呉 勁,武田 徹,ティティルイン：

位相X線CTを用いたバイオメディカルリサーチ
第4回COE年次報告会（立命館大学）12月,2006

No.69 小貫琢哉,山本達生,酒井光昭,石川成美,鬼塚正孝,榊原 謙,穴見洋一,飯嶋達生,
野口雅之,大原 潔：

胸腺腫の集学的治療－正岡III期胸腺腫に対する術前放射線治療の有用性
第47回日本肺癌学会総会（京都）12月,2006

No.70 TanakaYO,TsunodaH,MinamiR,OkamotoY,YoshikawaH,MinamiM:
Malignantmixedepithelialandmesenchymaltumorsoftheuterus:MRfindings

92thScientificAssemblyandAnnualMeetingoftheRadiological

SocietyofNorthAmerica(Chicago)11月－12月,2006
No.71 OkamotoY,NiitsuM,IshiiT,KunimatsuA,UedaT,MinamiM:

Imagingofsoccerinjury:Correlationwithbiomechanics.

92ndScientificAssemblyandAnnualMeetingoftheRadiological

SocietyofNorthAmerica2006.(Chicago)11月－12月,2006
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No.72 OkamotoY,NiitsuM,MiyagawaK,UedaT,MinamiM:
MRimagingofbenignsubcutaneoussofttissuetumors.

92ndScientificAssemblyandAnnualMeetingoftheRadiological

SocietyofNorthAmerica2006.(Chicago)11月－12月,2006
No.73 KunimatsuA,HiratsukaM,AnnoI,KunimatsuN,UedaT,MinamiM,MoriK,OkamotoY:

AllYouNeedtoKnowaboutNeuropsychiatricLupusSyndromes.

92ndScientificAssemblyandAnnualMeetingoftheRadiological

SocietyofNorthAmerica2006.(Chicago)11月－12月,2006

班研究報告
No.1 武田 徹,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,砂口尚輝,湯浅哲也,本谷秀堅,赤塚孝雄：

小動物の高精細な蛍光及び位相X線CT画像の融合
文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「多次元医用画像の知的診断支援」

第三回シンポジウム（京都）1月,2006
第3回シンポジウム論文集,187-188,2006

No.2 本谷秀堅,新田修平,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,武田 徹,呉 勁,織内 昇,
遠藤啓吾：
PET/CT画像からのリンパ腫自動検出と診断支援

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「多次元医用画像の知的診断支援」
第三回シンポジウム（京都）1月,2006

No.3 本谷秀堅,湯浅哲也,深見忠典,赤塚孝雄,武田 徹,呉 勁,織内 昇,遠藤啓吾：
知的CADのための複数モダリティ画像統合とデータベースの開発－研究成果概要－

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「多次元医用画像の知的診断支援」
第三回シンポジウム（京都）1月,2006
第3回シンポジウム論文集95-102,2006

No.4 深見忠典,呉 勁,Thet-Thet-Lwin,湯浅哲也,武田 徹,赤塚孝雄,本谷秀堅：
MRI-SPECT心臓画像の位置合わせと統合定量評価法

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「多次元医用画像の知的診断支援」
第三回シンポジウム（京都）1月,2006

第3回シンポジウム論文集185-186,2006

受 賞
No.1 UedaT,SuitoH,MinamiM:

“Certificate ofMerit” MolecularImagingImplication oftumor-induced angiogenesisin

functionalCTimaging:Pathophysiologicalnatureof tumor-inducedneovascularizationand

technicaloverviewoffunctionalCTimaging.

EuropeanCongressofRadiology(Vienna)Feb,2006
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講 演
No.1 南 学：

画像診断の進め方：腹部領域
第22回佐賀CT・MRI研究会（佐賀）1月,2006

No.2 南 学：
CT/MRdeterminationofabdominaltumors:whereareyoufrom?

東大放射線科教室カンファレンス（東京）1月,2006
No.3 南 学：

膵嚢胞性病変の画像診断
第9回群馬画像セミナー（前橋）3月,2006

No.4 MinamiM:
Differentiationofhugeabdominaltumors.

14thDiagnosticImagingUpdate(Hawaii)3月,2006
No.5 南 学：

イメージ・インタープリテーションセッション
第65回日本医学放射線学会（横浜）4月,2006

No.6 南 学：
効果的なプレゼンテーションの方法

第65回日本医学放射線学会（横浜）4月,2006
No.7 南 学：

画像診断の進め方：腹部
第27回宮城総合画像研究会（仙台）9月,2006

No.8 南 学：
炎症性消化管疾患のCT診断

第19回島根胃腸フォーラム（出雲）10月,2006
No.9 南 学：

腹部画像診断の進め方
第18回大阪放射線医学秋期セミナー（大阪）10月,2006

No.10 大原 潔：
職場における放射線診断被ばくと不安

茨城産業保健セミナー（水戸）4月,2006
No.11 大原 潔：

職場における放射線診断被ばくと不安
茨城産業保健セミナー（土浦）5月,2006

No.12 大原 潔：
職場における放射線診断被ばくと不安

茨城産業保健／産業看護セミナー（水海道）7月,2006
No.13 大原 潔：

放射線と医学
大学出張講義／水城高等学校（水戸）9月,2006
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No.14 大原 潔：
放射線被ばくと不安

茨城産業保健セミナー（つくば）10月,2006
No.15 田中優美子：

“読影レポートのエッセンス”－Commondisease診断の要点と表現のコツ－婦人科領域
日本医学放射線学会関東地方会セミナー（東京）2月,2006

No.16 田中優美子：
教育講演26婦人科領域 画像診断医に必要な婦人科腫瘍学の知識：子宮がん

第65回日本医学放射線学会総会（横浜）4月,2006
No.17 田中優美子：

講演 画像診断医に必要な婦人科腫瘍学の知識：子宮がん
第47回RadiologyNow（倉敷）5月,2006

No.18 田中優美子：
画像診断の醍醐味－婦人科疾患を題材として－

第2回臨床研修医のための画像診断セミナー（東京）8月,2006
No.19 田中優美子：

ランチョンセミナーWomen’simaging知っておきたい付属器腫瘤の MR所見
第34回日本磁気共鳴医学会大会（つくば）9月,2006

No.20 田中優美子：
講演 付属器腫瘤の鑑別診断

昭和大学放射線勉強会（東京）10月,2006
No.21 TanakaYO:

SpecialLectureI.Adnexalmasseswhichradiologistsshoulddiagnosebeforethelaparotomy

The62ndScientificAssemblyandAnnualDelegateMeeting

ofKoreanRadiologicalSociety(Seoul)10月,2006
No.22 TanakaYO:

SpecialLecture II.Cervicaland endometrialcarcinoma:Minimum essentialforthe

radiologists

The62ndScientificAssemblyandAnnualDelegateMeeting

ofKoreanRadiologicalSociety(Seoul)10月,2006
No.23 東野英利子：

乳がん検診における超音波スクリーニングのポイント
第24回産婦人科MEセミナー（東京）1月,2006

No.24 遠藤登喜子,岩瀬拓士,宇津野栄,大貫幸二,大村峯夫,木村千明,古妻嘉一,角田博子,
寺田 央,東野英利子,逸見典子,堀田勝平,森本忠興：

マンモグラフィ健診精度管理中央委員会の現状と課題（2）
教育・研修委員会の現状と課題

日乳癌健診学会誌 15(1),12-18,2006

No.25 植田琢也：
臨床に役立つ乳癌MRI診断

第11回下総イメージングフォーラム（千葉）1月,2006
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その他
No.1 菅原信二：

食道癌の化学放射線療法
臨床放射線51(12),1786-1788,2006

No.2 SugaharaS,TokuuyeK,NakaharaA,HataM,TerashimaH,FukumitsuN,ShibaharaT,
NakayamaH,HashimotoT,OharaK,AkineY:

ClinicalResultsofProtonBeamTherapyforLocolegionallyAdvancedEsophageal.

RadiotherOncol81,supp1,S358,2006
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放射線腫瘍・陽子線グループ（2006年）

原 著
No.1 FukumitsuN,OgiS,UchiyamaM,MoriY:

Effectsofdiazepam on125I-iomazenil-benzodiazepinereceptorbindingandepilepticseizures

intheElmouse.

AnnNuclMed20,541-546,2006

No.2 FukumitsuN,SuzukiM,FukudaT,KiyonoY,KajiyamaS,SajiH:
Reduced(125)I-meta-iodobenzylguanidineuptakeandnorepinephrinetransporterdensityin

theheartsofmicewithMPTP-inducedparkinsonism.

NuclMedBiol33,37-42,2006

No.3 SuzukiM,KuritaA,HashimotoM,FukumitsuN,AboM,ItoY,UrashimaM,InoueK:
Impairedmyocardial123I-metaiodobenzylguanidineuptakeinLewybodydisease:comparison

betweendementiawithLewybodiesandParkinson’sdisease.

JNeurolSci15,15-19,2006

No.4 FukumitsuN,AshidaH,OgiS,UchiyamaM,MoriY,IkemotoI,SakamotoN,TojoK,
KawakamiM:

A case ofganglioneuroma in which 131I-6beta-iodomethyl-19-norcholest-5(10)-en-3beta-ol

scintigraphyshowedhighuptakeintheadrenalglandleadingtoamisdiagnosis.

AnnNuclMed20,69-73,2006

No.5 HataM,MiyanagaN,TokuuyeK,SaidaY,OharaK,SugaharaS,KageiK,IgakiH,
HashimotoT,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH,AkineY:

Protonbeam therapyforinvasivebladdercancer:aprospectivestudyofbladder-preserving

therapywithcombinedradiotherapyandintra-arterialchemotherapy.

IntJRadiatOncolBiolPhys64(5),1371-1379,2006

No.6 HataM,TokuuyeK,SugaharaS,FukumitsuN,HashimotoT,OhnishiK,NemotoK,OharaK,
MatsuzakiY,AkineY:

Protonbeamtherapyforhepatocellularcarcinomawithlimitedtreatmentoptions.

Cancer107(3),591-598,2006

No.8 HataM,TokuuyeK,SugaharaS,FukumitsuN,HashimotoT,OhnishiK,NemotoK,OharaK,
MatsuzakiY,AkineY:
Protonbeamtherapyforhepatocellularcarcinomapatientswithseverecirrhosis.

StrahlentherOnkol182(12),713-720,2006

No.9 OharaK,OkiA,TanakaYO,OnishiK,FukumitsuN,HashimotoT,SatohT,TsunodaH,
HataM,SugaharaS,TokuuyeK,AkineY,YoshikawaH:

Earlydeterminationofuterinecervicalsquamouscellcarcinomaradioresponseidentifieshigh-

andlow-responsetumors.

IntJRadiatOncolBiolPhys64(4),1179-1182,2006
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No.10 HashimotoT,TokuuyeK,FukumitsuN,IgakiH,HataM,KageiK,SugaharaS,OharaK,
MatsuzakiY,AkineY:

Repeatedprotonbeamtherapyforhepatocellularcarcinoma.

IntJRadiatOncolBiolPhys 65(1),196-202,2006

No.11 IgakiH,TokuuyeK,TakedaT,SugaharaS,HataM,HashimotoT,FukumitsuN,WuJ,
OhnishiK,OharaK,AkineY:

Sequentialevaluationofhepaticfunctionalreserveby99mTechnetium-galactosylhumanserum

albuminscintigraphyafterprotonbeamtherapy:areportofthreecasesandareviewofthe

literatures.

ActaOncol45(8),1102-1107,2006

No.12 FukumitsuN,TokuuyeK,SugaharaS,HashimotoT,HataM,OharaK,ShibaharaT,NakaharaA,
AkineY:

A patientsurviving foreightyearsafterproton and x-ray irradiation foradvanced

esophagealcancer.

ActaOncol45(8),1132-1134,2006

No.13 JonesB,AkineY:
Dosedistributiontothemediastinumandheart.

BrJRadiol79(941),448,2006

No.14 SaseS,SasakiT,FukukitaH,SakaeT,AkineY:
Determinationofgate-onand-offtiminginrespiration-gatedradiotherapy.

日本放射線技術学会雑誌62(2),1682-1689,2006
No.15 宮永直人,赤座英之,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,幡多政治,

徳植公一,橋本孝之,福光延吉,菅原信二,秋根康之：
限局性前立腺癌に対する陽子線治療

泌尿器外科19(8),951-954,2006

総 説
No.1 秋根康之,徳植公一,菅原信二,幡多政治,福光延吉,橋本孝之：

消化器がんに対する放射線治療 消化器がんに対する陽子線治療
臨床消化器内科21(3),315-322,2006

No.2 秋根康之：
総特集,臨床での治療成績を実証する 陽子線治療の現状と今後の展望

月刊新医療384(12),52-54,2006

学会発表
No.1 OharaK,TanakaYO,TsunodaH,NemotoK,OhnishiK,FukumitsuN,HashimotoT,

SugaharaS,HataM,TokuuyeK,YoshikawaH,AkineY:
Comparison oftreatmentresponseoflocally advanced cervicalcancerto neoadjuvant

chemotherapyplusradiotherapyvs.radiotherapyalone:whydoclinicaloutcomesshow no

overallimprovement?

17thInternationalCongressonAnti-CancerTreatment(ICACT),(Paris)Jan.,2006
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No.2 幡多政治,徳植公一,菅原信二,福光延吉,橋本孝之,大西かよ子,根本景子,大原 潔,
秋根康之：

合併症により治療法が制限された肝細胞癌に対する陽子線治療
第65回日本医学放射線学会学術集会（横浜）4月,2006

No.3 徳植公一,橋本孝之,福光延吉,幡多政治,菅原信二,根本景子,大西かよ子,大原 潔,
秋根康之：

消化管に近接した肝細胞癌患者に対する陽子線治療の初期成績
第65回日本医学放射線学会学術集会（横浜）4月,2006

No.4 大原 潔,田中優美子,大西かよ子,根本景子,橋本孝之,福光延吉,菅原信二,幡多政治,

徳植公一,秋根康之：
子宮頸癌治療におけるネオアジュバント化学療法併用が放射線単独療法に比べ有効でな
かった理由

第65回日本医学放射線学会学術集会（横浜）4月,2006
No.5 幡多政治,松崎靖司,徳植公一：

門脈腫瘍栓または重症肝硬変症をともなう肝細胞癌患者に対する陽子線治療
第42回日本肝臓学会総会（京都）5月,2006

No.6 AkineY,SugaharaS,TokuuyeK,HataM,NakayamaH,FukumitsuN,KanekoM,FukushimaT:
ProtonbeamtherapyforpediatrictumorsatUniversityofTsukuba.

The44thParticleTherpyCo-operativeGroup(PTCOG)meeting,Zurich,Jun.2006

No.7 福光延吉,徳植公一,橋本孝之,菅原信二,幡多政治,大原 潔,秋根康之：
肝細胞患者における少分割陽子線医療の検討

第42回日本肝癌研究会（東京）7月,2006
No.8 橋本孝之,徳植公一,根本景子,大西かよ子,福光延吉,幡多政治,菅原信二,大原 潔,

松崎靖司,秋根康之：
肝の耐用線量に関する検討－繰り返し陽子線治療における線量体積曲線を用いた評価

第42回日本肝癌研究会（東京）7月,2006
No.9 OharaK,OhnishiK,NemotoK,HashimotoT,FukumitsuN,HataM,SugaharaS,TokuuyeK,

AkineY:
Conventionalsource dwelling up to the uterine founds may notbe mandatory in

intracavitaryradiotherapyforcervicalcancer.

The25thEuropeanSocietyforTherapeuticRadiology

andOncology(ESTRO),(Leipzig),Oct.,2006

No.10 OgiS,GotoE,UchiyamaM,UrashimaM,FukumitsuN:
Theanalysisofinhaled99mTc-DTPAaerosollungdeposition.

EuropeanAssociationofNuclearMedicine,(Athens)Oct.,2006

No.11 SugaharaS,TokuuyeK,NakaharaA,HataM,TerashimaH,Fukumitsu N,ShibaharaT,
NakayamaH,HasimotoT,OharaK,AkineY:

Clinicalresultsofprotonbeamforloco-regionallyadvancedesophagealcancer.

The25thEuropeanSocietyforTherapeuticRadiology

andOncology(ESTRO),(Leipzig),Oct.2006
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No.12 UzawaA,AndoK,FurusawaY,KagiyaG,FujiH,HataM,SakaeT,TerunumaT,ScholzM,
RitterS:

Biologicalintercomparisonusinggutcryptsurvivalsforprotonandcarbonions.

NIRS-CNAOJointSymposiumonCarbonIonRadiotherapy2006,(Milan)Nov.2006

No.13 HashimotoT,TokuuyeK,OhnishiK,FukumitsuN,HataM,SugaharaS,OharaK,TohnoE,
NishimuraT,AkineY:

Repeated proton beam therapy forpreviously irradiated hepatocellularcarcinoma-dose-

volumehistogram(DVH)analysis.

The48th AnnualScientificMeetingofAmericanSociety

forTherapeuticRadiologyOncology(ASTRO),(Philadelphia)Nov.,2006

No.14 FukumitsuN,TokuuyeK,HashimotoT,SugaharaS,HataM,OharaK,TohnoE,AkineY:
Preliminaryresultsofhypofractionatedprotonbeamtherapyforhepatocellularcarcinoma.

The48th AnnualScientificMeetingofAmericanSociety

forTherapeuticRadiologyOncology(ASTRO),(Philadelphia)Nov.2006

No.15 TokuuyeK,HataM,FukumitsuN,SugaharaS,OhnishiK,MizumotoM,OharaK,TohnoE,
AkineY:

Preliminaryresults:ofprotonbeam therapyforhepatocelluarcarcinomalocatedadjacentto

thealimentarytract.

The48th AnnualScientificMeetingof

AmericanSocietyforTherapeuticRadiologyOncology(ASTRO),

Philadelphia,Nov.2006

No.16 幡多政治,徳植公一,菅原信二,影井兼司,中山秀次,福光延吉,橋本孝之,水本斉志,
大原 潔,秋根康之：
I期の非小細胞肺癌に対する少分割陽子線治療の初期成績

第19回日本放射線腫瘍学会（仙台）11月,2006
No.17 林 靖孝,徳植公一,菅原信二,幡多政治,中山秀次,福光延吉,水本斉志,大川綾子,

大原 潔,秋根康之：
髄膜腫に対する陽子線治療

第19回日本放射線腫瘍学会（仙台）11月,2006
No.18 大川綾子,徳植公一,林 靖孝,水本斉志,福光延吉,中山秀次,幡多政治,菅原信二,

大原 潔,秋根康之：
局所進行膵癌に対する陽子線治療の検討

第19回日本放射線腫瘍学会（仙台）11月,2006
No.19 荻 成行,内山眞幸,福田国彦,福光延吉：

99mTc-DTPAaerosolscintigraphyの洗い出し曲線の解析方法の検討
第46回日本核医学会総会（鹿児島）11月,2006

その他
No.1 秋根康之：

教育講演6 粒子線治療の進歩（司会）
第44回日本癌治療学会総会（東京）10月,2006
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麻酔学グループ（2006年）

原 著
No.1 UmeharaS,TanakaM,NishikawaT:

Effectsofsevofluraneanesthesiaoncarotid-cardiacbaroreflexresponsesinhumans

Anesthesia&Analgesia102,38-44,2006

No.2 OsakaY,InomataS,TanakaE,NakamuraT,HondaK,MiyabeM,ToyookaH,TanakaM:
Effectofpropofolonropivacainemetabolisminhumanlivermicrosomes

JAnesth20(1),60-63,2006

No.3 FukudaT,WatanabeK,HisanoS,ToyookaH:
LickingandC-Fosexpressioninthedorsalhornofthespinalcordaftertheformalintest

AnesthAnalg102,811-814,2006

No.4 FukudaT,HisanoS,ToyookaH:
Moderatehypercapnia-inducedanestheticeffectsandendogenousopioids

NeuroscienceLetters403,20-23,2006

No.5 TanakaE,NakamuraT,InomataS,HondaK:
Simultaneousdeterminationofthreelocalanestheticdrugsfrom thepipecoloxylididegroup

inhumanserumbyhigh-performanceliquidchromatography.

JChromatogrB834,213-216,2006

No.6 FukudaT,FukunagaA,ToyookaH:
Siteoffreshgasinletandratiosofthedeliveredfractionandinspiredfractionofinhaled

isofluraneandsevofluraneinlow-flowAnesthesia

JAnesth20,268-273,2006

No.7 FukudaT,FurukawaH,HisanoS,ToyoookaH:
Systemicclonidineactivatesneuronsofthedorsalhorn,butnotthelocusceruleus(A6)or

theA7area,afteraformalintest:theimportanceofthedorsalhornintheantinociceptive

effectsofclonidine

JAnesth,279-283,2006

No.8 NishikawaN,MizutaniT,NakaoT,KamodaT,TakahashiS,ToyookaH:
RespiratoryfailureduetomorbidobesityinapatientwithPrader-Willisyndrome:an

experienceoflong-termmechanicalventilation

JAnesth20,300-303,2006

No.9 EnomotoY,KudoT,SaitoT,HoriT,KanekoM,MatsuiA,MizutaniT:
Prolongeduseofexmedetomidineinaninfantwithrespiratoryfailurefollowingliving

donorlivertransplantation

PaediatrAnaesth16,1285-1288,2006

No.10 NishikawaM,InomataS:
CautioususeofTrachlightInInfants

AnesthAnalg102(4),1298,2006
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No.11 HommaM,SumiyaK,KambayashiY,InomataS,KohdaY:
Assessmentofclonidineorallydisintegratingtabletforpre-anestheticmedicationinpediatric

surgery

BiolPharmBull29(2),321-323,2006

No.12 TanakaE,NakamuraT,InomataS,HondaK:
EffectsofpremedicationmedicinesontheformationoftheCYP3A4-dependentmetabolite

ofropivacaine,2’,6’-Pipecoloxylidide,onhumanlivermicrosomesinvitro
BasicClinPharmacolToxicol98(2),181-183,2006

No.13 OianW,HommaM,ItagakiF,TachikawaH,KawanishiY,MizukamiK,AsadaT,InomataS,
HondaK,OhkoshiN,KohdaY:

MDR1genepolymorphism inJapanesepatientswithschizophreniaandmooddisorders

includingdepression

BiolPharmBull29(12),2446-2450,2006

No.14 JiaX,KoenigMA,ShinHC,ZhenG,YamashitaS,ThakorNV,GeocadinRG:
QuantitativeEEG andneurologicalrecoverywiththerapeutichypothermiaafterasphyxial

cardiacarrestinrats

BrainRes21,166-175,2006

No.15 ShinHC,TongS,YamashitaS,JiaX,GeocadinRG,ThakorNV:
QuantitativeEEGandeffectofhypothermiaonbrainrecoveryaftercardiacarrest

IEEETransBiomedEng53,1016-1023,2006

No.16 大坂佳子,猪股伸一,宮部雅幸：
ロピバカインとプロポフォールのヒト肝ミクロソームでの代謝における相互作用

Pharmacoanesthesiology18(1),38-39,2006

No.17 清水 雄,萩谷圭一,千葉あい,高橋伸二,水谷太郎：
A-Ⅱ-02人工呼吸器を用いる際の安全対策 －ナースコール連携システムの有用性－

人工呼吸23(2),201,2006
No.18 津山亨子,吉野雅美,水谷太郎,高橋伸二：

C-Ⅰ-12CPAPマスク「ブーシナック」使用時のHME併用は加湿に有効か
人工呼吸23(2),233-234,2006

No.19 星 拓男,高橋 宏,上村 明,大河内信弘,平石恵美子：
手術室入室方法変更の試み －一足制とハッチウェイ廃止の試み－

日本手術医学会誌27(1),68-69,2006
No.20 高橋 宏,星 拓男,上村 明,大河内信弘,平石恵美子,野口茂樹：

体位による術後神経障害の予防対策
日本手術医学会誌27(2),168-169,2006

総 説 その他
No.1 田中 誠：

麻酔と心臓迷走神経反射
日本臨床麻酔学会誌26,246-253,2006
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No.2 近藤 司,田中 誠：
硬膜外注入ステロイドと吃逆,夜間覚醒について

臨床麻酔30,232-234,2006

著 書
No.1 田中 誠：

循環系,高血圧症の患者の麻酔
JSAリフレッシャーコース,202-207,2006

No.2 田中 誠：
Chapter7 呼吸・循環・体液・代謝管理の評価とモニタリングのテクニック 循環機能の評
価のテクニック A）心電図からの情報の評価

イラストでわかる麻酔科必須テクニック
正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策

（土肥修司 編）,106-107,2006
No.3 田中 誠：

Chapter7 呼吸・循環・体液・代謝管理の評価とモニタリングのテクニック 循環機能の評
価のテクニック B）動脈圧,中心静脈圧

イラストでわかる麻酔科必須テクニック
正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策

（土肥修司 編）,108-109,2006
No.4 田中 誠：

Chapter7 呼吸・循環・体液・代謝管理の評価とモニタリングのテクニック 循環機能の評
価のテクニック C）心内圧の情報の評価

イラストでわかる麻酔科必須テクニック
正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策

（土肥修司 編）,110-111,2006
No.5 宮部雅幸：

Chapter4 NeuraxialAnesthesiaと神経ブロック（手術麻酔）仙骨硬膜外麻酔（小児）
イラストでわかる麻酔科必須テクニック

正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策
（土肥修司 編）,158-159,2006

No.6 水谷太郎：
Chapter5 救急蘇生のテクニック（緊急蘇生の気道確保）長期人工呼吸のテクニック

イラストでわかる麻酔科必須テクニック
正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策

（土肥修司 編）,268-269,2006
No.7 猪股伸一：

Chapter6 術後痛・がん性疼痛の治療テクニック 小児の硬膜外鎮痛
イラストでわかる麻酔科必須テクニック

正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策
（土肥修司 編）,180-181,2006
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No.8 宮部雅幸：
Chapter9 合併症予防のテクニック 局所麻酔薬中毒

イラストでわかる麻酔科必須テクニック
正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策

（土肥 修司 編）,250-251,2006
No.9 宮部雅幸：

第2章・脊髄くも膜下麻酔 4.脊髄くも膜下麻酔後の麻酔効果
ここがポイント 麻酔手技上達のコツ,174-176,2006

No.10 宮部雅幸：
第2章・脊髄くも膜下麻酔 5.脊髄くも膜下麻酔域の判定方法

ここがポイント 麻酔手技上達のコツ,177-179,2006
No.11 高橋伸二,田中 誠：

第3章・硬膜外麻酔 2.硬膜外カテーテルからのテストドーズ
ここがポイント 麻酔手技上達のコツ,209-215,2006

No.12 上村 明：
第3章・硬膜外麻酔 3.仙骨硬膜外麻酔法

ここがポイント 麻酔手技上達のコツ,216-220,2006
No.13 猪股伸一：

第3章 代表的な薬物の薬物動態 8.遺伝子とPONV
麻酔薬の薬物動態－基本的な考え方,臨床で何に気をつけるか－

（小田 裕編著）,144-159,2006

学会発表
No.1 YamamotoS,YamadaJ,FurukawaT,FukudaA:

EffectsofpropofolontonicGABAergicinhibitioninneocontex

FederationofEuropeanNeuroscienceSocieties(Vienna)7月,2006
No.2 MizutaniT,YamamotoT,SakuraiH,TakahashiS,TanakaM:

DoesFluorocarbonAugmentBeneficialEffectsofRecruitmentManeuverinAcuteLung

lnjury?

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.3 ShimizuT,InomataS,SaitoS,MiyabeM,TanakaM:

PainonInjectionofPropofol:TheEffectofInjectateTemperatureandInjectionSpeed

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.4 SakuraiH,MizutaniT,ChibaA,ShigaY,TanakaM:

AccuracyinEstimatingtheCorrectIntervertebralSpaceLevelduringEpiduralAnesthesia

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.5 UemuraA,YagiharaM,MiyabeM:

Pulseoximetryperfusionindexasapredictorfortheeffectofpediatricepiduralblock

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
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No.6 YagiharaM,UemuraA,MiyabeM:
Influence of acidosis on Olprinone-induced improvement of fatigued diaphragmatic

contractilityinguinea-pig

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.7 櫻井洋志,水谷太郎,高橋伸二,猪股伸一,宮部雅幸,田中 誠：

シリンジポンプの異常動作
第33回日本集中治療医学会学術集会（大阪）3月,2006

No.8 水谷太郎：
座長 呼吸（5）呼吸気道

第33回日本集中治療医学会学術集会（大阪）3月,2006
No.9 清水 雄,水谷太郎,高橋伸二,星 拓男,田中 誠：

人工呼吸管理にLaryngoflexが有用であった気管切開後患者
第33回日本集中治療医学会学術集会（大阪）3月,2006

No.10 山本純偉,山田順子,古川智範,豊岡秀訓,田中 誠,福田敦夫：
プロポフォールのGABA作動性トニックカレントへの作用

第83回日本生理学会大会（前橋）3月,2006
No.11 千葉あい,水谷太郎,高橋伸二,清水 雄,萩谷圭一：

仰臥位健康成人における胸郭外陰圧式人工呼吸器使用時の換気量変化
第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006

No.12 清水 雄,萩谷圭一,千葉あい,高橋伸二,水谷太郎：
人工呼吸器を用いる際の安全対策 －ナースコール連携システムの有用性－

第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006
No.13 水谷太郎：

一般演題 座長（加温・加湿）
第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006

No.14 萩谷圭一,千葉あい,清水 雄,高橋伸二,水谷太郎：
CPAPマスク「ブーシナック」気道抵抗の検討

第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006
No.15 津山亨子,吉野雅美,水谷太郎,高橋伸二：

CPAPマスク「ブーシナック」使用時のHME併用は加湿に有効か
第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006

No.16 猪股伸一：
亜酸化窒素ガスの鎮痛作用における性差と急性耐性

日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006
No.17 千葉あい,水谷太郎,櫻井洋志：

健康成人における胸郭外陰圧式人工呼吸器使用時の一回換気量変化
日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006

No.18 山本純偉：
プロポフォールのGABA作動性トニックカレントへの作用

日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006
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No.19 櫻井洋志,水谷太郎,千葉あい,清水 雄,志賀由佳,田中 誠：
硬膜外カテーテル留置時の刺入点定法について

日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006
No.20 八木原正浩,上村 明,齋藤歌織,宮部雅幸：

小児硬膜外麻酔における酸素飽和度モニターの灌流指標PerfusionIndex（PI値）の可能性
日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006

No.21 星 拓男,高橋 宏,上村 明：
手術室入室方法の変更による入退室時間の変化（ポスター）

第3回麻酔科学サマーセミナー（宮古島）6月,2006
No.22 星 拓男：

経食道エコーの基本断面
第3回麻酔科学サマーセミナー（宮古島）6月,2006

No.23 小林可奈子,日下部学,小原 直,長谷川雄一,長澤俊郎,河合弘二,萩谷圭一,高橋伸二,

水谷太郎：
反復発症した輸血関連急性肺障害（TRALI,transfusion-relatedacutelunginjury）の1例

第15回日本集中治療医学会関東甲信越地方会（東京）8月,2006
No.24 津山享子,鈴木君江,本間満子,相川美保子,川口寿彦,佐藤藤夫,高橋伸二：

AED（自動体外式除細動器）使用資格に係わる職員教育 －第2報－
第30回茨城県救急医学会（つくば）9月,2006

No.25 柴 優子,高橋伸二,水谷太郎,吉野雅美：
効果的なCPRのために何ができるか,ACLS受講後にみえたもの

第30回茨城県救急医学会（つくば）9月,2006
No.26 星 拓男,高橋伸二：

Off-pumpCABG術後早期抜管にむけて －抜管時のフェンタニル濃度の検討－
第11回日本心臓血管麻酔学会学術大会（長崎）9月,2006

No.27 大坂佳子,左津前剛,森 智子,斎藤重行,宮部雅幸,田中 誠：
硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔の術後に両下肢運動麻痺・膀胱直腸障害を呈した症例

日本臨床麻酔学会第26回大会学術集会（旭川）10月,2006
No.28 櫻井洋志,宮部雅幸：

Truview®とBullard型喉頭鏡との比較
日本臨床麻酔学会第26回大会学術集会（旭川）10月,2006

No.29 恩田將史,高橋伸二,八木原正浩,宮部雅幸,田中 誠：
右心系・肺動脈基部に達した子宮筋腫の1症例

日本臨床麻酔学会第26回大会学術集会（旭川）10月,2006
No.30 星 拓男,高橋 宏：

手術室入室方法変更による入退室時間,手術室滞在時間の変化
日本臨床麻酔学会第26回大会（旭川）10月,2006

No.31 志賀由佳,高橋 宏：
気管切開時,気切用チューブ（Laryngo-flextubeTM）が発火した症例

日本臨床麻酔学会第26回大会（旭川）10月,2006
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No.32 高橋 宏,大河内信弘,星 拓男,上村 明,平石恵美子：
当院における鏡視下手術委員会の活動について

日本手術医学会第28回総会（大阪）11月,2006
No.33 星 拓男,高橋 宏,平石恵美子,大河内信弘：

手術室入室方法変更による手術部位感染（SSI）発症率の変化
第28回日本手術医学会（大阪）11月,2006

No.34 水谷太郎：
座長 人工呼吸セミナー／機器安全対策セミナー

第4回呼吸・循環セミナー InTSUKUBA2006（つくば）11月,2006
No.35 高橋伸二：

人工呼吸セミナー
第4回呼吸・循環セミナーInTSUKUBA2006（つくば）11月,2006

No.36 高橋伸二：
周術期β-ブロッカーの使い方

仙台麻酔科症例検討会（仙台）11月,2006
No.37 水谷太郎：

座長 一般演題31（ポスター）PCPS
日本蘇生学会第25回大会（浜松）12月,2006

No.38 佐藤藤夫,水谷太郎,山本純偉,上村和也,森島裕子,高橋伸二,武安法之,本間満子,
渡邊雅彦,渡邊重行：

一般講演 口演(133)当院における心肺蘇生法標準化への取り組み－CPRクリティカルパ
スの導入－

日本蘇生学会第25回大会（浜松）12月,2006
No.39 山本純偉：

ベンゾジアゼピンによる大脳皮質第Ⅴ層のGABA作動性シナプスにおけるα7ニコチン受
容体のinsertionとそのメカニズム

生理研研究会「大脳皮質材能単位の神経機構」（岡崎）12月,2006

その他
No.1 水谷太郎：

編集後記
中毒研究19(1),88,2006

No.2 水谷太郎：
第3回気管挿管講習会（県内消防本部救急救命士74名）

（水戸）6月,2006
No.3 宮部雅幸：

第3回気管挿管講習会・座学／実技（県内消防本部救急救命士74名）
（水戸）6月,2006

No.4 水谷太郎：
平成18年度消防職員特別教育第3回気管挿管講習会・講師

（水戸）6月,2006
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No.5 宮部雅幸：
平成18年度消防職員特別教育第3回気管挿管講習会・講師

（水戸）6月,2006
No.6 水谷太郎：

平成18年度消防職員特別教育第3回気管挿管講習会・実技
（水戸）6月,2006
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臨床病理学グループ（2006年）

原 著
No.1 TakekoshiK,FukuharaM,IsobeK,KawakamiY,OhmoriH:

Longterm exercisestimulatesAMP-activatedproteinkinaseactivityandsubunitexpression

inratvisceraladiposetissueandliver.

Metabolism55,1122-1128,2006

No.2 SeyaY,FukudaT,IsobeK,KawakamiY,TakekoshiK:
EffectofnorepinephrineonRhoA,MAPkinase,proliferationandVEGFexpressionin

humanumbilicalveinendothelialcells.

EurJPharmacol.553(1-3),54-60,2006

No.3 YatohS,MizutaniM,YokooT,KozawaT,SoneH,ToyoshimaH,SuzukiS,ShimanoH,
KawakamiY,OkudaY,YamadaN:

Antioxidants and an inhibitor of advanced glycation ameliorate death of retinal

microvascularcellsindiabeticretinopathy.

DiabetesMetabResRev.22(1),38-45.2006

No.4 CaoY,KamiokaY,MochizukiN,YokoiN,SeinoS,KobayashiT,HinoO,HaraK,

YonezawaK,OnoderaM,NakaeJ:
Interaction of FoxO1 and TSC2 induces insulin resistance through activation of

mTOR/p70S6Kpathway.

J.Bio.Chem281,40242-40251,2006

No.5 SasakiT,IkedaH,SatoM,OhkuriT,AbeH,KurokiM,OnoderaM,MiyamotoM,KondoS,
NishimuraT:

Antitumoractivityofchimericimmunoreceptorgene-modifiedTc1andTh1cellsagainst

autologouscarcinoembryonicantigen-expressingcoloncancercells.

CancerSci,97,920-927,2006

No.6 SuzukiE,TsutsumiA,GotoD,MatsumotoI,ItoS,OtsuM,OnoderaM,TakahashiS,SatoY,
SumidaT:

GenetransductionoftristetraprolinoritsactivedomainreducesTNF-alphaproductionby

JurkatTcells.

IntJMolMed17,801-809,2006

No.7 UchiyamaT,IshikawaY,OnoderaM,SatoM,DuW,SasaharaY,TanakaN,SugamuraK,
TsuchiyaS,KumakiS:

ApplicationofHSVtksuicidegenetoX-SCID genetherapy:Ganciclovirtreatmentoffsets

genecorrectedX-SCIDBcells.

BBRC341,391-398,2006

No.8 NabekuraT,OtsuM,NagasawaT,NakauchiH,OnoderaM:
Potentvaccinetherapywithdendriticcellsgeneticallymodifiedbytheretroviralvector

GCDNsap.

MolecularTherapy13,301-309,2006

No.9 MutoH,KanekoS,MachinoT,OkoshiY,MukaiHY,SuzukawaK,HasegawaY,ImagawaS,
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KojimaH,IshiiY,HitomiS,NagasawaT:
Quinupristin/dalfopristinandvoriconazolecontrolledStaphylococcusepidermidispneumonia

andchronicnecrotizingaspergillosisinapatientwithseverelungdegradationconsequentto

multipletreatmentsforHodgkin'slymphoma.

JInfectChemother12(6),391-5,2006
No.10 KojimaH,MoroiM,JungSM,GotoS,TamuraN,KozumaY,SuzukawaK,NagasawaT:

Characterizationofapatientwithglycoprotein(GP)VIdeficiencypossessingneitheranti-

GPVIautoantibodynorgeneticaberration.

JThrombHaemost.4(11),2433-42,2006
No.11 PalomeroT,NcJebbaJm I-NeilJ,GalinskyI,StoneR,SuzukawaK,StiakakiE,KalmantiM,

FoxEA,CaligiuriMA,AsterJC,LookAT,FerrandoAA:

ActivatingmutationsinNOTCH1inacutemyeloidleukemiaandlineageswitchleukemias.

Leukemia20(11),1963-6,2006
No.12 KojimaH,KatsuokaY,KatsuraY,SuzukiS,SuzukawaK,HasegawaY,NagasawaT:

Successful treatment of a patient with POEMS syndrome by tandem high-dose

chemotherapywithautologousCD34+purgedstemcellrescue.

IntJHematol.84(2),182-5,2006
No.13 TakeiN,SuzukawaK,MukaiHY,ItohT,OkoshiY,YodaY,NagasawaT:

Therapy-relatedacutemyeloidleukemia6yearsafterclonaldetectionofinv(11)(q21q23)

andMLLgenerearrangement.

IntJHematol.83(3),247-51,2006

著書・総説
No.1 TakekoshiK:

RoleofOpioid Peptidesin thelocalRegulation ofEndocrineGland.Handbook of

BiologicallyActivePeptides/AbaKastin(eds)

ACADEMICPRESS829-831,2006

No.2 IsobeK,NissatoS,TatsunoI,YashiroT,TakekoshiK,KawakamiY:
Expression of mRNAs for succinate dehydrogenase subunits and related genes in

pheochromocytoma.

AnnN.Y.AcadSci1073,253-262,2006

No.3 竹越一博：
多発性内分泌腺腫症（MEN）の遺伝子診断

中井利昭編 検査値のみかた 改訂第3版 東京：中外医学社,867-874,2006
No.4 竹越一博：

血漿レニン活性・濃度，アルドステロン
中井利昭編 検査値のみかた 改訂第3版 東京：中外医学社，328-332,2006
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No.5 竹越一博：
バニリルマンデル酸（VMA）ホモバニリン酸（HVA）

中井利昭編 検査値のみかた 改訂第3版 東京：中外医学社，350-353,2006
No.6 竹越一博：

メタネフリン（M）とノルメタネフリン（NM）最新検査のABC
日本医師会雑誌135(2),249-249,2006

No.7 竹越一博：
カテコールアミン3分画 最新検査のABC

日本医師会雑誌135(2),247-249,2006
No.8 磯部和正：

病気のはなし 褐色細胞腫
検査と技術34(9),819-824,2006

学会発表
No.1 竹越一博：

褐色細胞腫の最近の話題－遺伝子異常も含めて－（シンポジスト）
第59回臨床内分泌代謝懇話会2006

No.2 竹越一博：
褐色細胞腫の最近の話題－遺伝子異常を中心に（シンポジスト）

第6回茨城内分泌外科研究会2006
No.3 竹越一博：

遺伝性褐色細胞腫（シンポジスト）（家族性内分泌腫瘍の基礎と臨床）
第12回日本家族性腫瘍学会学術集会2006

No.4 竹越一博：
遺伝性褐色細胞腫についてのオーバービュウー（研究発表）

第1回悪性褐色細胞腫 多施設共同研究 打ち合わせ会2006
No.5 竹越一博,福田敏之,磯部和正,川上 康：

AMPK活性化は副腎髄質においてカテコールアミン合成および分泌を刺激する
第79回日本内分泌学会学術総会 2006

No.6 IsobeK,TatsunoI,YashiroT,TakekoshiK,KawakamiY:
Expression of mRNAs for succinate dehydrogenase subunits and related genes in

pheochromocytoma

第79回日本内分泌学会総会2006
No.7 磯部和正,龍野一郎,竹越一博,川上 康：

褐色細胞腫組織中のadiponectin,AdpR1,AdpR2Mrnaの発現レベルの検討
第49回日本糖尿病学会年次学術集会2006

No.8 竹越一博,磯部和正,川上 康,大森 肇：
慢性運動の脂肪および肝AMP-activatedproteinkinase（AMPK）活性に対する影響

第38回日本臨床検査自動化学会2005
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No.9 磯部和正,新里寿美子,蓑和田滋,竹越一博,川上 康：
悪性褐色細胞腫におけるSDHB遺伝子変異検索

日本臨床検査自動化学会第38回大会2006
No.10 磯部和正,傅 玲,竹越一博,川上 康：

アディポネクチンおよびアディポネクチン受容体発現に及ぼすβアドレナジック作用
日本臨床検査自動化学会第38回大会2006

No.11 小野寺雅史：
Geneandcelltherapyforrelapsedleukemiaafterallogeneicstemcelltranspiantation

第109回 日本小児科学会学術集会2006
No.12 ToruUchiyama,YoshinoriIshikawa,NaotoIshii,MasafumiOnodera,MikiSato,YojiSasahara,

NobuyukiTanaka,KazuoSugamura,SatoruKumaki,ShigeruTsuchiya:

Application ofHSVtk Suicide Gene to X-SCID Gene Therapy:GanciclovirTreatment

SelectivelyElmiinatesGeneCorrectedCellsInVitroandInVivo

9thAnnualMeeting,AmericanSocietyofGeneThrapy2006

No.13 MakotoOtsu,SatoruNakajima,MiyukiKida,YoshihiroMaeyama,NariakiToita,

NorikazuHatano,NobuakiKawamura,RyoujiKobayashi,OsamuTatsuzawa,MasafumiOnodera,
FabioCandotti,PawanBali,MichaelS Hershfield,YukioSakiyama,TadashiAriga:

Stem CellGeneTherapywithNoPre-ConditioningfortheADA-DeficiencyPatientsLeads

toGeneralizedDetoxificationandDelayed,butSteadynHematologicalReconstitution

9thAnnualMeeting,AmericanSocietyofGeneThrapy2006

No.14 MasafumiOnodera,ShinKaneko,MakotoOtsu,HiroshiKojima,RyoSumazaki,SalvatoreToma,
ChiaraBordignon,HiromitsuNakauchi,ToshiroNagasawa:

GeneTherapyClinicalTrialsforRelapsedLeukemiawithInfusionsofTheSuicide-Gene

TransducedDonorLymphocytesinjapan

9thAnnualMeeting,AmericanSocietyofGeneThrapy2006

No.15 OtsuM,NakajimaS,KidaM,MaeyamaY,ToitaN,HatanoN,KawamuraN,KobayashiR,
TatsuzawaO,OnoderaM,KobayashiE,SagawaH,KatoI,CandottiF,BaliP,HershfieldM S,
SakiyamaY,ArigaT:

STEADY ONGOING HEMATOLOGICALAND IMMUNOLOGICALRECONSTITUTION

ACHIEVED IN ADA-DEFICIENCY PATIENTS TREATED BY STEM CELL GENE

YHERAPYWITHNOMYELOPREPARATIVECONDITIONING

第12回 日本遺伝子治療学会 2006

No.16 OnoderaM,KanekoS,OtsuM,OkoshiY,KojimaH,ShimizuT,FukushimaT,SumazakiR.,
BoniniC.,BordignonC.,NakauchiH.,NagasawaT:
GENETHERAPY CLINICALTRIALSFORRELAPSED LEUKENIA WITH INFUSIONS

OFTHESUICIDE-GENETRANSDUCEDDONORLYMPHOCYTESINJAPAN

第12回 日本遺伝子治療学会2006
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No.17 濱仲早苗,大津 真,長澤俊郎,中内啓光,小野寺雅史：
IDENTIFICATION OFPROVIRUSINTEGRATION SITESASSOCIATED WITH

MAINTENANCEOFTHETRANSGENEEXPRESSION IN MICEGENERATION FROM

RETROVIRALLYTRANSDUCEDEMBRYONICSTEM CELLS

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.18 HirataY,HamanakaS,OtsuM,KawakamiY,OnoderaM:

ANALYSIS OF B CELL LYMPHOMA DEVELOPING IN TRANSGENIC MICE

GENERATEDFROM RETROVIRALLYTRANSDUCEDEMBRYONICSTEM CELL

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.19 UchiyamaT,IshikawaY,IshiiN,OnoderaM,SatoM,SasaharaY,TanakaN,SugamuraK,

KumakiS,TsuchiyaS:

APPLICATION OF HSV-TK SUICIDE GENE TO X-SCID GENE THERAPY:

GANCICLOVIR TREATMENT SELECTIVELY ELIMINATES GENE CORRECTED

CELLSINVITROANDINVIVO

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.20 鍋倉 宰,大津 真,長澤俊郎,中内啓光,小野寺雅史：

FEASIBILITY OF VACCINE THERAPY WITH DENDRITIC CELLS GENETICALLY

MODIFIEDTOEXPRESSYHETUMOR-ASSOCIATEDANTIGENHER2

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.21 藤沢康弘,鍋倉 宰,小野寺雅史：

INDUCTION OFANTI-TUMOR IMMUNITY AGAINST THE MELANOMA ANTIGEN

gp100USING DENDRITIC CELLSGENETICALLY MODIFIED WITH THERETROVI-

RALVECTORDDNsam

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.22 IimuraY,OtsuM,MaeyamaY,ArigaT,KondoS,OnoderaM:

FORCED EXPRESSION OF THE TRUNCATED CXCR4 RECEPTOR IN MURINE

HEMATOPOIETICSTEM CELLSLEADSTODECREASEDRECEPTORINTERNALIZA-

TIONANDENHANCEDDELLMIGRATIONINRESPONSETOSDF1

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.23 SanukiS,NabekuraT,OtsuM,KarasawaS,MiyawakiA,NagasawaT,OnoderaM:

HUMANKUSABIRAORANGE(huKO)ASANEW FLUORESCENTMAKERPROTEIN

FORHEMATOPOIETICSTEM CELLS

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.24 UchiboriR,OkadaT,OnoderaM,MatsushitaT,UrabeM,MizukamiH,OzawaK:

DEVELOPMENT OF THE VECTOR-PRODUCING TUMOR-TRACKING CELLS FOR

IMPROVEDSUICIDECANCERGENETHERAPY

第12回 日本遺伝子治療学会2006
No.25 小野寺雅史：

SAFETY ISSUES OF STEM CELL GENE THERAPY-RELATIONSHIP BETWEEN

INTEGRATIONSITESANDLEUKEMOGENESIS

第12回 日本遺伝子治療学会2006
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No.26 小野寺雅史,金子 新,大越 靖,大津 真,長谷川雄一,小島 寛,清水崇史,福島 敬,

須磨崎亮,松井 陽,中内啓光,長澤俊郎：
同種造血幹細胞移植後の再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法

第65回 日本癌学会学術総会2006
No.27 小野寺雅史,鍋倉 宰,中内啓光,長澤俊郎：

HER2発現遺伝子改変樹状細胞を用いた養子免疫遺伝子細胞治療
第68回 日本血液学会総会2006

No.28 大越 靖,金子 新,小野寺雅史,大津 真,南木 融,根本範子,越野繭子,鈴木幸恵,
工藤大輔,町野孝幸,小原 直,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,清水崇史,福島 敬,

須磨崎亮,松井 陽,大橋一輝,秋山秀樹,坂巻ひさし,小池和俊,土田昌宏,加藤俊一,
CHIARABONINI,BORDIGNONCLAUDIO,中内啓光,長澤俊郎：

同種造血管細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法－
成人3症例の臨床経過

第68回 日本血液学会総会2006
No.29 清水崇史,福島 敬,須磨崎亮,中島玲子,加藤愛章,大越 靖,金子 新,小野寺雅史,

大津 真,根本範子,南木 融,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,小林千恵,小池和俊,
土田昌宏,松井 陽,中内啓光,加藤俊一,長澤俊郎

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法－
小児例の臨床経過

第68回 日本血液学会総会2006
No.30 M.Onodera,S.Kaneko,M.Otsu,Y.Okoshi,H.Kojima,T.Shimizu,T.Fukushima,R.Sumazaki,

C.Bonini,CBordignon,HNakauchiandT.Nagasawa:
GeneTherapyClinicalTrialsforRelapsedLeukemiawithlnfusionsofTheSuicide-Gene

TransducedDonorLymphocytesinJapan

国際がん遺伝子治療学会2006
No.31 小野寺雅史：

改良型レトロウイルスベクターの臨床応用
日本人類遺伝学会第51回大会2006

No.32 大津 真,中島 督,貴田みゆき,前山義博,戸板成昭,波多野典一,川村信明,小林良二,
立澤 宰,小野寺雅史,小林英二,佐川裕明,加藤郁之進,CANDOTTIFABIO,
BALIPAWAN,HERSHFIELDMICHAELS,崎山幸雄,有賀 正：
ADA欠損症における遺伝子治療の進歩－日本独自の遺伝子治療臨床研究の経過を中心
に－

日本人類遺伝学会第51回大会2006
No.33 濱仲早苗,大津 真,長澤俊郎,中内啓光,小野寺雅史：

レトロウイルスベクター染色体挿入部位が導入遺伝子発現に与える影響
日本分子生物学会2006

No.34 小野寺雅史,平田裕美,濱仲早苗,長澤俊郎：
レトロウイルスベクター導入ES細胞より作製したトランスジェニックマウスに発症した
Bリンパ腫の解析

日本分子生物学会2006
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No.35. NabekuraT,OtsuM,NagasawaT,NakauchiH,OnoderaM:
Feasibilityofvaccinetherapywithdendriticcellsgenetically modifiedtoexpressthetumor-

associatedantigenHER2

日本免疫学会総会2006
No.36. FujisawaY,NabekuraT,OnoderaM:

InductionofAnti-TumorImmunityagainsttheMelanomaAntigengp100usingDendritic

CellsGeneticallyModifiedwiththeRetroviralVector DdNsam

日本免疫学会総会2006
No.37 鈴木幸恵,原田匡一,杉山和宏,町野孝幸,小原 直,大越 靖,鈴川和己,長谷川雄一,

小島 寛,長澤俊郎：
自己末梢血幹細胞移植が奏効した難治性脳原発悪性リンパ腫

日本臨床血液学会第155回例会2006
No.38 太田育代,竹井七保子,吉田近思,米野琢哉,鈴川和己：

初診時急性転化と診断し,imatinib投与,同種骨髄移植を施行した慢性骨髄性白血病
日本臨床血液学会第155回例会2006

No.39 町野孝幸,鈴木幸恵,杉山和宏,原田匡一,小原 直,大越 靖,鈴川和己,長谷川雄一,

小島 寛,長澤俊郎：
CD34positivepurgingを施行したauto-PBSCT症例の臨床解析

第103回日本内科学会講演会2006
No.40 大木圭子,南木 融,澤畑辰男,鈴川和己,川上 康：

EBV陽性患者のT細胞受容体遺伝子クロナリティー解析
第55回日本医学検査学会2006

No.41 町野孝幸,工藤大輔,越野繭子,日下部学,武藤秀治,小原 直,大越 靖,向井陽美,
鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎：

血球貪食症候群を合併した全身性Erdheim-Chester病
日本臨床血液学会第156回例会2006

No.42 中嶋玲子,中尾朋平,清水崇史,南木 融,大木圭子,鈴川和己,福島 敬,松井 陽：
小児白血病患者での診断時骨髄検査におけるWT1遺伝子発現量とその他の予後規定因子
との関連

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会2006
No.43 長谷川雄一,町野孝幸,鈴木幸恵,勝岡優奈,大越 靖,小原 直,上妻行則,向井陽美,

鈴川和己,小島 寛,長澤俊郎：
EBウイルス感染に伴って生じた血小板寒冷凝集

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会2006
No.44 大越 靖,金子 新,小野寺雅史,大津 真,南木 融,根本範子,越野繭子,鈴木幸恵,

工藤大輔,町野孝幸,小原 直,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,清水崇史,福島 敬,

須磨崎亮,松井 陽,大橋一輝,秋山秀樹,坂巻 壽,小池和俊,土田昌宏,加藤俊一,
CHIARABONINI,CLAUDIOBORDIGNON,中内啓光,長澤俊郎：

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法－
成人3症例の臨床経過

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会2006
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No.45 根本範子,鈴川和己,長澤俊郎：
MLL-MAML2融合遺伝子によるNotchシグナル伝達異常メカニズムの解析

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会2006
No.46 室伏 航,福島 敬,清水崇史,中嶋玲子,中尾朋平,南木 融,大木圭子,鈴川和己,

松井 陽：
白血病の経過観察における末梢血WT-1及びキメラmRNA定量の意義について

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会2006
No.47 清水崇史,福島 敬,須磨崎亮,中嶋玲子,加藤愛章,大越 靖,小野寺雅史,金子 新,

大津 真,根本範子,南木 融,鈴川和己,長谷川雄一,小島 寛,小林千恵,小池和俊,土
田昌宏,松井 陽,中内啓光,加藤俊一,長澤俊郎：

同種造血幹細胞移植後再発白血病に対するHSV-TK遺伝子導入ドナーリンパ球輸注療法
－小児例の臨床経過

第68回日本血液学会総会・第48回日本臨床血液学会総会2006
No.48 南木 融,鈴川和己,大木圭子,澤畑辰男,竹越一博,磯部和正,川上 康：

白血病の新しい分子マーカーの検索－DNMT1及びhMSH2を対象として－
日本臨床検査自動化学会第38回大会2006

No.49 武藤秀治,大越 靖,越野繭子,日下部学,工藤大輔,小原 直,向井陽美,鈴川和己,

長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎：
心臓原発非Hodgkinリンパ腫の1例

日本臨床血液学会第157回例会2006
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臨床薬剤学グループ（2006年）

原 著
No.1 InoueY,HommaM,MatsuzakiY,ShibataM,MatsumuraT,ItoT,KohdaY:

Erythrocyteribavirinconcentrationforassessinghemoglobinreductionininterferonand

ribavirincombinationtherapy

HepatolRes34(1),23-27,2006

No.2 HommaM,SumiyaK,KambayashiY,InomataS,KohdaY:
Assessmentofclonidineorallydisintegratingtabletforpre-anestheticmedicationinpediatric

surgery

BiolPharmBull29(2),321-323,2006

No.3 TakaoT,TachikawaH,KawanishiY,KatanoT,SenB,HommaM,KohdaY,MizukamiK,AsadaT:
Association of treatment-resistant schizophrenia with the G2677A/T and C3435T

polymorphismsintheATP-bindingcassettesubfamilyBmember1gene

PsychiatrGenet16(2),47-48,2006

No.4 DokiK,HommaM,KugaK,KusanoK,WatanabeS,YamaguchiI,KohdaY:
EffectofCYP2D6 genotypeon flecainidepharmacokineticsin Japanesepatientswith

supraventriculartachyarrhythmia

EurJClinPharmacol62(11),919-926,2006

No.5 WatanabeM,YuzawaK,HommaM,OhkohchiN:
Establishmentofananimalmodelwithsideeffectsinducedbymycophenolatemofetiland

pharmacohistologicalanalysisofthem

TransplantProc38(10),3323-3326,2006

No.6 QianW,HommaM,ItagakiF,TachikawaH,KawanishiY,MizukamiK,AsadaT,InomataS,
HondaK,OhkohchiN,KohdaY:

MDR1genepolymorphism inJapanesepatientswithschizophreniaandmooddisorders

includingdepression

BiolPharmBull29(12),2446-2450,2006

No.7 MomoK,HommaM,KohdaY,OhkoshiN,YoshizawaT,TamaokaA:
Druginteractionoftizanidineandciprofloxacin:Casereport

ClinPharmacolTher80(6),717-719,2006

No.8 高嶋泰之,本間真人,神林泰行,高橋昌也,大野国弘,長澤 勲,五十嵐徹也,幸田幸直：
注射用抗悪性腫瘍剤の製品規格選択が薬剤費に及ぼす影響

医療薬学32(1),46-50,2006
No.9 本間真人,石原三也,千 文,幸田幸直：

芍薬甘草湯と小柴胡湯の連用が血清カリウム値に及ぼす影響
YakugakuZasshi126(10),973-978,2006
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No.10 本間真人,湯沢賢治,大河内信弘,幸田幸直：
漢方薬の使用実態に基づく薬物相互作用と副作用の解析

YakugakuZasshi126(Suppl.5),78-81,2006

総 説
No.1 田嶋祥子,堀内 学,幸田幸直：

前立腺肥大症治療薬
薬局57（増刊）,1702-1713,2006

No.2 板垣文雄,幸田幸直：
輸液管理をマスターする―混合時または投与時に注意を要する輸液・注射薬―

看護技術52(3),194-197,2006
No.3 本間真人,百 賢二,幸田幸直：

ベンゾジアゼピン系医薬品における薬物動態の性差
性差と医療3(5),533-537,2006

No.4 本間真人：
漢方薬の薬物速度論解析

薬剤学66(1),44-49,2006
No.5 荒川義弘,大槻秀武,青木 敦,渡部歌織,小俣政男,吉澤弘久,笹原一久,笹原浩康,

中村哲也,原佳津行,堀内龍也,武田光志,幸田幸直,赤座英之,針谷正祥,長崎州宏,
花岡英紀,青柳玲子,北田光一：

「大学病院臨床試験アライアンス」の設立の背景と現状
月刊薬事48(12),1915-1921,2006

学会発表
No.1 嶋田沙織,本間真人,太田惠一朗,神林泰行,小林静子,幸田幸直：

胃癌術後の貧血に及ぼす十全大補湯投与の影響
日本薬学会 第126年会（宮城）3月,2006

No.2 田嶋祥子,本間真人,高橋昌也,久保田知子,神林泰行,幸田幸直：
癌化学療法におけるG-CSF製剤の投与タイミングが白血球の変動に及ぼす影響

日本薬学会 第126年会（宮城）3月,2006
No.3 井上洋一,本間真人,松崎靖司,柴田 実,松村卓哉,伊藤孝義,兵頭一之介,幸田幸直：

赤血球中リバビリン濃度が1,000µMを超えると貧血のリスクが高まる－インターフェロン
との併用療法における臨床的検討－

日本薬学会 第126年会（宮城）3月,2006
No.4 土岐浩介,本間真人,久賀圭祐,渡邉重行,青沼和隆,香取久美,草野一冨,山口 巖,

幸田幸直：
CYP2D6遺伝子多型解析に基づくフレカイニドの母集団薬物動態解析

第23回日本TDM学会学術大会（東京）7月 ,2006
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No.5 若江麻里,井上洋一,本間真人,松崎靖司,兵頭一之介,幸田幸直：
ペグインターフェロンとリバビリン併用療法における赤血球中リバビリン濃度

第23回日本TDM学会学術大会（東京）7月,2006
No.6 WatanabeM,YuzawaK,HommaM,OhkohchiN:

Establishmentofananimalmodelwithsideeffectsinducedbymycophenolatemofetiland

pharmacohistologicalanalysisofthem

WorldTransplantCongress2006(Boston)7月,2006
No.7 寒河江照美,土岐浩介,齋藤玲子,中島 綾,井上洋一,本間真人,幸田幸直：

膠原病患者における経口グルココルチコイドの副作用に関する実態調査
日本病院薬剤師会関東ブロック 第36回学術大会（群馬）8月,2006

No.8 平賀秀明,香取久美,山城智美,鈴木嘉治,大槻純子,塚田裕美,鈴木 充,新藤郁子,
板垣文雄,神林泰行,本間真人,幸田幸直：

外来化学療法における施用中止の実態調査
日本病院薬剤師会関東ブロック 第36回学術大会（群馬）8月,2006

No.9 堀内 学,蛯名清華,香取久美,百 賢二,加藤 誠,黒澤忠雄,高嶋三也,柳 哲也,
本間真人,幸田幸直：

茨城県民を対象とした健康食品（サプリメント）に関するアンケート調査 第3報
日本病院薬剤師会関東ブロック 第36回学術大会（群馬）8月,2006

No.10 塚本晶子,本間真人,神林泰行,木津純子,幸田幸直：
芍薬甘草湯の低カリウム血症に及ぼす併用薬の影響

日本病院薬剤師関東ブロック第36回学術大会（群馬）8月,2006
No.11 熊田美由紀,細野浩之,本間真人,山城智美,神林泰行,長谷川雄一,小島 寛,長澤俊郎,

幸田幸直：
タクロリムスとボリコナゾールの薬物相互作用が認められた造血幹細胞移植症例

第16回日本医療薬学会年会（石川）9-10月,2006
No.12 鈴木嘉治,本間真人,板垣文雄,千 文,幸田幸直：

タクロリムス体内動態に及ぼすCYP3A5とMDR1遺伝子多型の影響
第16回日本医療薬学会年会（石川）9-10月,2006

No.13 奥山ゆず香,根岸文子,本間真人,土岐浩介,幸田幸直,渡邊真知子：
末梢血中CYP2D6のmRNA定量における臨床的意義の解析

第16回日本医療薬学会年会（石川）9-10月,2006
No.14 本間真人,土岐浩介,久賀圭祐,青沼和隆,山口 巖,幸田幸直：

シンポジウム 医療に貢献するTDM CYP2D6の遺伝子多型解析に基づくフレカイニド
の適正使用

第16回日本医療薬学会年会（石川）9-10月,2006
No.15 大澤靖子,本間真人,神林泰行,嶋田沙織,赤座英之,幸田幸直：

癌患者に対する芍薬甘草湯と牛車腎気丸の使用実態調査
第44回日本癌治療学会総会学術集会（東京）10月,2006
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No.16 大槻純子,平賀秀明,香取久美,新藤郁子,塚田裕美,山城智美,板垣文雄,神林泰行,
本間真人,幸田幸直：

各種癌化学療法プロトコルにおける副作用発生と施用中止の実態
第17回茨城県薬剤師学術大会（茨城）11月,2006

No.17 香取久美,堀内 学,神林泰行,本間真人,幸田幸直：
入院患者における健康食品の摂取状況

第17回茨城県薬剤師学術大会（茨城）11月,2006
No.18 中島 綾,土岐浩介,齋藤玲子,寒河江照美,井上洋一,神林泰行,本間真人,幸田幸直：

グルココルチコイド製剤に関連する副作用発現時期の調査
第17回茨城県薬剤師学術大会（茨城）11月,2006

No.19 本間真人,湯沢賢治,大河内信弘,幸田幸直：
漢方薬の使用実態に基づく薬物相互作用と副作用の解析

第16回天然薬物の開発と応用シンポジウム（札幌）11月,2006

その他
No.1 幸田幸直：

病院薬剤師は今
Hospha16(1),3-4,2006

No.2 鈴木嘉治,山城智美,細野浩之,熊田美由紀,本間真人,幸田幸直：
薬物治療に関するトピックス（1）

日本病院薬剤師会雑誌 42(2),259-261,2006

No.3 細野浩之,久保田知子,土岐浩介,熊田美由紀,本間真人,幸田幸直：
薬物治療に関するトピックス（2）

日本病院薬剤師会雑誌 42(4),529-531,2006

No.4 山城智美,鈴木嘉治,熊田美由紀,本間真人,幸田幸直：
薬物治療に関するトピックス（3）

日本病院薬剤師会雑誌 42(6),829-831,2006

No.5 細野浩之,熊田美由紀,山城智美,板垣文雄,鈴木嘉治,本間真人,幸田幸直：
薬物治療に関するトピックス（4）－ビタミンKエポキシド還元酵素に関する知見－

日本病院薬剤師会雑誌 42(8),1121-1123,2006

No.6 山城智美,細野浩之,鈴木邦広,熊田美由紀,鈴木嘉治,本間真人,幸田幸直：
薬物治療に関するトピックス（5）－ヌクレオシドトランスポーターに関する知見－

日本病院薬剤師会雑誌 42(10),1351-1354,2006

No.7 山城智美,細野浩之,鈴木邦広,鈴木嘉治,熊田美由紀,本間真人,幸田幸直：
薬物治療に関するトピックス（6）－モノクローナル抗体製剤に関する知見－

日本病院薬剤師会雑誌 42(12),1644-1646,2006

No.8 本間真人,幸田幸直：
現代医療における漢方薬の使用実態とその問題点－芍薬甘草湯に起因する偽アルドステロ
ン症について－

日本医療薬学会会報10(4),16-20,2006
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No.9 林 昭弘,本間真人,幸田幸直,赤座英之：
筑波大学附属病院治験管理室－質の高い治験の実施と実施率の向上を目指して－

癌と化学療法 33(4),539-540,2006

No.10 上野光一,本間真人,山田勝士,宮嶌宏彰：
チーム医療における薬学と性差医学の展望

性差と医療 3(8),10-16,2006

No.11 本間真人：
症例から考える薬物相互作用と副作用

PharmaceuticalCareForumMie第91回例会（津）2月,2006
No.12 幸田幸直：

生涯教育における感染対策の必要性
ラジオNIKKEI（東京）3月,2006

No.13 幸田幸直：
病院薬剤師の使命と生涯研修

茨城県病院薬剤師会新人研修会（水戸）5月,2006
No.14 幸田幸直：

薬学教育6年制,実務実習現場の意見として
奥羽大学薬学部公開講座（郡山）5月,2006

No.15 幸田幸直：
生涯研修認定制度

ラジオNIKKEI（東京）7月,2006
No.16 幸田幸直：

頻尿や尿失禁に使われる薬剤
第3回茨城県排尿障害セミナー（つくば）8月,2006

No.17 本間真人：
CYP2D6の遺伝子多型解析に基づくフレカイニドの適正使用について

小児不整脈治療講演会（つくば）8月,2006
No.18 幸田幸直：

医薬品情報伝達とバーコード,医薬品包装情報の現状と将来
創包工学研究会第30回講演会（東京）9月,2006

No.19 幸田幸直：
生涯学習における専門薬剤師講座

ラジオNIKKEI（東京）9月,2006
No.20 本間真人：

PPIの薬物相互作用について
ワーファリンを使いこなすための勉強会（つくば）9月,2006

No.21 本間真人：
症例から考える薬物相互作用

第16回日本医療薬学会年会ランチョンセミナー1（石川）9月,2006
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No.22 幸田幸直：
病院薬剤部,その臨床薬剤学的側面

第22回東京理科大学薬学講座（東京）10月,2006
No.23 本間真人：

PPIの薬物相互作用について
薬学集談会－ワーファリンを使いこなすための勉強会－（宇都宮）10月,2006

No.24 幸田幸直：
知っていますか？クスリのお話

茨城放送（水戸）11月,2006
No.25 幸田幸直：

薬学6年制教育の現状とこれからの薬剤師像
第24回茨城県厚生連薬剤師会総会研修会（高萩）11月,2006
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医療科学グループ（2006年）

原 著
No.1 SatoS,HasegawaY,NagasawaT,NinomiyaH:

Reticulocyte-gatedflow cytometricanalysisofredbloodcellsinparoxysmalnocturnal

hemoglobinuria

LabHematol12(2),82-85,2006

No.2. ItohA,UenoE,TohnoE,KammaH,TakahashiH,ShiinaT,YamakawaM,MatsumuraT：
BreastDisease:ClinicalApplicationofUSElastographyforDiagnosis

Radiology239,341-350,2006

No.3 SundararajanS,TohnoE,UenoE,KammaH,MinamiM:
Detection of intraductalcomponentaround invasive breastcancer using ultrasound:

correrationwithMRIandhistopathologicalfindings

RadiatMed24,108-114,2006

No.4. TohnoE,SawaiK,ShimamotoK,UenoE,EndouT,Tsunoda-ShimizuH,ShiraiH,TakadaE:
Establishmentofseminarstoimprovethediagnosticaccuracyandeffectivenessofbreast

ultrasound

JMedUltrasonics33,239-244,2006

No.5 NakamuraJ:
ProteinkinaseC attenuatesbeta-adrenergicreceptor-mediatedlipolysis,probablythrough

inhibitionofthebeta1-adrenergicreceptorsystem

ArchivesofBiochemistryandBiophysics447,1-10,2006

No.6 MohammedCBenRayana,RobertW Burnett,ArthurKCovington,PaulD’Orazio,

NielsFogh-Andersen,EllisJacobs,RituKataky,WolfRKulpmann,KatsuhikoKuwa,
LasseLarsson,AndrejLewenstam,Anton HJMaas,Gerhard Mager,Jerzy HJNaskalski,

AnthonyOOkorodudu,ChristophRitter,AndrewStJohn:

RecommendationformeasuringandreportingchloridebyISEsinundilutedserum,plasma

orblood

ClinChemLabMed44(3),346-352,2006

No.7 PaulD’Orazio,RobertW Burnett,NielsFogh-Andersen,EllisJacobs,KatsuhikoKuwa,
WolfRKulpmann,LasseLarsson,AndrejLewenstam,AntonHJMaas,GerhardMager,

JerzyHJNaskalski,AnthonyOOkorodudu:

ApprovedIFCCrecommendationonreportingresultsforbloodglucose

ClinChemLabMed44(12),1486-1490,2006

No.8 三村智憲,齋藤清孝,七字 優,服部充雄,桑 克彦：
ISE用電解質キャリブレーターの不確かさの算出

日本臨床検査自動化学会会誌31(1),33-39,2006
No.9 渡辺重行,新井恵美,石井智香子：

心疾患患者における血管機能と運動耐容能・交感神経活性との関連
循環器専門医14(1),41-47,2006
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No.10 森本隆史,渡辺重行,新井恵美,木村泰三,相原英明,仁科秀崇,石山実樹,江田一彦,坂本
和彦,外山昌弘,斉藤 巧,武安法之,鰺坂隆一,稲葉 武,山口 巖：

カルシウム拮抗薬 benidipineの血管機能および運動耐容能に対する効果
心臓38(2),10-12.2006

No.11 M.Nishida,T.Yamane,O.Maruyama,Y.Sankai,T.Tsutsui:
Computationalfluid dynamicsanalysisoftheflow around thepivotbearing ofthe

centrifugalventricularassistdevice(Effectsofdesignvariationsofthewashouthole,the

pivotandthebackgap)

JSMEInternationalJournal49(3),837-851,20063月
No.12 丸山 修,西田正浩,筒井達夫,軸屋智昭,山根隆志：

モノピボット遠心血液ポンプの溶血特性
ライフサポート17(4),125-131,2006 4月

総 説
No.1 桑 克彦：

JCTLMにおける臨床検査の国際標準化と今後の我が国の動向
日本臨床検査自動化学会会誌31(2),137-152,2006

No.2 桑 克彦：
非侵襲的血糖モニタリングー代謝熱を用いた新技術を中心としてー

臨床病理54(5),519-525,2006
No.3 桑 克彦：

無侵襲血液検査の現状と将来
検査と技術34(11,2006Extra),1050-1056,2006

No.4 桑 克彦：
臨床医からの質問に答える「血糖自己測定値が検査室での血糖値と合わない」と質問された

検査と技術34(1),70-73,2006
No.5 桑 克彦：

酵素標準物質（ERM）Lot005の設定
日本臨床検査標準評議会会誌21(1),48-60,2006.

No.6 桑 克彦：
コリンエスタラーゼ酵素標準物質（ERM）Lot001の設定概要

日本臨床検査標準評議会会誌21(1),61-69,2006.
No.7 桑 克彦：

常用標準物質の設定
臨床病理54(9),940-946,2006.

No.8 富永真琴,牧野英一,芳野 原,桑 克彦,武井 泉,青野悠久子,星野忠夫,梅本雅夫,島
津 章,三家登喜夫,桑島正道,田港朝彦,小野順子：

ヘモグロビンA1c（IFCC値）およびグリコアルブミンの基準範囲の設定
糖尿病2006;49(10),825-833
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No.9 桑 克彦：
臨床検査用標準物質の研究開発

実試料系標準物質Ⅰ医学検査 55(11),1219-1227,2006

著 書
No.1 桑 克彦：

血液生化学的検査（ホルモン以外）
基礎臨床技能シリーズ3 検査結果の読み方,考え方（北村聖編集）MEDICALVIEW

東京,80-116,2006
No.2 桑 克彦：

臨床医学における検査室データの信頼性及び比較同等性と標準物質 平成17年度「遺伝
子情報解析データの信頼性・互換性向上のための課題・方策に関する調査」報告書
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構－財団法人バイオインダストリー協会

東京,129-149,2006.
No.3 千葉光一,桑 克彦：

平成17年度成果報告書
知的基盤創成・利用促進研究開発事業「臨床検査用標準物質の研究開発」

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構－独立行政法産業技術総合研究所
つくば,1-246,2006

学会発表
No.1 西田正浩,木暮尚登,山根隆志,丸山修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,

筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの流れの数値解析

第44回日本人工臓器学会大会（横浜）11.2.2006
No.2 山根隆志,木暮尚登,西田正浩,丸山 修,小阪 亮,山本好宏，桑名克之,山海嘉之,

筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの研究開発

第44回日本人工臓器学会大会（横浜）11.2.2006
No.3 T.Yamane,H.Kogure,M.Nishida,O.Maruyama,R.Kosaka,Y.Yamamoto,K.Kuwana,

Y.Sankai,T.Tsutsui:
PivotwashandhemolyticpropertyofMERAmonopivotcentrifugalpump

AnnualCongressofInternationalSocietyforRotaryBloodPump2006.9.1 Luben

No.4 T.Yamane,M.Nishida,O.Maruyama,R.Kosaka,T.Chida,H.Kogure,K.Kuwana,Y.Sanaki,

T.Tsutsui:
Antithrombogenicpropertyofamonopivotcentrifugalpumpforcirculatoryassist

2ndAsian-PacificCongressofCirculatorySupport(Seoul)8.10.2006

No.5 山根隆志,木暮尚登,西田正浩,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,
筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの可視化計測

第45回日本生体医工学会大会（福岡）5.17.2006
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No.6 山根隆志,丸山 修,西田正浩,小阪 亮,千田高寛,河村 洋,桑名克之,石原一彦,
山海嘉之,筒井達夫：

補助循環用モノピボット遠心ポンプの抗血栓性評価
日本電気学会リニアドライブ研究会（東京）10.27.2006
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救急医学グループ（2006年）

学会発表
No.1 佐藤藤夫,松下昌之助,兵藤一行,秋島信二,榎本佳治,野間美緒,平松祐司,榊原 謙：

血管新生療法の画像的評価を目指して
第20回日本心臓血管外科ウィンターセミナー（長野）1月26日,2006

No.2 佐藤藤夫,松下昌之助,兵藤一行,秋島信二,榎本佳治,野間美緒,平松祐司,榊原 謙：
寒冷刺激に対する末梢血管反応の性差－放射光血管造影による検討－

第106回日本外科学会学術総会（東京）3月30日,2006
No.3 佐藤藤夫,水谷太郎,山本純偉,上村和也,森島裕子,高橋伸二,武安法之,本間満子,

渡邊雅彦,渡邊重行：
当院における心肺蘇生法の標準化への取り組み－CPRクリティカルパスの導入－

第25回日本蘇生学会（浜松）12月2日,2006
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医療情報グループ（2006年）

原 著
No.1 高嶋泰之,本間真人,神林泰行,高橋昌也,大野国弘,長澤 勲,五十嵐徹也,幸田幸直：

注射用抗悪性腫瘍剤の製品規格選択が薬剤費に及ぼす影響
医療薬学32(1),46-50,2006

No.2 五十嵐徹也

より効果的な医療を地域に
病院設備48(2),172-173,2006

No.3 石原照夫,伊東十三男,大原 信,開原成允,國井重男,小松清美,佐藤秀鴨,高木謙介,
高本和彦,橋詰明英,別府洋美,宮崎 直：

電子カルテを導入するためのノウハウ 電子カルテシステムの普及に向けて
じほう2006,40-60,2006

No.4 開原成允,楠岡英雄,木村通男,大原 信,織田幹雄,土屋文人,秋山昌範,原 明宏,
武隈良治,松本民男,二俣勝俊,笠原庸介：

消費財メーカー履歴情報遡及システム調査研究報告書
流通システム開発センター2006

No.5 大原 信：
電子カルテのセキュリティー対策

日本医師会雑誌135,1959,2006
No.6 石川 澄,梅里良正,大原 信,岸 真司,楠岡英雄,高橋静子,土屋文人,長谷川剛,

村上典子：
患者安全に係わる病院情報システムのトラブル集

患者安全推進ジャーナル17,58-77,2006.
No.7 大江和彦,田中 博,木村通男,山本隆一,赤澤宏平,近藤克幸,大原 信,阿曽沼元博：

平成18年度経済産業省医療情報システムにおける相互運用性の実証事業報告書2007

総 説
No.1 五十嵐徹也：

医療という事業
腎と骨代謝19(1),5-6,2006

No.2 五十嵐徹也：
副甲状腺の構造と機能

内科学（医学書院）,2189-2192,2006
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手術部グループ（2006年）

原 著
No.1 EnomotoT.,OdaT.,AoyagiY.,SugiuraS.,NakajimaM.,SatakeM.,NoguchiM.,OhkohchiN:

Consistentlivermetastasesinaratmodelbyportalinjectionofmicroencapsulatedcancer

cells.

CancerResearch66(23),11131-11139,2006

No.2 KurataM.,OkajimaK.,KawamotoT.,UchibaM.,OhkohchiN:
Antithrombinreducesreperfusion-inducedhepaticmetastasisofcoloncancercells

WorldJournalofGastroenterology12(1),60-65,2006

No.3 Tahara-HanaokaS.,ShibuyaK.,K.aiH.,MiyamotoA.,MorikawaY.,OhkohchiN.,HondaS.,
ShibuyaA:

TumorrejectionbythepoliovirusreceptorfamilyligandsoftheDNAM-1(CD226)receptor

Blood107(4),1491-1496,2006

No.4 WatanabeM.,YuzawaK.,HommaM.,OhkohchiN:
EstablishmentofanAnimalModelWithSideEffectsInducedbyMycophenolateMofetil

andPharmacohistologicalAnalysisofThem

TransplantationProceedings38,3323-3326,2006

No.5 OhshimaY.,SuzukiA.,KawashitaK.,IshikawaM.,OhkohchiN.,TaniguchiH:
IsolationofmousepancreaticductalprogenitorcellsexpressingCD133andc-Metbyflow

cytometriccellsorting

Gastroenterology132(2),720-732,2006

No.6 Hong-ShengWang,OhkohchiN.,EnomotoY.,UsudaM.,MiyagiS.,MasuokaH.,SekiguchiS.,
KawagishiN.,FujimoriK.,SatoA.,SatomiS:

EffectofPortocavalShuntonResidualExtremeSmallLiverafterExtendedHepatectomyin

Porcine

WorldJournalofSurgery30,1-9,2006

No.7 XiaofengJiang,MoritaM.,SugiokaA.,HaradaM.,KojoS.,WakaoH.,WataraiH.,

OhkohchiN.,TaniguchiH.,SeinoK:
TheImportanceofCD25+CD4+RegulatoryTCellsinMouseAlloagraftTolerance

LiverTransplantation12,1112-1118,2006

No.8 QianW.,HommaM.,ItagakiF.,TachikawaH.,KawanishiY.,MizukamiK.,AsadaT.,InomataS.,
HondaK.,OhkohchiN.,KohdaY:
MDRIGenePolymorphism inJapanesePatientswithSchizophreniaandMoodDisorders

IncludingDepression

Biol.PharmBull.29(12),2446-2450,2006
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No.9 MoriK.,TakahashiN.,HiratsukaM.,ShiigaiM.,MinamiM.,OdaT.,OhkohchiN.,MorishitaY:
DetectionofHepaticMetastasesUsingFerucarbotran-EnhancedMRImaging:Feasibilityand

DiagnosticAccuracyofThree-DimensionalSensitivity-EncodingWater-ExcitationMultishot

Echo-PlanarSequence(3D-SWEEP)

JOURNALOFMAGNETICRESONANCEIMAGING24,1110-1116,2006

No.10 SugiuraS.,OdaT.,AoyagiY.,MatsuoR.,EnomotoT.,MatsumotoK.,NakamuraT.,SatakeM.,
OchiaiA.,OhkohchiN.,NakajimaM:
Microfabricatedairflow nozzleformicroencapsulationoflivingcellsinto150micrometer

microcapsules

BiomedicalMicrodevices9(1),91-99,2006

No.11 TodorokiT.,MurataS.,NakagawaY.,OhkohchiN.,MorishitaY:
A long-term survivor of repeated inguinal nodes recurrence of papillary serous

adenocarcinomaofCUP:casereport

InternationalSeminarsinSurgicalOncology3,22,2006

No.12 佐々木亮孝,加藤健一,曽根美雪,鎌田雅義,高橋正浩,船渡 治,新田浩幸,川村英伸,
若林 剛,近藤 匡,福永 潔,橋本真治,小田竜也,大河内信弘：
3D-integratedCTと高精度画像解析装置による肝門部胆管解剖と術式選択

胆と膵 27(11),809-815,2006

No.13 福沢淳也,湯沢賢治,寺島秀夫,小田竜也,山本雅由,大河内信弘：
膠原病患者における消化管穿孔例の予後決定因子の検討

外科 68(5),564-568,2006

No.14 OsakaY,InomataS,TanakaE,NakamuraT,HondaK,MiyabeM,ToyookaH,TanakaM:
Effectofpropofolonropivacainemetabolisminhumanlivermicrosomes.

JAnesth20(1),60-63,2006

No.15 星 拓男,高橋 宏,上村 明,大河内信弘,平石恵美子：
手術室入室方法変更の試み －一足制とハッチウェイ廃止の試み－

日本手術医学会誌27（1）,68-69,2006
No.16 高橋 宏,星 拓男,上村 明,大河内信弘,平石恵美子,野口茂樹：

体位による術後神経障害の予防対策
日本手術医学会誌27（2）,168-169,2006

著 書
No.1 宮部雅幸：

Chapter4NeuraxialAnesthesiaと神経ブロック（手術麻酔）仙骨硬膜外麻酔（小児）イラス
トでわかる麻酔科必須テクニック

正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策（土肥修司／編）,158-159,2006

総 説
No.1 寺島秀夫,大河内信弘：

TPN中の合併症を防ぐインスリンセラピー
看護技術 52(2),137-141,2006
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No.2 寺島秀夫,大河内信弘：
TPNversusEN－最新のエビデンス－

看護技術 52(2),144-147,2006

No.3 寺島秀夫,大河内信弘：
輸液管理とは何か－その基礎から応用力をマスターする－

看護技術 52(3),187-193,2006

No.4 寺島秀夫,大河内信弘：
輸液管理における感染対策のエビデンス

看護技術 52(3),213-219,2006

症例報告
No.1 松尾亮太,近藤 匡,大城幸雄,文 由美,山本祐二,竹島 徹,轟 健,大河内信弘：

Gemcitabine+5’-DFUR療法が著効したStageIVA肝内胆管癌の1例
癌と化学療法 33(10),1501-1504,2006

No.2 篠崎英司,小池直人,趙 明浩,有田 誠,田代秀夫,井坂直秀,中村和美,大河内信弘,

柏原英彦：
乏血性腫瘍像を呈し術前診断に苦慮した肝細胞癌の1例

LiverCancer12(1),68-76,2006

No.3 大城幸雄,文 由美,山本祐二,相田久美,大河内信弘：
鼠径部膀胱ヘルニアの1例

日本臨床外科学会雑誌 67(6),1438-1441,2006

その他印刷物
No.1 寺島秀夫,福永 潔,大河内信弘：

消化管吻合,血管縫合
卒後5年でマスターする消化器標準手術29-37,2006

学会発表
No.1 ShimizuT,InomataS,SaitoS,MiyabeM,TanakaM:

PainonInjectionofPropofol:TheEffectofInjectateTemperatureandInjectionSpeed

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.2 櫻井洋志,水谷太郎,高橋伸二,猪股伸一,宮部雅幸,田中 誠：

シリンジポンプの異常動作
第33回日本集中治療医学会学術集会（大）3月,2006

No.3 清水 雄,水谷太郎,高橋伸二,星 拓男,田中 誠：
人工呼吸管理にLaryngoflexが有用であった気管切開後患者

第33回日本集中治療医学会学術集会（大阪）3月,2006
No.4 星 拓男,高橋 宏,上村 明：

手術室入室方法の変更による入退室時間の変化（ポスター）
第3回麻酔科学サマーセミナー（宮古島）6月,2006
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No.5 星 拓男：
経食道エコーの基本断面

第3回麻酔科学サマーセミナー（宮古島）6月,2006
No.6 星 拓男,高橋伸二：

Off-pumpCABG術後早期抜管にむけて－抜管時のフェンタニル濃度の検討－．
第11回日本心臓血管麻酔学会学術大会（長崎）,9月,2006

No.7 恩田將史,高橋伸二,八木原正浩,宮部雅幸,田中 誠：
右心系・肺動脈基部に達した子宮筋腫の1症例

日本臨床麻酔学会第26回大会学術集会（旭川）10月,2006
No.8 星 拓男,高橋 宏：

手術室入室方法変更による入退室時間,手術室滞在時間の変化．
日本臨床麻酔学会第26回大会（旭川）10月,2006

No.9 志賀由佳,高橋 宏：
気管切開時,気切用チューブ（Laryngo-flextubeTM）が発火した症例

日本臨床麻酔学会第26回大会（旭川）10月,2006
No.10 高橋 宏,大河内信弘,星 拓男,上村 明,平石恵美子：

当院における鏡視下手術委員会の活動について
日本手術医学会第28回総会（大阪）11月,2006

No.11 星 拓男,高橋 宏,平石恵美子,大河内信弘：
手術室入室方法変更による手術部位感染（SSI）発症率の変化

第28回日本手術医学会（大阪）11月,2006
No.12 湯沢賢治,福永 潔,近藤 匡,大河内信弘：

生体腎移植におけるドナー手術終了後のレシピエント手術開始についての検討
第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006

No.13 野﨑礼史,湯沢賢治,永井健太郎,明石義正,久倉勝治,只野惣介,福永 潔,近藤 匡,

大河内信弘：
機能廃絶した腎移植に発生した腎細胞癌の一例

第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006
No.14 永井健太郎,湯沢賢治,野﨑礼史,明石義正,久倉勝治,只野惣介,福永 潔,近藤 匡,

大河内信弘：
早期に診断と治療ができた腎移植術後のノカルジア症の一例

第39回日本臨床腎移植学会（栃木）1月,2006
No.15 河俣真由美,福永 潔,明石義正,只野惣介,久倉勝治,永井健太郎,野﨑礼史,柳沢和彦,

近藤 匡,山本雅由,寺島秀夫,小田竜也,湯沢賢治,轟 健,大河内信弘：
巨大後腹膜平滑筋肉腫瘍の一例

第211回茨城外科学会（水戸）2月,2006
No.16 黒川友博,近藤 匡,只野惣介,久倉勝治,明石義正,永井健太郎,野﨑礼史,湯沢賢治,

小田竜也,福永 潔,太田惠一朗,山本雅由,寺島秀夫,大河内信弘：
胆管空腸吻合の術後狭窄に対し再吻合術を行った1例

第211回茨城外科学会（水戸）2月,2006
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No.17 寺島秀夫,福沢淳也,只野惣介,久倉勝治,明石義正,永井健太郎,野﨑礼史,山本雅由,

近藤 匡,福永 潔,小田竜也,湯沢賢治,大河内信弘：
胸部食道癌に対する嚥下機能温存手術と加速度的リハビリテーションの相乗効果

第13回北関東機能温存手術研究会（東京）2月,2006
No.18 福沢淳也,寺島秀夫,大河内信弘：

上部消化管切除後早期の栄養投与経路の違いによる吻合部創傷治癒についての検討
第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006

No.19 榎本剛史,小田竜也,青柳靖之,杉浦慎治,中嶋光敏,佐竹光夫,大河内信弘：
微少腫瘍魂（がん細胞封入マイクロカプセル）による新規高高率肝転移モデル

第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006
No.20 松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,大河内信弘：

血小板による肝細胞増殖促進効果のメカニズムの解明
第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006

No.21 村田聡一郎,松尾亮太,池田 治,大河内信弘：
血小板の肝再生促進作用のメカニズムの解明

第106回日本外科学会定期学術集会（東京）3月,2006
No.22 MatsuoR.,MurataS.,IkedaO.,OhkohchiN:

Plateletspromotehepatocyteregeneration

41stAnnualMeetingoftheEuropeanAssociationfortheStudy

oftheLiverJournalofHepatology(Vienna,Austria)4月,2006
No.23 MurataS.,MatsuoR.,IkedaO.,OhkohchiN:

Mechanismsofliverregenerationafterextensivehepatectomybyplatelets

41stAnnualMeetingoftheEuropeanAssociationfortheStudy

oftheLiverJournalofHepatology(Vienna,Austria)4月,2006
No.24 佐々木亮孝,若林 剛,大河内信弘：

肝門部胆管癌に対する肝動脈門脈同時再建,肝切離前門脈再建を含む種々の血管合併肝切
除

第60回手術手技研究会（千葉）5月,2006
No.25 星 礼子,松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,大河内信弘：

凍結燥血小板を用いた肝再生治療薬の開発
第42回日本肝臓学会総会（京都）5月,2006

No.26 村田聡一郎,松尾亮太,池田 治,大河内信弘：
血小板の持つ肝再生促進作用の分子生物学的解明＝invivoでの解析

第42回日本肝臓学会総会（京都）5月,2006
No.27 堀 哲夫,金子道夫,小室広昭,平井みさ子,瓜田泰久,井上成一朗,渡邊美穂,星野論子,

大河内信弘,福永 潔,湯沢賢治,松井 陽,工藤豊一郎,松枝 清：
小児生体肝移植術後における遅発性門脈閉塞症の3例

第24回日本肝移植研究会（松本）6月,2006
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No.28 渡邊美穂,堀 哲夫,金子道夫,小室広昭,平井みさ子,井上成一朗,瓜田泰久,星野論子,
大河内信弘,福永 潔,湯沢賢治,松井 陽,工藤豊一郎,森下由紀雄：

胆道閉鎖症術後年長児における肝内胆管数珠状拡張と肝移植について
第24回日本肝移植研究会（松本）6月,2006

No.29 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,大河内信弘：
TS-1投与が著効した,大動脈周囲リンパ節転移を伴うスキルス胃癌の1例

第31回日本外科系連合学会学術集会（金沢）6月,2006
No.30 小田竜也,近藤 匡,福永 潔,佐々木亮孝,大河内信弘：

幽門輪非温存,垂直胃－腸吻合によるPD後の胃内容排出遅延の改善
第8回茨城県南手術手技研究会（つくば）6月,2006

No.31 松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,中野順隆,只野惣介,久倉勝治,大河内信弘：
肝細胞増殖におけるクッパー細胞の役割の解明

第13回肝細胞研究会（旭川）6月,2006
No.32 松尾亮太,村田聡一郎,池田 治,中野順隆,只野惣介,久倉勝治,大河内信弘：

血小板による肝細胞増殖促進効果のメカニズムの解明
第13回肝細胞研究会（旭川）6月,2006

No.33 池田 治,尾崎倫孝,松尾亮太,村田聡一郎,大河内信弘：
肝切除後の肝再生において自律神経系は関与するか？

第13回肝細胞研究会（旭川）6月,2006
No.34 稲垣勇紀,近藤 匡,山本雅由,高野恵輔,橋本真治,池田直哉,益子一樹,柳澤和彦,

小田竜也,寺島秀夫,佐々木亮孝,大河内信弘：
SLE治療中にSMV血栓症の診断で回腸部分切除を施行した一例

第212回茨城外科学会（水戸）7月,2006
No.35 近藤 匡,鈴木俊繁,山洞典正,大河内信弘：

高度進行胃癌に対する在宅医療を目指した積極的緩和医療
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.36 永井健太郎,近藤 匡,只野惣介,山本雅由,湯沢賢治,加藤修志,大河内信弘：
多発肝転移を来した大腸原発カルチノイド腫瘍の1例

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.37 福永 潔,小田竜也,近藤 匡,柳澤和彦,山本雅由,寺島秀夫,湯沢賢治,大河内信弘：

肝細胞癌治療経過中に重複した胃癌および大腸癌切除例の検討
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.38 柳澤和彦,山本雅由,永井健太郎,野﨑礼史,明石義正,久倉勝治,只野惣介,大河内信弘：
タクロリムス軟膏が著効した人工肛門周囲壊疽性膿皮症の一例

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.39 湯沢賢治,只野惣介,大河内信弘：

TS-1が著効した遠隔転移とリンパ節再発を伴った原発性小腸癌の一例
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.40 中野順隆,近藤 匡,松尾亮太,村田聡一郎,大河内信弘：
生体顕微鏡を用いたラット肝微少循環における血小板動態の評価

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

２９９

手術部グループ（2006年）



No.41 大島祐二,石川桃太郎,鈴木敦史,大河内信弘,谷口英樹：
膵管上皮特異的マーカーを用いた膵前駆細胞の分離とインスリン産生細胞への分化誘導

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.42 山本雅由,柳澤和彦,只野惣介,久倉勝治,明石義正,永井健太郎,野﨑礼史,大河内信弘：

婦人科および泌尿器科患者の治療過程に生ずる消化管障害に対する消化器外科治療効果の
検討

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.43 明石義正,小田竜也,大河内信弘：

MEN1型に合併した非機能性膵内分泌腫瘍の1例
第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006

No.44 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,大河内信弘：
切除不能,再発大腸癌に対するFOLFILI,FOLFOX投与症例の検討

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.45 寺島秀夫,福沢淳也,只野惣介,柳澤和彦,山本雅由,近藤 匡,福永 潔,小田竜也,

大河内信弘：
高度侵襲術後の栄養療法を不要にする加速度的消化管リハビリテーションの有用性

第61回日本消化器外科学会定期学術総会（横浜）7月,2006
No.46 池田直哉,山本雅由,高野恵輔,益子一樹,柳澤和彦,福永 潔,近藤 匡,小田竜也,

寺島秀夫,佐々木亮孝,大河内信弘：
消化器疾患手術後に発生した感染性腸炎についての検討

第15回北関東外科感染症研究会（東京）7月,2006
No.47 WatanabeM.,YuzawaK.,HommaM.,OhkohchiN:

Establishmentofanimalmodelwithsideeffectsinducedbymycophenolatemofetiland

pharmaco-histologicalanalysisofthem

WorldTransplantCongress2006(USA,Boston)7月,2006
No.48 佐々木亮孝,近藤 匡,福永 潔,橋本真治,小田竜也,大河内信弘,若林 剛：

肝門部胆管癌における3D-integratedCTと肝シュミレーションの有用性
第1回肝シミュレーション研究会（東京）9月,2006

No.49 渡辺基信,湯沢賢治,本間真人,大河内信弘：
ミコフェノール酸モフェチルにおけるマウス下痢発症モデルの確立及び薬理学的病理組織
学的検討

第42回日本移植学会総会（千葉）9月,2006
No.50 NakahashiC.,Tahara-HanaokaS.,TotuskaN.,NakanoT.,IsmailC.,OhkohchiN.,HondaS.,

ShibuyaK.,ShibuyaA:

Dualassembliesofanactivatingimmunereceptor,MAIR-II,withITAM-bearingadapters

DAP12and FcRγchainonperitonealmacrophages
InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006

No.51 FukuzawaJ.,TerashimaH.,OhkohchiN:
Theadvantageofearlyenteralfeedingonthehealingofjejunalanastomosesintherat

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
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No.52 HoshiR.,IkedaH.,MatsuoR.,MurataS.,IkedaO.,MyronovychA.,NakanoY.,WatanabeM.,
HisakuraK.,HashimotoI.,FukuzawaJ.,TadanoS.,OhkohchiN:

Freeze-driedplateletspromotehepatocyteproliferation

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.53 IkedaO.,MurataS.,MatsuoR.,MyronovychA.,NakanoY.,WatanabeM.,HisakuraK.,

HoshiR.,HashimotoI.,FukuzawaJ.,TadanoS.,OhkohchiN:
Hepaticbranchvagotomydeterioratesliverregenerationafterpartialhepatectomy

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.54 MurataS.,MatsuoR.,IkedaO.,MyronovychA.,NakanoY.,WatanabeM.,HisakuraK.,

HoshiR.,HashimotoI.,FukuzwaJ.,TadanoS.,OhkohchiN:
Plateletspromoteliverregenerationafterextensivehepatectomy

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.55 MyronovychA.,MurataS.,MatsuoR.,IkedaO.,NakanoY.,HisakuraK.,WatanabeM.,

HoshiR.,HashimotoI.,FukuzawaJ.,TadanoS.,OhkohchiN:
Plateletscontributeto liverregeneration afterpartialhepatectomy -analysisofcDNA

microarray-

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.56 EnomotoT.,OdaT.,AoyagiY.,YamadaK.,OhkohchiN:

Consistentlivermetastasesinaratmodelbyportalinjectionofmicroencapsulatedcancer

cells

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.57 NakanoY.,MurataS.,MatsuoR.,IkedaO.,MyronovychA.,WatanabeM.,HisakuraK.,

HoshiR.,HashimotoI.,FukuzawaJ.,TadanoS.,OhkohchiN:
Roleofplateletsinischemia-reperfusioninjuryofratliver

InternationalSymposiumofJuniorSAMURAIProgram(Tsukuba)9月,2006
No.58 榎本剛史,小田竜也,青柳靖之,山田圭一,杉浦慎二,中嶋光敏,佐竹光夫,野口雅之,

大河内信弘：
肝転移抑制における術後補助化学療法の実権的根拠

第65回日本癌学会学術総会（横浜）9月,2006
No.59 柳澤和彦,山本雅由,大河内信弘：

直腸の穿孔を繰り返した,腸管子宮内膜症の一例
第61回日本大腸肛門病学会総会（弘前）9月,2006

日本大腸肛門病学会雑誌 59(9),766,2006

No.60 丸山常彦,高垣俊郎,大河内信弘：
2ndlineでのmFOLFOX6が有効であった直腸癌多発肝転移の1例

第61回日本大腸肛門病学会総会（弘前）9月,2006
No.61 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,原 健,日下部涼子,大河内信弘：

切除不能,再発大腸癌に対するFOLFIRI投与症例の検討
第291回日本消化器病学会関東支部例会（つくば）9月,2006

３０１

手術部グループ（2006年）



No.62 MurataS.,MatsuoR.,IkedaO.,HoshiR.,MyronovychA.,WatanabeM.,HisakuraK.,
NakanoY.,OhkohchiN:
Plateletspromoteliverregenerationafterhepatectomy

FifthJSHSingleTopicConference(Nagasaki)9月,2006
No.63 FukuzawaJ.,TerashimaH.,OhkohchiN:

EarlyEnteralAdministrationofNon-nutritiveSolutionAcceleratestheAnastomoticHealing

intheProximalJejunumintheRat

28thESPEN(TheEuropeanSocietyforClinicalNutrition

andmetabolism)Congress(Istanbul,Turkey)10月,2006
No.64 村田聡一郎,松尾亮太,大河内信弘：

血小板のもつ肝再生促進メカニズムの分子生物学的解析
第10回日本肝臓学会大会（鹿児島）10月,2006

肝臓47,suppl2,A472,2006
No.65 福沢淳也,寺島秀夫,大河内信弘：

上部消化管吻合後における絶飲食治療の功罪
第72回日本消化器内視鏡学会総会（札幌）10月,2006

No.66 丸山常彦,高垣俊郎,市村由佳子,原 健,日下部涼子,大河内信弘：
切除不能,再発大腸癌に対する2ndline以降のFOLFOX投与症例の検討

第14回日本消化器関連学会週間（札幌）10月,2006
No.67 高野恵輔,福永 潔,池田直哉,益子一樹,橋本真治,小田竜也,佐々木亮孝,大河内信弘：

CA19-9が高値を示した巨大脾臓嚢腫の1例
第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006

No.68 佐々木亮孝,船渡 治,新田浩幸,川村英伸,若林 剛,大河内信弘：
肝動脈,門脈,肝静脈浸潤を有する肝・胆道癌に対する血行再建を伴う肝切除

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.69 益子一樹,山本雅由,池田直哉,高野恵輔,柳沢和彦,大河内信弘：

放射線照射性腸炎との鑑別に難渋した潰瘍性大腸炎の1例
第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006

No.70 只野惣介,寺島秀夫,柳沢和彦,福永 潔,小田竜也,山本雅由,佐々木亮孝,大河内信弘：
腫瘍内動静脈シャントにより多量の腹水貯留を呈した胃GISTの1例

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.71 寺島秀夫,福沢淳也,只野惣介,久倉勝治,池田直哉,益子一樹,高野恵輔,福永 潔,

小田竜也,山本雅由,佐々木亮孝,大河内信弘：
安全性と嚥下機能を最適化した胸部食道癌再建術式－自律神経温存高位胸腔内食道胃管吻
合術－

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
No.72 久倉勝治,寺島秀夫,池田直哉,高野恵輔,益子一樹,柳沢和彦,福永 潔,小田竜也,

山本雅由,佐々木亮孝,大河内信弘：
胸部食道癌陽子線治療後の難治性食道潰瘍に対し外科治療を施行した1例

第68回日本臨床外科学会総会（広島）11月,2006
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No.73 宮城重人,赤松順寛,岩根 尊,中村篤史,大河内信弘,里見 進：
心停止ドナー肝移植成功に向けた実験的研究

第33回日本臓器保存生物医学会総会（東京）11月,2006
No.74 村田聡一郎,松尾亮太,池田 治,アンドリーミロノヴィッチ,大河内信弘：

血小板はKuffer細胞の肝再生促進作用を代償する
第20回肝類洞壁細胞研究会（山梨）12月,2006

その他
No.1 宮部雅幸：

第3回気管挿管講習会・座学／実技（県内消防本部救急救命士74名）
（水戸）6月,2006

No.2 宮部雅幸：
平成18年度消防職員特別教育第3回気管挿管講習会・講師

（水戸） 6月,2006
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リハビリテーション部グループ（2006年）

学会発表
No.1 石川公久,清水朋枝,深谷大輔,大野徳香,江口 清：

学齢期の小児リハビリテーション－養護学校との連携－（第2報）
第41回日本理学療法士学会学術大会（群馬）5月,2006

No.2 大野徳香,石川公久,清水朋枝,深谷大輔,渡部洋子,三星有紀子,江口 清：
自閉傾向のある小児に対する評価・治療の取組み

第41回日本理学療法士学会学術大会（群馬）5月,2006
No.3 清水如代,坂根正孝,三島 初,江口 清,落合直之：

大腿骨頚部骨折の予後調査
第43回日本リハビリテーション医学会学術集会（東京）6月,2006

No.4 馬見塚尚孝,坂根正孝,江口 清,馬見塚恭子,落合直之：
大腿四頭筋伸張反射亢進の特長

第43回日本リハビリテーション医学会学術集会（東京）6月,2006
No.5 吉田太郎,上杉雅文,江口 清,落合直之：

リハビリテーションオーダリングシステム導入の試み
第43回日本リハビリテーション医学会学術集会（東京）6月,2006

No.6 深谷大輔,石川公久,清水朋枝,渡部洋子,須田恵子,沼田織絵,落合直之,江口 清,

加藤敬子：
悪性関節リウマチ・下腿切断の一例

第3回茨城リウマチケア研究会（つくば）7月,2006
No.7 鮎澤 聡,江口 清,青木 司,高田智也,松村 明：

頭部外傷後に両下肢のクローヌス様異常運動を呈し,末梢神経縮小術を行い軽快した一例
第32回運動障害研究会（東京）7月,2006

No.8 深谷大輔,石川公久,清水朋枝,江口 清,鮎澤 聡：
末梢神経縮小術を実施された片麻痺症例の経過報告

第25回関東甲信越ブロック理学療法士学会（横浜）9月,2006
No.9 須田恵子,沼田織絵,渡部洋子,石川公久,清水朋枝,深谷大輔,江口 清,加藤敬子：

バセドウ病・腰部脊柱管狭窄を伴う高齢発症の重症筋無力症患者に対するリハビリテー
ションの経験
第28回国立大学法人リハビリテーション コ・メディカル学術大会（長崎）10月,2006

No.10 深谷大輔,石川公久,清水朋枝,江口 清：
足関節痛に対するClinicalReasoningと治療アプローチの一例

第10回茨城県理学療法士学会（つくば）12月,2006
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臨床医学教育・医療福祉支援センター・
総合臨床教育センターグループ（2006年）

原 著
No.1 西岡洋右,川尻英子,喜瀬守人,斉藤裕之,中村明澄,森 敬良,矢部千鶴,前野哲博：

家庭医療後期研修施設の研修プログラムに関する現状把握調査
家庭医療12(2),20-28,2006

No.2 大木いずみ,上原里程,小林英司,梶井英治,尾島俊之,倉澤美和,丹羽治男,丹羽美和子,
高屋敷明由美,椎名くに：

女性医師調査－地域医療を担う人材を応援するために
日本医事新報4302,68-72,2006

No.3 福士元春,高屋敷明由美,大野毎子,松村真司,大滝純司：
研修医は何ができると思われているのだろうか－研修医の能力に対する非医療者の認識に
関する探索的研究－

医学教育37(2),89-95,2006
No.4 高屋敷明由美,藤井博之,大嶋伸雄：

地域における医療関係職種学生合同実習から参加者が得たものは？－卒前医学教育におけ
る職種間連携の教育の意義－

医学教育37(6),359-365,2006

総 説
No.1 木澤義之：

【緩和ケアのための医薬品集】 中枢神経系 抗不安薬・睡眠薬の基礎知識と使い方
緩和ケア16(suppl10),81-88,2006

No.2 木澤義之：
【緩和ケアのための医薬品集】 鎮痛の関連薬 ゾレドロン酸水和物注射液

緩和ケア16(suppl10),77-80,2006
No.3 木澤義之：

【緩和ケアのための医薬品集】 鎮痛の関連薬 注射用パミドロン酸二ナトリウム
緩和ケア16(suppl10),76-77,2006

No.4 木澤義之：
【がん緩和医療教育の現状と課題】 EPEC-O日本版の実施について

緩和医療学8(1),3-6,2006
No.5 前野哲博,尾形和泰,野口善令：

臨床研修をめぐって
JAMICJOURNAL26(4),21-31,2006

No.6 前野哲博：
レジデントノート式 知っ得チェック! 自分のこころの健康チェック!

レジデントノート8(4),473-474,2006
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No.7 前野哲博,石丸裕康,鳥居秀成,下山祐人：
スーパーローテーションの功罪 検証！新医師臨床研修制度 (前編）

medicina43(6),1030-1041,2006

No.8 前野哲博,石丸裕康,鳥居秀成,下山祐人：
スーパーローテーションの功罪 検証！新医師臨床研修制度（中編）

medicina43(7),1236-1245,2006

No.9 前野哲博,石丸裕康,鳥居秀成,下山祐人：
スーパーローテーションの功罪 検証！新医師臨床研修制度（後編）

medicina43(8),1416-1424,2006

No.10 前野哲博,宮本哲也,清水貴子,伊澤 敏：
情熱に依存しないシステム構築へ

AttendingEye2(3),16-21,2006

No.11 前野哲博：
研修医自身のストレスマネージメント

臨床研修プラクティス13(1),62-65,2006
No.12 前野哲博：

指導医のストレス要因と対応
AttendingEye2(4),28-31,2006

No.13 前野哲博：
指導医のメンタルケア 指導医のストレス要因と対応

AttendingEye2(4),28-31,2006

No.14 前野哲博：
新臨床研修の2年間を総括

日経メディカル 35(3),59-61,2006

No.15 前野哲博：
研修必修化が日本の医療に問いかけているもの

ars1(1),50-65,2006

No.16 前野哲博：
日常診療のピットフォール 26歳,男性。頭痛。

日経メディカル 35(8),97-99,2006

No.17 前野哲博：
日常診療のピットフォール 64歳,女性。腰痛。

日経メディカル 35(12),101-103,2006

No.18 前野哲博：
臨床研修をめぐる医師の労働環境

医療と法律 4,16-17,2006

No.19 前野哲博：
研修医自身のストレスマネージメント

臨床研修プラクティス 3(1),62-65,2006
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No.20 高屋敷明由美：
筑波大学医学専門学群医学教育企画評価室

医学教育 37(3),190-191,2006

著 書
No.1 前野哲博：

ケアネットDVDシリーズ みんなの症候診断（下）
ケアネット（東京）2006

No.2 前野哲博：
こんな研修医が欲しい 新人ドクターのマナー＆ルール（監修）

日本医事新報社（東京）2006

翻 訳
No.1 前野哲博：

Part15精神障害
ハリソン内科学,福井次矢,黒川 清監訳,第2版,

メディカルサイエンスインターナショナル（東京）2628-2643,2006

学会発表
No.1 前野哲博：

臨床医による臨床研究実施の問題点
プライマリ・ケア関連学会連合学術会議

日本総合診療医学会シンポジウム（名古屋）5月,2006
No.2 宮田大揮,榎本有希,室伏 航,前野哲博,松井 陽：

PALSとAPLSを踏まえた筑波大学小児科研修医に対する蘇生講習の取り組みについて
第20回日本小児救急医学会（つくば）6月,2006

No.3 大塚藤男,原 晃,高橋 智,前野哲博,高屋敷明由美,森田倫子：
医療人としての基盤となる態度教育を重視した新筑波方式教育プログラム

第38回日本医学教育学会（奈良）7月,2006
No.4 青木秀次朗,倉林広明,安井浩樹,前野哲博,足立幸彦,井阪直樹：

研修医と指導医の労働環境が地域医療に与える影響について
第38回日本医学教育学会（奈良）7月,2006

No.5 高屋敷明由美,前野哲博,広瀬美鈴,大塚藤男,中山凱夫：
筑波大学医学専門学群医学類における新カリキュラムの評価第1報 PBLテュートリアル
導入の成果と問題点

第38回日本医学教育学会（奈良）7月,2006
No.6 栗原 宏,前野哲博,河村由吏可,吉津みさき：

「いばらき地域医療教育ステーション」事業による地域医療教育の試み
第38回日本医学教育学会（奈良）7月,2006
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研究報告
No.1 前野哲博：

研修医の労働・勤務時間とストレス反応
厚生科学特別研究事業「研修医の勤務・研究時間に関する研究」

調査研究班成果報告書37-39,2006

講演等
No.1 前野哲博：

研修医制度2年を経て
全国大学生協医書系書籍店舗職員研修会（東京）1月,2006

No.2 前野哲博：
みんなの症候診断 第5回 実践でコツをつかめ！その1

第6回 実践でコツをつかめ！その2
ケアネットTV,2月,2006

No.3 前野哲博：
研修医のメンタルヘルスケア

北海道大学指導医養成講習会（札幌）2月,2006
No.4 前野哲博：

研修医のメンタルヘルスケアとトラブルシューティング
医師臨床研修制度・研修管理委員会・委員長研修（埼玉）2月,2006

No.5 前野哲博：
研修病院の選び方

出雲市民病院講演会（島根）3月,2006
No.6 前野哲博：

効果的なフィードバックの仕方
近畿大学医学部教育ワークショップ（大阪）3月,2006

No.7 前野哲博：
研修歯科医のメンタルヘルス

新歯科医師臨床研修制度・研修管理委員会・委員長研修（埼玉）3月,2006
No.8 前野哲博：

新臨床研修制度における研修病院のあり方
館林厚生病院講演会（群馬）3月,2006

No.9 前野哲博：
新臨床研修制度における指導医のあり方－安全で充実した臨床研修のために－

大阪大学臨床研修指導医養成セミナー（大阪）3月,2006
No.10 星 寿和,岡田唯男,前野哲博：

魅力ある指導医とは？ －効果的な楽しい研修をサポートするためのノウハウ－
MEDC 医学教育セミナーとワークショップ（つくば）4月,2006
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No.11 前野哲博：
指導医と研修医のコミュニケーション －安全で充実した臨床研修のために－

藤田保健衛生大学
第20回研修医・指導医ランチョンセミナー（愛知）7月,2006

No.12 前野哲博：
フィードバック技法,研修のストレスサインの発見と対処

全国社会保険協会連合会 指導医養成講習会（東京）7月,2006

No.13 前野哲博,河村由吏可：
家庭医のキャリアディベロップメント

第18回 学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー（新潟）8月,2006
No.14 前野哲博：

医療面接
茨城県立医療大学（阿見）11月,2006

No.15 前野哲博：
医療従事者におけるメンタルヘルスケア

国立保健医療科学院 病院管理研修（埼玉）12月,2006
No.16 前野哲博：

研修医のメンタルヘルスケア・トラブルシューティング
医師臨床研修制度・研修管理委員会・委員長研修（埼玉）12月,2006

No.17 前野哲博：
フィジカルアセスメント

茨城県立つくば看護学校（つくば）12月,2006
No.18 前野哲博：

医学教育における「教えない教育」－信頼される医師を養成するために－
ラーニング・フォーラム 2006 ～人はいかに学ぶか～（東京）12月,2006

No.19 前野哲博：
講習会ディレクター・チーフタスクフォース

茨城県指導医養成講習会（土浦）2月,2006
茨城県指導医養成講習会（つくば）7月,2006
群馬県指導医養成講習会（群馬）10月,2006
茨城県指導医養成講習会（水戸）10月,2006

No.20 前野哲博：
講習会チーフタスクフォース

臨床研修プログラム責任者養成講習会（千葉）8月,2006
No.21 前野哲博：

講習会タスクフォース
埼玉医科大学指導医養成講習会（埼玉）11月,2006
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No.22 高屋敷明由美：
医学生として医師として出会った人たち、私を育ててくれた患者さんたち

筑波プライマリ・ケア研究会（つくば）4月,2006
No.23 高屋敷明由美：

筑波大学のPBL教育～新カリキュラム導入後2年のふりかえりと今後の課題
東京医科大学（東京）7月,2006

No.24 高屋敷明由美：
EvolutionoftheMedicalCurriculumforUndergraduatesinUniversityofTsukuba

群馬大学医学部 医学教育国際シンポジウム
GlobalizationofMedicalSchoolEducation（群馬）12月,2006
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集中治療部グループ（2006年）

原 著
No.1 NishidaM,YamaneT,MaruyamaO,SankaiY,TsutsuiT:

Computationalfluid dynamicsanalysisoftheflow around thepivotbearing ofthe

centrifugalventricularassistdevice(Effectsofdesignvariationsofthewashouthole,the

pivotandthebackgap).

JSMEInternationalJournal49(3),837-851,2006

No.2 NishikawaN,MizutaniT,NakaoT,KamodaT,TakahashiS,ToyookaH:
RespiratoryfailureduetomorbidobesityinapatientwithPrader-Willisyndrome:an

experienceoflong-termmechanicalventilation

JAnesth20,300-303,2006

No.3 EnomotoY,KudoT,SaitoT,HoriT,KanekoM,MatsuiA,MizutaniT:
Prolongeduseofdexmedetomidineinaninfantwithrespiratoryfailurefollowingliving

donorlivertransplantation

PaediatrAnaesth16,1285-1288,2006

No.4 丸山 修,西田正浩,筒井達夫,軸屋智昭,山根隆志：
モノピボット遠心血液ポンプの溶血特性

ライフサポート 17(4),125-131,2006 4月
No.5 清水 雄,萩谷圭一,千葉あい,高橋伸二,水谷太郎：

人工呼吸器を用いる際の安全対策－ナースコール連携システムの有用性－
人工呼吸 23(2),201,2006

No.6 津山亨子,吉野雅美,水谷太郎,高橋伸二：
CPAPマスク「ブーシナック」使用時のHME併用は加湿に有効か

人工呼吸23(2),233-234,2006
No.7 TomokoIshizu,YoshihiroSeo,ToshiyukiIshimitsu,KenichiObara,NaokoMoriyama,

SatoruKawano,ShigeyukiWatanabe,IwaoYamaguchi:

Thewakeofalargevortexisassociatedwithintraventricularfillingdelayinimpairedleft

ventricleswithapseudonormalizedtransmitralflowpattern

ECHOCARDIOGRAPHY,23,369-375,2006

No.8 瀬尾由広,河野 了,美崎昌子,久賀圭祐,青沼和隆,渡辺重行,山口 巖：
心不全薬物療法

ProgressinMedicine,26(supple.1),1499-1503,2006

No.9 Yoshihiro Seo,HiroshiMaeda,Tomoko Ishizu,ToshiyukiIshimitsu,ShigeyukiWatanabe,
KazutakaAonuma,IwaoYamaguchi:

PeakC-reactiveproteinconcentrationcorrelateswithleftventricularthrombusformation

diagnosedbycontrastechocardiographicleftventricularopacificationinpatientswithafirst

anterioracutemyocardialinfarction.

CircJ,70,1290-1296,2006
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No.10 Yoshihiro Seo,ShigeyukiWatanabe,Tomoko Ishizu,Naoko Moriyana,NoriyukiTakeyasu,
HiroshiMaeda,ToshiyukiIshimitsu,KazutakaAonuma,IwaoYamaguchi:

Echolucentcarotidplaquesasafeatureinpatientswithacutecoronarysyndrome

CircJ,70,1629-1634,2006

総 説
No.1 瀬尾由広,青沼和隆：

心臓再同期療法の実際－適応と手技
医学のあゆみ217(6),682-688.2006

No.2 瀬尾由広,渡辺重行：
動脈硬化性疾患の診断基準の標準－虚血性心疾患

循環器科59suppl.3,414-425.2006

著 書
No.1 水谷太郎：

救急蘇生のテクニック（緊急蘇生の気道確保）長期人工呼吸のテクニック イラストでわ
かる麻酔科必須テクニック

正しいロジックとスマートなアプローチ,合併症の予防・対策
（土肥修司/編）羊土社,268-269,2006

学会発表
No.1 櫻井洋志,水谷太郎,高橋伸二,猪股伸一,宮部雅幸,田中 誠：

シリンジポンプの異常動作
日本麻酔科学会第52回学術集会（神戸）3月,2006

No.2 水谷太郎：
座長 呼吸（5） 呼吸気道

第33回日本集中治療医学会学術集会（大阪）3月,2006
No.3 清水 雄,水谷太郎,高橋伸二,星 拓男,田中 誠：

人工呼吸管理にLaryngoflexが有用であった気管切開後患者
第33回日本集中治療医学会学術集会（大阪）3月,2006

No.4 YoshihiroSeo,ShigeyukiWatanabe,TomokoIshizu,NoriyukiTakeyasu,IwaoYamaguchi:
CarotidEcholucentPlaqueisaUsefulSurrogateMarkertoPredictHighRiskPatientsfor

CoronaryArterialVulnerability

日本循環器学会（名古屋）3月,2006
No.5 YoshihiroSeo,KazutakaAonuma,KentaroYoshida,KazuyukiTanoue,SatoruKawano,Shigeyuki

Watanabe,andIwaoYamaguchi:

RadialStrainDeterminedby2-D TrackingMethodtoIdentifytheResponderforCardiac

ResynchronizationTherapy

日本循環器学会（名古屋）3月,2006
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No.6 YoshihiroSeo,ShigeyukiWatanabe,NoriyukiTakeyasu,TomokoIshizu,NaokoMoriyama,Iwao
Yamaguchi:

Serum LevelsofMalondialdehyde-ModifiedLDLAssociatewithSystemicAtherosclerotic

InstabilityinPatientswithCoronaryArteryDiseases

日本循環器学会（名古屋）3月,2006
No.7 TomokoIshizu,YoshihiroSeo,KenichiObara,NaokoMoriyama,SatoruKawano,Shigeyuki

Watanabe:

Furtherstratificationofimpairedrelaxationfillingpatternbylegliftinginpatientswith

normalleftventricularejectionfraction

日本循環器学会（名古屋）3月,2006
No.8 瀬尾由広,石光敏行,前田裕史,篠原 進,内田清子,石津 智,森山直子,渡辺重行,

青沼和隆,山口 巖：
急性前壁心筋梗塞における心尖部血栓の規定因子：コントラスト心エコー法による検討

日本心エコー図学会（さいたま）4月,2006
No.9 酒巻文子,瀬尾由広,石津智子,飯田典子,中島英樹,稲葉 武,河野 了,渡辺重行,

青沼和隆：
拡張型心筋症における収縮期および拡張期同期不全とQRS時間との関連についての検討

日本心エコー図学会（さいたま）4月,2006
No.10 千葉あい,水谷太郎,高橋伸二,清水 雄,萩谷圭一：

仰臥位健康成人における胸郭外陰圧式人工呼吸器使用時の換気量変化
第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006

No.11 清水 雄,萩谷圭一,千葉あい,高橋伸二,水谷太郎：
人工呼吸器を用いる際の安全対策－ナースコール連携システムの有用性－

第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006
No.12 水谷太郎：

一般演題 座長（加温・加湿）
第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006

No.13 萩谷圭一,千葉あい,清水 雄,高橋伸二,水谷太郎：
CPAPマスク「ブーシナック」気道抵抗の検討

第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）5月,2006
No.14 津山亨子,吉野雅美,水谷太郎,高橋伸二：

CPAPマスク「ブーシナック」使用時のHME併用は加湿に有効か
第28回日本呼吸療法医学会学術総会（高知市）,5月,2006

No.15 瀬尾由広,石光敏行,内田清子,篠原 進,前田裕史,藤田圭史,亀崎高夫,青沼和隆,
山口 巖：

パネルディスカッション,循環器における加齢変化 僧帽弁輪石灰化と頸動脈硬化症との
関連；脳梗塞症例における検討

日本超音波医学会（大阪）5月,2006
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No.16 瀬尾由広,石光敏行,石津智子,森山直子,河野 了,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖：
カラードプラ法による伝播速度計測法標準化のための,コントラスト心エコー法を用いた
伝播速度の評価

日本超音波医学会（大阪）5月,2006
No.17 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,石津智子,森山直子,河野 了,渡辺重行,山口 巖：

重症心不全における収縮拡張同期不全に対する再同期療法の効果
日本超音波医学会（大阪）5月,2006

No.18 石津智子,瀬尾由広,森山直子,武安法之,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖：
酸化LDLと頚動脈エコー所見の関連

日本超音波医学会（大阪）5月,2006
No.19 山根隆志,木暮尚登,西田正浩,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,

筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの可視化計測

第45回日本生体医工学会大会（福岡市）5月,2006
No.20 千葉あい,水谷太郎,櫻井洋志：

健康成人における胸郭外陰圧式人工呼吸器使用時の一回換気量変化
日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006

No.21 櫻井洋志,水谷太郎,千葉あい,清水 雄,志賀由佳,田中 誠：
硬膜外カテーテル留置時の刺入点定法について

日本麻酔科学会第53回学術集会（神戸）6月,2006
No.22 YoshihiroSeo,KazutakaAonuma,KentaroYoshida,SatoruKawano,ShigeyukiWatanabe,Iwao

Yamaguchi:

RadialStrainDeterminedby2-D TrackingMethodtoIdentifytheResponderforCardiac

ResynchronizationTherapy

アメリカ心エコー図学会（ボルティモア）6月,2006
No.23 IshizuT,SeoY,ObaraK,MoriyamaN,KawanoS,WatanabeS,AonumaK:

Stratificationofimpairedrelaxationfillingpatternbylegliftinginpatientswithnormalleft

ventricularejectionfraction

アメリカ心エコー図学会（ボルティモア）6月,2006
No.24 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,町野 毅,黒木健志,山崎 浩,川村 龍,

河野 了,渡辺重行,山口 巖：
心室間連続ペーシングによる心室再同期療法の有効性

第63回 茨城心臓血管研究会（つくば）6月,2006
No.25 瀬尾由広,渡辺重行,武安法之,石津智子,森山直子,青沼和隆,山口 巖：

冠動脈疾患における頚動脈粥腫性状と動脈硬化惹起因子の関連についての検討
茨城血管疾患研究会第9回研究発表会（つくば）7月,2006

No.26 T.Yamane,M.Nishida,O.Maruyama,R.Kosaka,T.Chida,H.Kogure,K.Kuwana,Y.Sanaki,

T.Tsutsui:
Antithrombogenicpropertyofamonopivotcentrifugalpumpforcirculatoryassist

2ndAsian-PacificCongressofCirculatorySupport.(Seoul)8月,2006
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No.27 小林可奈子,日下部学,小原 直,長谷川雄一,長澤俊郎,河合弘二,萩谷圭一,高橋伸二,

水谷太郎：
反復発症した輸血関連急性肺障害（TRALI,transfusion-relatedacutelunginjury）の1例

第15回日本集中治療医学会関東甲信越地方会（東京）8月,2006
No.28 瀬尾由広,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,河野 了,渡辺重行,山口 巖：

左室同期不全例におけるスペックルトラッキング法による収縮最早期時相に関する検討。
第4回 先進心血管エコー研究会（大阪）8月,2006

No.29 柴 優子,高橋伸二,水谷太郎,吉野雅美：
効果的なCPRのために何ができるか,ACLS受講後にみえたもの

第30回茨城県救急医学会（つくば）9月,2006
No.30 瀬尾由広,大塚定徳,小宅康之,青沼和隆,田中優美子,南 学,新藤雅司,平野雄二,

工藤博幸,木村雄介
緻密な格子モデルを用いた心臓MRIタギング法の開発

第34回 日本磁気共鳴医学会（つくば）9月,2006
No.31 森山直子,瀬尾由広,石津智子,河野 了,石光敏行,渡辺重行,青沼和隆,山口 巖

心不全予後予測におけるドプラ左室流入速波形解析の有用性：BNP値との比較検討
第54回 日本心臓病学会学術集会（鹿児島）9月,2006

No.32 T.Yamane,H.Kogure,M.Nishida,O.Maruyama,R.Kosaka,Y.Yamamoto,K.Kuwana,

Y.Sankai,T.Tsutsui:
PivotwashandhemolyticpropertyofMERAmonopivotcentrifugalpump

AnnualCongressofInternationalSocietyforRotaryBloodPump(Luben)9月,2006
No.33 MizutaniT,YamamotoT,SakuraiH,TakahashiS,TanakaM:

DoesFluorocarbonAugmentBeneficialEffectsofRecruitmentManeuverinAcuteLung

lnjury?

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.34 SakuraiH,MizutaniT,ChibaA,ShigaY,TanakaM:

AccuracyinEstimatingtheCorrectIntervertebralSpaceLevelduringEpiduralAnesthesia

AnnualMeetingAmericanSocietyofAnesthesiologists(Chicago)10月,2006
No.35 篠原 進,瀬尾由広,野口明子,田村綾子,内田清子,猪瀬由美子,遠山卓明,有川良二,

前田裕史：
急性冠症候群における頚動脈超音波像の特徴

第55回 日本農村医学会学術集会（名古屋）10月,2006
No.36 瀬尾由広：

臨床血管障害フォーラム,頚動脈エコーの実践とエビデンス。（水戸）10月,2006
No.37 飯田典子,瀬尾由広,市川里美,酒巻文子,中島英樹,稲葉 武,青沼和隆,榊原 謙：

子宮静脈から心臓まで伸展した静脈内平滑筋腫の1症例
日本超音波医学会関東甲信越地方会（東京）10月,2006

No.38 中島英樹,瀬尾由広,石津智子,市川里美,酒巻文子,飯田典子,稲葉 武,青沼和隆：
ペースメーカリードによる三尖弁閉鎖不全の診断：3D心エコー図法の有用性に関する検討

日本超音波医学会関東甲信越地方会（東京）10月,2006
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No.39 山根隆志,丸山 修,西田正浩,小阪 亮,千田高寛,河村 洋,桑名克之,石原一彦,
山海嘉之,筒井達夫：

補助循環用モノピボット遠心ポンプの抗血栓性評価
日本電気学会リニアドライブ研究会（東京）10月,2006

No.40 瀬尾由広：
臨床血管障害フォーラム,頚動脈エコーの実践とエビデンス（つくば）10月,2006

No.41 西田正浩,木暮尚登,山根隆志,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,
筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの流れの数値解析

第44回日本人工臓器学会大会（横浜）11月,2006
No.42 山根隆志,木暮尚登,西田正浩,丸山 修,小阪 亮,山本好宏,桑名克之,山海嘉之,

筒井達夫：
MERAモノピボット遠心ポンプの研究開発

第44回日本人工臓器学会大会（横浜）11月,2006
No.43 YoshihiroSeo,KazutakaAonuma,KentaroYoshida,KazuyukiTanoue,SatoruKawano,Shigeyuki

Watanabe,IwaoYamaguchi:

Cardiacresynchronizationtherapywithtriple-sitepacingissuperiortobi-sitepacingin

improvingleftventricularfunctionanddyssynchrony

AHA2006(Chicago)11月,2006
No.44 水谷太郎：

座長 人工呼吸セミナー／機器安全対策セミナー
第4回呼吸・循環セミナー inTSUKUBA2006（つくば）11月,2006

No.45 水谷太郎：
座長 一般演題31（ポスター）PCPS.

日本蘇生学会第25回大会（浜松）12月,2006
No.46 佐藤藤夫,水谷太郎,山本純偉,上村和也,森島裕子,高橋伸二,武安法之,本間満子,

渡邊雅彦,渡邊重行：
当院における心肺蘇生法標準化への取り組み－CPRクリティカルパスの導入－

日本蘇生学会第25回大会（浜松）12月,2006
No.47 瀬尾由広,石光敏行,石津智子,宇野希世子,森山直子,河野 了,青沼和隆：

心不全予後判定におけるE/A比の有用性：ドプラ複合指標と左房圧の関連に基ずく検討
第25回超音波血流研究会（東京）12月,2006

その他
No.1 水谷太郎：

編集後記
中毒研究19(1)88,2006

No.2 水谷太郎：
平成18年度消防職員特別教育第3回気管挿管講習会・講師

（水戸）6月,2006
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No.3 水谷太郎：
平成18年度消防職員特別教育第3回気管挿管講習会・実技

（水戸）6月,2006
No.4 瀬尾由広,青沼和隆：

心室再同期療法の適応と手技,そして新たな展開
臨床ME専門認定士講習会（東京）9月,2006

No.5 瀬尾由広：
CRTの概念と有効性,適応基準

ペーシングによる心不全治療研修セミナー（東京）10月,2006
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光学医療診療部グループ（2006年）

原 著
No.1 ShibaharaT.,MiyazakiK.,SatoD.,MatsuiH.,YanakaA.,NakaharaA.,TanakaN:

Rectal malignant lymphoma complicating ulcerative colitis treated with long-term

cyclosporine.

JournalofGastroenterologyandHepatology,Vol.21,336-338,2006

No.2 ZhangS.,YanakaA.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,TanakaN:
Hyperosmotic stress enhances Interleukin-1µ expression in Helicobacterpylori-infected

murinegastricepithelialcellsinvitro.

JournalofGastroenterologyandHepatology,Vol.21,759-766,2006

No.3 MiyazakiK.,ShibaharaT.,SatoD.,UchidaK.,SuzukiH.,MatsuiH.,YanakaA.,NakaharaA.,
MatsuzakiY:

Influenceofchemotherapeuticagentsandcytokinesontheexpressionof5-fluorouracil-

associatedenzymesinhumancoloncancercelllines.

JournalofGastroenterology,Vol41,140-150,2006

No.4 NakagawaS.,AsakaM.,KatoM.,NakamuraT,KatoC.,FujiokaT.,TatsutaM.,KeidaK.,

TeraoS.,TakahashiS.,UemuraN.,KatoT.,AoyamaN.,SaitoD.,SuzukiM.,ImamuraA.,

SatoK.,MiwaH.,NomuraH.,KaiseM.,OoharaS.,KawaiT.,UrabeK.,SakakiN.,ItoS.,

NodaY.,YanakaA.,KusugamiK.,GotoH.,FurutaT.,FujinoM.,KinjyouF.,OokusaT:
Helicobacterpylorieradicationandmetachronousgastriccancerafterendoscopicmucosal

resectionofearlygastriccancer.

AlimentPharmacolTher.24Suppl4,214-218,2006

No.5 谷中昭典,山本雅之,兵頭一之介：
【Helicobacterpylori感染症の代替療法】スルフォラファン含有食品（ブロッコリーの新芽）
のHelicobacterpylori胃炎軽減作用

HelicobacterResearch(1342-4319)10巻4号,319-323,2006.08
No.6 長野由美子,松井裕史,下川 治,中原 朗,谷中昭典,松崎靖司,兵頭一之介,伊東 健,

山本雅之：
癌様変異細胞株RGK-1の活性酸素代謝に対するNrf2の関与

G.I.Research(0918-9408)14巻4号,420-421,2006.08
No.7 谷中昭典,松井裕史,兵頭一之介,山本雅之：

Lansoprazoleはnrf2を介して酸化ストレスから消化管粘膜を防御する
TheGIForefront(1349-9629)2巻2号,180-181,2006.12

No.8 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：
スルフォラファンのH.pylori胃炎軽減作用と胃がん予防の可能性,

化学と生物,第44巻6号,428-430,2006
No.9 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：

スルフォラファン含有食品（ブロッコリースプラウト）によるH.pylori関連疾患の予防に
関する臨床介入研究

UlcerResearch,第33巻,208-212,2006
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No.10 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：
スルフォラファンのH.pylori胃炎軽減作用と胃がん予防の可能性

化学と生物,第44巻,428-430,2006
No.11 谷中昭典：

スルフォラファンの胃癌予防効果
日本医事新報,第4268号,110-111,2006

学会発表
No.1 MamiyaT.,MatsuiH.,ShimokawaO.,NaganoY.,YanakaA.,MatsuzakiY.,HyodoI.,

MajimaH:

「Aquiredtumor-genesisofaratgastricmucosalepitherialcell-line」
The4thJapanGRG/AGASymposium(Jan,Fukuoka,Japan),2006

No.2 杉本浩一,谷中昭典,鈴木英雄,柴原 健,松井裕史,中原 朗,兵頭一之介：
放射線化学療法が奏功した食道類基底細胞癌の1例

第288回日本消化器病学会関東支部例会（東京）2月,2006
No.3 長野由美子,松井裕史,下川 治,金子 剛,谷中昭典,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：

「がん様変異細胞株RGK-1のプロトンポンプ発現に対するNrf2の関与」
第15回消化器とフリーラジカル研究会（京都）2月,2006

No.4 長野由美子,松井裕史,下川 治,谷中昭典,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
「がん様変異細胞株RGK-1のプロトンポンプ発現に対するNrf2の関与」

RGM-1研究会 3月,2006
No.5 柴原 健,宮崎香織,佐藤大介,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,松崎靖司,

兵頭一之介：
ヒト大腸癌細胞株における5-fluorouracil関連酵素発現に対する抗癌剤・cytokineの影響

第92回日本消化器病学会総会（福岡）4月,2006
No.6 鈴木英雄,正田純一,川本 徹,木口 薫,瀧 隆一,篠崎英治,柴原 健,谷中昭典,

中原 朗,兵頭一之介：
大腸腫瘍の進展における粘液糖蛋白MUC4の役割

第92回日本消化器病学会総会（福岡）4月,2006
No.7 谷中昭典,松井裕史,山本雅之：

酸化ストレス応答転写因子nrf2刺激作用を有する薬剤,食物成分による胃癌,大腸癌の化学
予防に関する研究,シンポジウム消化器疾患における酸化ストレスの関与とconterstrategy

第92回日本消化器病学会総会（小倉）4月,2006
No.8 前田るい,松井裕史,下川 治,長野由美子,間宮 孝,金子 剛,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
抗酸化酵素制御転写因子nrf2による胃粘膜H+/K+-ATPaseの誘導

第28回日本フリーラジカル学会学術集会（津）5月,2006
No.9 長野由美子,下川 治,松井裕史,間宮 孝,金子 剛,前田るい,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,浦野泰照,長野哲雄,犬童寛子,馬嶋秀之：
胃粘膜由来がん様変異株における活性酸素代謝の検討

第28回日本フリーラジカル学会学術集会（津）5月,2006
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No.10 谷中昭典,伊東 健,田内雅史,松井裕史,山本雅之：
スルフォラファンの胃癌予防効果に関するトランスレーショナルリサーチ

第28回日本フリーラジカル学会学術集会（津）5月,2006
No.11 長野由美子,下川 治,松井裕史,間宮 孝,金子 剛,前田るい,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
「抗酸化酵素制御転写因子Nrf2による胃粘膜H+K+ATPaseの誘導」

第28回日本フリーラジカル学会（津）5月13-14,2006
No.12 前田るい,松井裕史,下川 治,長野由美子,間宮 孝,金子 剛,谷中昭典,安部井誠人,

松崎靖司,兵頭一之介,浦野泰照,長野哲雄,犬童寛子,馬嶋秀之：
「胃粘膜由来がん様変異株における活性酸素代謝の検討」

第28回日本フリーラジカル学会（津）5月13-14,2006
No.13 大関瑞治,柴原 健,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,兵頭一之介：

家族性大腸腺腫症に合併した十二指腸癌の一例
第289回日本消化器病学会関東地方会（東京）５月,2006

No.14 YanakaA.,ItohK.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,HyodoI.,
YamamotoM:

Roleof15-deoxyprostaglandinJ2andnrf2inprotectionofgastricmucosaagainstoxidative

stressduringH.pyloriinfectioninmice.

(OralPresentation)AGATopicForumMechanisms

ofmucosaldefenseandtheUGIepithelialbarrier,

AnnualMeetingoftheAmericanGastroenterologicalAssociation,

LosAngeles,U.S.A.,May,2006

No.15 YanakaA.,ZhangS.,SatoD.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,
HyodoI:
Lansoprazole protects gastric mucosa from H.pylori-induced oxidative injury by up-

regulatingnrf2dependentantioxidantenzymesinmice.

AnnualMeetingoftheAmericanGastroenterologicalAssociation,

LosAngeles,U.S.A.,May,2006

No.16 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：
H.pylori感染による酸化ストレスに対する胃粘膜防御に果たす15-deoxyprostaglandinJ2と
nrf2の役割,ワークショップ：宿主免疫の新たな展開

第12回日本ヘリコバクター学会（神戸）6月22-23,2006
No.17 杉本浩一,柴原 健,鈴木涼子,大越 靖,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,

長澤俊郎,兵頭一之介：
クローン病に胃原発悪性リンパ腫を合併した一例

茨城炎症性腸疾患研究会（つくば市）６月,2006
No.18 谷中昭典,田内雅史,山本雅之：

H.pylori感染による酸化ストレス応答に果たす内因性15-deoxyprostaglandinJ2-nrf2
pathwayの役割

第34回日本潰瘍学会（大阪）7月,2006
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No.19 谷中昭典：
招待講演 スルフォラファン含有食品による消化器癌の化学予防,

第２回食と消化器：蓼科シンポジウム（蓼科）7月,2006
No.20 KanekoT.,MatsuiH.,ShimokawaO.,YanakaA.,HyodoI.,TsuijiA.,HiranoK:

「CellMembraneFluidityAssaysofFluorescenceAnisotropyandExcimer Formationin

Indomethacin-TreatedGastricEpithelialCell-LineRGM-1」
12+ InternationalConferenceonUlcerResearch.(Osaka),July,2006

No.21 MatsuiH.,Nagano.N.Y.,ShimokawaO.,MaedaR.,MamiyaT.,KanekoT.,MatsuzakiY.,
HyodoI.,ItoK.,YamamotoM:

「Nrf2InducedH+K+ATPaseinMNNG-InducedTransformedRGK-1CellsandinGastric
EpithelialRGM-1Cells」

12+ InternationalConferenceonUlcerResearch.(Osaka),July,2006

No.22 YanakaA.,ItohK.,TauchiM.,SuzukiH.,ShibaharaT.,MatsuiH.,NakaharaA.,HyodoI.,
YamanotoM:

「Endogenous 15-Deoxy Prostaglandin J2 Cotributes tonrf2-DependentGastric Mucosal
ProtectionAgainstOxydativeStressDuringH.pyloriInfectioninMice」

12thInternationalConferenceonUlcerResearch.(Osaka),July,2006

No.23 ShimokawaO.,MatsuiH.,NaganoY.,MamiyaT.,MatsuakiY.,NakaharaA.,HyodoI.,
MajimaH:

「Aquired Tumor-Genesisofan N-Methyl-N’-Ntroso-N-Nitrosoguanidine (MNNG)-Induced
TransformedGastricMucosalEpitherialCell-Line」

12th InternationalConferenceonUlcerResearch.(Osaka),July,2006

No.24 谷中昭典,兵頭一之介,山本雅之：
Lansoprazoleはnrf2を介して酸化ストレスから消化管粘膜を防御する

第７回炎症とPPI研究会（京都）8月,2006
No.25 松井裕史,長野由美子,谷中昭典：

「NSAIDs起因性胃粘膜脂質過酸化に対するLansoprazpleの効果」
第７回炎症とPPI研究会（京都）8月26,2006

No.26 長野由美子,松井裕史,下川 治,中原 朗,谷中昭典,兵頭一之介,伊東 健,山本雅之：
「酸化ストレスによる胃壁細胞プロトンポンプの誘導現象」

第３回HemeOxygenase研究フォーラム（京都）9月,2006
No.27 齋藤洋子,中原 朗,福富久之：

検診で発見される大腸がん
第66回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方学術集会（甲府）9月,2006

No.28 杉本浩一,柴原 健,鈴木涼子,大越 靖,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,

長澤俊郎,兵頭一之介：
クローン病に胃原発悪性リンパ腫を合併した一例

第291回日本消化器病学会関東地方会（つくば市）9月,2006
No.29 谷中昭典,松井裕史,兵頭一之介,山本雅之：

Sulforaphaneの胃酸分泌に及ぼす影響
第10回壁細胞研究会（札幌）10月,2006
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No.30 谷中昭典,兵頭一之介,山本雅之：
Sulforaphaneはnrf2を介して酸化ストレスから,胃,および大腸粘膜を防御する

第17回細胞間ジャンクション研究会（東京）11月,2006
No.31 金子 剛,松井裕史,下川 治,中原 朗,兵頭一之介：

蛍光による細胞膜傷害の可視化の試み
第27回日本レーザー医学会総会（千葉）11月,2006

No.32 松井裕史,金子 剛,下川 治,谷中昭典,中原 朗,兵頭一之介：
レーザー内視鏡治療の現況と展望 胃がんの光化学診断の現状と未来

第27回日本レーザー医学会総会（千葉）11月,2006
No.33 杉本浩一,柴原 健,鈴木英雄,松井裕史,谷中昭典,中原 朗,兵頭一之介：

アザチオプリンによる顆粒球減少・カリニ肺炎を合併した潰瘍性大腸炎の一例
第4回茨城大腸肛門疾患研究会（つくば市）11月,2006

講演会，その他
No.1 谷中昭典：

スルフォラファン含有食品による胃ガンの化学予防
第7回筑波大学大学院医学6専攻セミナー（つくば）4月,2006

No.2 谷中昭典：
スルフォラファン含有食品による胃ガンの化学予防

日米ブラシカ基金セミナー（東京）7月,2006
No.3 谷中昭典：

スルフォラファン含有食品による胃ガンの化学予防
第3回フーズサイエンスセミナー（静岡）12月,2006
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病理部グループ（2006年）

原 著
No.1 TanakaR,IshiyamaT,UchiharaT,InadomeY,IijimaT,MorishitaY,KanoJ,GoyaT,

NoguchiM:

ExpressionoftheBaxinhibitor-1geneinpulmonaryadenocarcinoma

Cancer,106,648-653,2006

No.2 IchimuraH,IshikawaH,YamamotoT,OnizukaM,InadomeY,NoguchiM,SakakibaraY:
Effectivenessofsteroidtreatmentforhoarsenesscausedbyidiopathicfibrosingmediastinitis:

reportofacase.SurgToday;36:382-384,2006

No.3 IchimuraH,UsuiS,OkazakiH,KonishiT,OsakaM,JikuyaT,NakayamaH,KikuchiK,

InadomeY,OnizukaM:
Excisionafterchemoradiotherapyofinvasivethymomaextendingintotherightatrium:

reportofacase.SurgToday,36,534-537,2006

No.4 TabuchiK,MurashitaH,InadomeY,MachikiK,SenaritaM,ItoZ,HaraA:
Basalcellcarcinomainvolvingthebilateraltemporalbone

TheJournalofOtolaryngology,35,281-283,2006

No.5 鈴木 悦，古屋周一郎，森下由紀雄，野口雅之：
病理検査における医療事故防止を目指した病理検査システム

MedicalTechnology,34,409-412,2006

No.6 TodorokiT,NakagawaY,MurataS,OhkohchiN,MorishitaY:
A long-term survivor of repeated inguinal nodes recurrence of papillary serous

adenocarcinomaofCUP:casereport.

IntSeminSurgOncol,3,22,2006

No.7 LiengswangwongU,KaralakA,MorishitaY,NoguchiM,KhuhapremaT,SrivatanakulP,
MiwaM:

Immunohistochemicalexpressionofmismatchrepairgenes:ascreeningtoolforpredicting

mutatorphenotypeinliverflukeinfection-associatedintrahepaticcholangiocarcinoma.

WorldJGastroenterol,12,3740-3745,2006

著 書
No.1 森下由紀雄，深澤政勝，野口雅之：

第2章細胞診編：2．呼吸器
黒田 誠，松野吉宏，真鍋俊明編,

悪性と誤りやすい良性疾患，良性と誤りやすい悪性腫瘍（病理と臨床臨時増刊号Vol.24）,
東京：文光堂，279-287,2006

学会発表
No.1 岡本嘉一，南 学，坂根正孝，稲留征典：

頚椎部に生じたextraskeltalmesenchymalchondrosarcomaの1例
第17回骨軟部放射線研究会,2006
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No.2 吉田 進，平井浩気，石川美帆，伊藤博道，後藤行延，淀縄 聡，小川 功，稲留征典：
微少縦隔リンパ節転移を認めた末梢小型肺腺癌の1例

第21回茨城早期肺癌研究会,2006
No.3 稲留征典，近藤 譲，森下由紀雄，野口雅之：

男性に発生した乳腺Metaplasticcarcinomaの1例
第95回日本病理学会総会,2006

No.4 菅野雅人，稲留征典，野口雅之：
Mitoticallyactiveleiomyomaの成分の見られた播種性子宮筋腫の症例

第22回茨城病院病理医の会,2006
No.5 菅野雅人，相田久美，飯嶋達生，稲留征典，森下由紀雄，坂根正孝，落合直之，野口雅之：

同一腫瘤に多段階の悪性化像の見られた神経線維腫の剖検例
第33回日本病理学会関東支部学術集会,2006

No.6 吉田 進，伊藤博道，後藤行延，淀縄 聡，小川 功，稲留征典：
咽頭癌術後永久気管瘻を有した患者に対して同時多発肺癌切除術を施行した1例

第47回日本肺癌学会総会,2006
No.7 大窪千草，森下由紀雄，飯嶋達生，穴見洋一，野口雅之：

肺腺がん発生に及ぼすnrf2遺伝子の影響－肺がん高感受性マウスモデルを用いた検討－
第95回日本病理学会総会,2006

No.8 南 里恵，角田 肇，沖 明典，佐藤豊実，松本光司，深澤政勝，近藤 譲，飯嶋達生，
森下由紀雄，野口雅之：

異所性子宮癌肉腫の細胞像に関する検討
第47回日本臨床細胞学会総会,2006

No.9 橋詰寿律，石本祐子，山本 純，田村元彦，西村嘉裕，深井志摩夫，森下由紀雄：
経気管支鏡的に治療したBronchialMucousGlandAdenomaの1例

第47回日本肺癌学会総会,2006
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睡眠呼吸障害グループ（2006年）

総 説
No.1 佐藤 誠：

呼吸調節の評価法
呼吸25,151-156,2006

No.2 中山秀章,佐藤 誠：
呼吸調節のメカニズム－安静時および睡眠時の呼吸調節

HeartView10,232-235,2006

No.3 坂井邦彦,佐藤 誠：
薬剤の副作用で起こる睡眠障害

THELUNG59,179-182,2006

No.4 佐藤 誠：
睡眠時無呼吸症候群（SAS）の病態と診断

精神科治療学21,589-595,2006
No.5 坂井邦彦,大平徹郎,佐藤 誠：

睡眠時無呼吸症候群の関連疾患 5.内分泌疾患
治療学40,645-647,2006

No.6 飛田 渉,高崎雄司,名嘉村博,佐藤 誠：
睡眠時無呼吸症候群の診断をめぐって

治療学40,685-695,2006
No.7 片寄泰子,谷川 武,佐藤 誠：

睡眠外来
臨床看護32,1356-1360,2006

No.8 佐藤 誠：
いびきと閉塞型睡眠時無呼吸低呼吸症候群－睡眠呼吸障害診療の現状

微研ジャーナル友29,3-10,2006

著 書
No.1 佐藤 誠：

24.いびき
呼吸の事典 有田秀穂編 朝倉書店 272-281,2006

学会発表
No.1 佐藤 誠：

シンポジウム:「睡眠障害の行動医学的アプローチ」 睡眠呼吸障害の行動医学
第12回日本行動医学会学術総会（東京）,3月

No.2 腰野結希,武安法之,渡邊重行,青沼和隆,安田 京,佐藤 誠,山口 巖：
循環器内科入院患者の睡眠呼吸障害

第4回循環器SAS研究会（東京）,4月
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No.3 腰野結希,武安法之,渡邊重行,青沼和隆,佐藤 誠,山口 巖：
循環器内科入院患者の睡眠呼吸障害の検討

第31回日本睡眠学会定期学術集会（大津）,5月
No.4 腰野結希,青沼和隆,吉田健太郎,田上和幸,久賀圭裕,佐藤 誠,山口 巖：

シンポジウム:「睡眠時無呼吸症候群と不整脈」 頻脈性不整脈の症例における睡眠呼吸障
害の頻度と病態

第21回日本不整脈学会学術集会（東京）,7月
No.5 KatayoseY.YasudaK.TanigawaT.SakuraiS,SatohM:

EffectsofweightreductiononsleepdisorderedbreathinginJapanese.

The5thAsianSleepResearchSociety(Seoul,Korea),9月
No.6 SatohM:

CraniofacialcharacteristicofOSASinEast-Asia.

The4thSleepRespirationForum(Seoul,Korea),9月
No.7 SatohM,TanigawaT.SakuraiS:

EffectoftheLowCalorieDiet(LCD)TherapyUsingaFormulaFoodonObstructiveSleep

ApneaSyndrome.

The10thInternationalCongressonObesity(Sydney,Australia),9月
No.8 腰野結希,武安法之,渡邊重行,青沼和隆,片寄泰子,谷川 武,安田 京,佐藤 誠,

山口 巖：
循環器疾患における睡眠呼吸障害の頻度と特徴

第5回循環器SAS研究会（東京）,10月

研究班報告書
No.1 佐藤 誠：

職業運転手の体重増加と睡眠呼吸障害の関係,及びその治療効果に関する研究
平成16年度～平成17年度科学研究費補助金研究成果報告書,2006

講演会，その他
No.1 佐藤 誠：

日本人の睡眠呼吸障害
第6回埼玉包括的呼吸ケアー研究会（大宮）,2月

No.2 佐藤 誠：
睡眠呼吸障害と全身疾患

第4回太田睡眠科学センター睡眠フォーラム（川崎）,2月
No.3 佐藤 誠：

肥ると怖い睡眠時無呼吸症候群
第3回SAS市民講座（鹿児島）,3月

No.4 佐藤 誠：
これからの睡眠呼吸障害診療について

日医生涯教育講座学術講演会（長野）,4月
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No.5 佐藤 誠：
肥ると怖い睡眠時無呼吸症候群

第9回篠ノ井総合病院祭「あいまつり」市民講座（長野）,4月
No.6 佐藤 誠：

睡眠呼吸障害への対応と実践
真壁医師会筑西支部研修会（筑西）,4月

No.7 佐藤 誠：
日本人の肥満と睡眠呼吸障害

第169回日本呼吸器学会関東地方会教育講演（小石川）,5月
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臨床医療管理部グループ（2006年）

総 説
No.1 本間 覚：

動脈硬化性疾患の疫学,分類,成因,病態－閉塞性動脈硬化症－
特集 動脈硬化のすべて 科学評論社59(Supple3),397-401,2006

No.2 本間 覚：
救急 –VascularEemergency.–

特集 血管疾患の診療－今なぜVascularLabか－HeartView10,1164-1171,2006
No.3 本間 覚：

ワーファリンはいつまで続けるか
特集 深部静脈血栓症の診療と治療の現況VascularLab3,482-486,2006

原 著
No.1 松崎寛二,平松祐司,本間 覚,佐藤晶子,阿部正一,金本真也,榊原 謙：

組織因子はinvitro体外循環中の好中球変形能劣化を助長する
HemorheologyandRelatedResearch9,3-8,2006

著 書
No.1 本間 覚：

右側胸部誘導のR波増高または Iや左側胸部誘導でS波が深い
渡辺重行,山口 巖 編 心電図の読み方パーフェクトマニュアル

東京羊土社152-167,2006

学会発表
No.1 UnoK,HommaS,NakanishiK,AbeD,HamadaH,YoshikawaH,YamaguchiI:

Relationshipofcoagulofibrinolyticactivationtospontaneousechocontrastinlimbveinof

pregnantwomen.

18thannualmeetingofAmericanVenousForum.(Miami,USA)2.22-26,2006

No.2 本間 覚,宇野希世子,安倍大輔,中西啓太,佐藤豊美,沖 明典,佐藤加奈子,角田 肇,

吉川裕之,山口 巖：
婦人科手術の周術期における静脈血栓塞栓症の予防対策

日本超音波医学会第79回学術集会（大阪）5.26-28,2006
No.3 宇野希世子,本間 覚,安倍大輔,中西啓太,山口 巖,濱田洋美,吉川裕之:

周産期における血管超音波検査所見の意義－血液凝固因子との関連－
日本超音波医学会第79回学術集会（大阪）5.26-28,2006
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No.4 本間 覚：
循環器疾患と頸動脈エコー

第4回関東甲信越早期動脈硬化研究会（東京）8.5,2006
No.5 高梨典子,本間 覚,金子道夫：

インシデント,オカレンス報告と電子化の影響
医療の質・安全学会第1回学術集会（東京）11.23-24,2006

No.6 高梨典子,本間 覚,金子道夫：
電子化がインシデント,オカレンス報告件数と報告時間に与える影響

第2回茨城県医療事故防止研究会（つくば）11.25,2006

その他
No.1 本間 覚：

血栓症について
枚方・交野・寝屋川循環器研究会（大阪）2.25,2006

No.2 本間 覚：
肺高血圧に対する薬物治療の進歩

PulmonaryHypertensionセミナー（野田）9.29,2006
No.3 本間 覚：

動脈・静脈血栓症の臨床
第86回筑西循環器講習会（筑西）10.11,2006

３２９

臨床医療管理部グループ（2006年）
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