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教   養   部   門
Liberal Arts Division

心理学
Psychology

■学術論文■
［原著］
師岡友紀,  室井みや,  柴枝里子,  小林珠実,  福録恵子,  清

水安子,  瀬戸奈津子,  鈴木純惠,  梅下浩司.  看護学専攻
大学生の自我同一性地位の諸相.  大阪大学看護学雑誌 
2010;16:9-17.

数学
Mathematics

■著書■
大門貴志,  手良向聡,  吉川俊博 訳編.  Rによる統計解析ハ

ンドブック.  東京:メディカル・パブリケーションズ, 2010.
Daimon T.  Box & Cox Transformation.  In:Lovric M ed.  

International Encyclopedia of Statistical Science.  New 
York:Springer, 2010.

■学術論文■
［総説］
手良向聡,  大門貴志.  産業界およびFDAスタッフのための

ガイダンス 医療機器の臨床試験におけるBayes流統計学
の利用に関するガイダンス.  臨床評価 2010;38:291-326. 

手良向聡,  大門貴志.  FDA「医療機器の臨床試験における
Bayes流統計学の利用に関するガイダンス」について.  臨
床評価 2010;38:327-34.

［原著］
Maeda J,  Higashiyama M,  Imaizumi A,  Nakayama 

T,  Yamamoto H,  Daimon T,  Yamakado M,  Imamura 
F,  Kodama K.  Possibility of multivariate function 
composed of plasma amino acid profiles as a novel 
screening index for non-small cell lung cancer: a case 
control study.  BMC Cancer 2010;10:690.

Tomita T,  Kodaira T,  Matsuo M,  Furutani K,  Tachibana 
H,  Daimon T,  Shimizu H.  Helical tomotherapy for 
solitary lung tumor: feasibility study and dosimetric 
evaluation of treatment plans.  Technol Cancer Res T 
2010;9:407-15.

Hashimoto M,  Ishikawa M,  Mori E,  Kuwana N:  The 
study of INPH on neurological improvement （SINPHONI）.  
Diagnosis of idiopathic normal pressure hydrocephalus 
is supported by MRI-based scheme: a prospective 
cohort study.  Cerebrospinal Fluid Res 2010;7:18.

■学会発表■
［国内学会］

小野孝彦,  上村和秀,  大塚秀隆,  粂哲雄,  尾形曜子,  吉川
俊博,  大門貴志,  山田浩,  伊藤正樹,  野垣文昭.  AT1A 
受容体過剰発現マウスにおける食塩負荷昇圧反応の加齢
による応答性.  日本腎臓学会第53回総会 2010.6 神戸

［研究会・講演会等］
大門貴志,  手良向聡.  ベイズ流デザインの開発と応用.  大

学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理
研究所 リスク解析戦略研究センター シンポジウム「先端
医療技術の開発における統計的諸問題と今後の課題」 
2010.2 東京

大門貴志. 臨床試験における統計的考え方の基礎：ランダム
化の諸法. 財団法人しずおか産業創造機構 がん治験ネッ
トワーク推進事業第1回全体会 2010.8 静岡

大門貴志. 臨床試験におけるベイズ流デザインの基礎と応
用：Continual Reassessment Method. 大学共同利用機
関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所公開講
座 2010.12 東京

物理学
Physics

■学術論文■
［原著］
Terasawa D,  Kozumi S,  Fukuda A,  Morino M,  Iwata 

K,  Ezawa ZF,  Sawada A,  Kumada N,  Hirayama 
Y.  Activation study of collective excitations of the 
soliton-lattice phase in theν=1 double-layer quantum 
Hall state.  Phys Rev B 2010;81:073303/1-4.

Fukuda A,  Sekikawa T,  Iwata K,  Ogasawara Y,  Arai 
T,  Ezawa ZF,  Sawada A.  Activation energy gap of 
the layer-imbalanced bilayer ν=1/3 quantum Hall 
states.  Physica E 2010;42:1046-9.

Iwata K,  Morino M,  Fukuda A,  Kumada N,  Ezawa 
ZF,  H irayama Y,  Sawada A.  Anisotropy of 
magnetoresistance hysteresis around the ν=2/3 
quantum Hall state in tilted magnetic field.  J Phys 
Soc Jpn 2010;79:123701.

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

T,  Sawada A.  Commensurate-like to incommensurate-
like phase transition in the layer imbalanced bilayer ν
=1/3 quantum Hall states under in-plane magnetic field.  
International Symposium on Physics of New Quantum 
Phases in Superclean Materials（PSM2010） 2010.3 
Yokohama

Zheng YD,  Morikawa T,  Fukuda A,  Tsuda S,  Arai 
T,  Sawada A.  Spin and pseudospin excitations in the 
ν=2/3 bilayer quantum Hall systems. International 
Symposium on Physics of New Quantum Phases in 
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Superclean Materials（PSM2010）  2010.3 Yokohama
Sawada A,  Fukuda A,  Tsuda S,  Arai T,  Iwata K,  

Terasawa D,  Morino M,  Kozumi S,  Ogasawara 
Y.  Superconductor-like phenomenon in the bilayer 
ν=1 quantum Hall state. International Symposium 
on Physics of New Quantum Phases in Superclean 
Materials（PSM2010）  2010.3 Yokohama

Morikawa T,  Zheng YD,  Fukuda A,  Tsuda S,  Arai 
T,  Sawada A.  Activation energy gap in the νT=1 
bilayer quantum Hall states with small tunneling 
energy.  International Symposium on Physics of New 
Quantum Phases in Superclean Materials（PSM2010）  
2010.3 Yokohama

Arai T,  Yamanaka S,  Nishinakagawa R,  Yayama H,  
Fukuda A,  Sawada A.  Anomaly in edgemagneto-
plasmon resonance line width of helium surface 
state electrons.  International Symposium on Physics 
of New Quantum Phases in Superclean Materials

（PSM2010）  2010.3 Yokohama
Fukuda A,  Sekikawa T,  Iwata K,  Ogasawara Y,  Zheng 

YD,  Morikawa T,  Tsuda S,  Arai T,  Ezawa ZF,  
Sawada A.  Effects of the in-plane magnetic fields on 
excitations of the ν= 1/3 bilayer quantum Hall states 
in the vicinity of single layer limit. 30th International 
Conference on the Physics of Semiconductors

（ICPS2010）  2010.7 Seoul 
Zheng YD,  Morikawa T,  Fukuda A,  Tsuda S,  Arai 

T,  Ezawa ZF,  Sawada A.  Excited states of spins 
and pseudospins in the ν= 2/3 bilayer quantum 
Hall systems.  30th International Conference on the 
Physics of Semiconductors（ICPS2010）  2010.7 Seoul

Fukuda A,  Sekikawa T,  Iwata K,  Ogasawara Y,  Zheng 
YD,  Morikawa T,  Tsuda S,  Arai T,  Ezawa ZF,  
Sawada A.  Activation study of the ν=1/3 bilayer 
quantum Hall states in the vicinity of single layer limit.  
19th International Conference on the Application of 
High Magnetic Fields in Semiconductor Physics and 
Nanotechnology（HMF-19）  2010.8 Fukuoka 

Tsuda S,  Fukuda A,  Zheng YD,  Morikawa T,  Arai 
T,  Sawada A.  Comparison of the magnetoresistance 
hysteresis between bilayer ν=4/3 and monolayer 
ν=2/3 quantum Hall states.  19th International 
Conference on the Application of High Magnetic 
Fields in Semiconductor Physics and Nanotechnology

（HMF-19）  2010.8 Fukuoka 
Tsuda S,  Fukuda A,  Zheng YD,  Morikawa T,  Arai 

T,  Sawada A.  Observation of the magnetoresistance 
hysteresis caused by the dynamic nuclear polarization 
around the ν=4/3 and ν=2/3 bilayer quantum Hall 
effects.  The 6th International Conference on the 
Physics and Applications of Spin Related Phenomena 

in Semiconductors（PASPS-VI）  2010.8 Tokyo 
Saeed M,  Arai T,  Fukuda A,  Funahashi H,  Haseyama 

T,  Ikeda S,  Imai K,  Isozumi Y,  Kato T,  Kido Y,  
Matsubara A,  Matsuki S,  Mizusaki T,  Nakanishi 
R,  Nishimura T,  Ohsawa D,  Sawada A,  Takahashi 
Y,  Tosaki M,  Uda J,  Yamada S,  Yamamoto K.  
Improving the detection sensitivity of dark-matter 
axion search with a Rydberg-atom single-photon 
detector.  Fundamental Physics Using Atoms 2010

（FPUA2010）  2010.8 Osaka
［国内学会］
西中川良平,  新井敏一,  寺嶋孝仁,  福田昭,  澤田安樹.  化

学的手法によるグラフェンナノリボン試料作成と評価.  日
本物理学会第65回年次大会 2010.3 岡山

新井敏一,  山中修司,  西中川良平,  矢山英樹,  福田昭,  澤
田安樹.  液面電子系における閉じ込めポテンシャルがエッ
ジマグネトプラズモン振動モードに及ぼす影響.  日本物理
学会第65回年次大会 2010.3 岡山

津田是文,  Nguyen MH,  福田昭,  寺澤大樹,  小笠原良晃,  
岩田一樹,  澤田安樹.  二層系ν＝4/3量子ホール状態にお
けるヒステリシスの観測.  日本物理学会2010年秋季大会 
2010.9 堺

鄭仰東,  森川智喜,  福田昭,  津田是文,  澤田安樹.  2層ν
=2/3量子ホール系の基底状態と励起エネルギーの観察.  
日本物理学会2010年秋季大会 2010.9 堺

［研究会・講演会等］
Tsuda S,  Fukuda A,  Zheng YD,  Morikawa T,  Arai 

T,  Sawada A.  Hysteresis of the magnetresistance 
around the ν=4/3 bilayer quantum Hall state.  京都
大学グローバルCOEプログラム「普遍性と創発性から紡
ぐ次世代物理学」全体シンポジウム「対称性の破れと量
子現象」 2010.2 京都

Morikawa T,  Zheng YD,  Fukuda A,  Tsuda S,  Arai 
T,  Sawada A.  Activation energy gap in the νT = 
1 bilayer quantum Hall state,  with small tunneling 
energy 1K.  京都大学グローバルCOEプログラム「普遍
性と創発性から紡ぐ次世代物理学」全体シンポジウム「対
称性の破れと量子現象」 2010.2 京都

Zheng YD,  Morikawa T,  Fukuda A,  Tsuda S,  Arai T,  
Sawada A.  Excited spin and pseudospin in ν=2 and 
ν=2/3 bilayer quantum Hall states.  京都大学グロー
バルCOEプログラム「普遍性と創発性から紡ぐ次世代
物理学」全体シンポジウム「対称性の破れと量子現象」 
2010.2 京都

Nishinakagawa R,  Arai T,  Matsuda K,  Fukuda A,  
Sawada A,  Terashima T.  The chemical preparation 
of g raphene nanor ibbon samples, and raman 
spectrum of epitaxial graphene on silicon carbide.  京
都大学グローバルCOEプログラム「普遍性と創発性から
紡ぐ次世代物理学」全体シンポジウム「対称性の破れと
量子現象」 2010.2 京都
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福田昭,  関川貴史,  岩田一樹,  小笠原良晃,  鄭仰東,  森川
智喜,  津田是文,  新井敏一,  澤田安樹.  2層系ν=1/3分
数量子ホール状態における量子輸送とソリトン格子相の
探索.  2009年度京都大学低温物質科学研究センター第8
回講演会・研究交流会 2010.3 京都

新井敏一,  山中修司,  西中川良平,  矢山英樹,  福田昭,  澤
田安樹.  ヘリウム液面2次元電子のエッジ振動減衰のメカ
ニズム.  2009年度京都大学低温物質科学研究センター第
8回講演会・研究交流会 2010.3 京都

鄭仰東,  森川智喜,  福田昭,  津田是文,  新井敏一,  澤田安
樹.  2層系ν=2/3 量子ホール状態のスピンと擬スピン励起
の観察.  2009年度京都大学低温物質科学研究センター第
8回講演会・研究交流会 2010.3 京都

津田是文,  森川智喜,  福田昭,  鄭仰東,  新井敏一,  澤田安
樹.  2層系ν=4/3量子ホール状態におけるヒステリシスの
観測.  2009年度京都大学低温物質科学研究センター第8
回講演会・研究交流会 2010.3 京都

森川智喜,  鄭仰東,  福田昭,  津田是文,  新井敏一,  澤田安
樹.  トンネリングエネルギー1Kにおける二層系ν=1量子
ホール状態について ─総電子密度または電子密度比変化
による非量子ホール状態転移の観察─.  2009年度京都
大学低温物質科学研究センター第8回講演会・研究交流
会 2010.3 京都

西中川良平,  新井敏一,  福田昭,  澤田安樹,  寺嶋孝仁.  化
学的手法によるグラフェンナノリボンの試料作成.  2009年
度京都大学低温物質科学研究センター第8回講演会・研
究交流会 2010.3 京都

Saeed M,  Nakanishi R,  Arai T,  Fukuda A,  Funahashi 
H,  Ikeda S,  Imai K,  Isozumi Y,  Kato T,  Kido Y,  
Matsubara A,  Matsuki S,  Mizusaki T,  Nishimura 
T,  Osawa D,  Sawada A,  Takahashi Y,  Tosaki M,  
Yamamoto K.  Present Status of Dark-Matter Axion-
Search Project “CARRACK”.  2009年度京都大学低温
物質科学研究センター第8回講演会・研究交流会 2010.3 
京都

福田昭.  2層系量子ホール効果における新しい量子相.  北陸
先端科学技術大学院大学先進半導体スピントロニクスセ
ミナー 2010.7 石川

福田昭,  寺澤大樹,  江澤潤一,  澤田安樹.  2層系量子ホー
ル効果におけるトポロジカル励起.  文部科学省科学研究
費補助金 新学術領域研究「対称性の破れた凝縮系にお
けるトポロジカル量子現象」第１回領域研究会 2010.12 
京都

寺澤大樹,  津田是文,  Nguyen MH,  鄭仰東,  福田昭,  澤
田安樹.  2層系量子ホール状態における核スピン制御の可
能性.  第15回半導体スピン工学の基礎と応用（PASPS-
15）半導体スピントロニクスの展開 2010.12 つくば

化学
Chemistry 

■著書■
野坂和人.  チアミンの生合成,  吸収,  代謝.  日本ビタミン学

会 編.  ビタミン総合事典.  東京:朝倉書店, 2010:160-5.
■学術論文■

［原著］
Konno H,  Takebayashi Y,  Nosaka K,  Akaji K.  Synthetic 

studies on callipeltins: Stereoseletictive synthesis of
（3S, 4R）−3, 4−dimethyl−L−pyroglutamic acid and 
Fmoc−D−allothreonine from serine derivatives. 
Heterocycles 2010;81:79-89.

Tatsumi T,  Awahara C,  Naka H,  Aimoto S,  Konno 
H,  Nosaka K,  Akaji K.  Evaluation of retro-inverso 
modifications of HTLV-1 protease inhibitors containing 
a hydroxyethylamine isoster.  Bioorg Med Chem 
2010;18:2720-7.

Konno M,  Makabe H,  Hattori Y,  Nosaka K,  Akaji K.  
Synthesis of solamin type mono-THF acetogenins 
using cross-methathesis.  Tetrahedoron 2010;66:7946-
53.

■学会発表■
［国際学会］
Konno H,  Kikuchi M,  Maita K,  Takatsuka Y,  Nosaka 

K,  Akaji K.  Synthetic study of callipeltin A,  an anti-
HIV cyclic depsipeptide isolated from marine sponge. 
5th International Peptide Symposium 2010.12 Kyoto

Konno H,  Ishii M,  Maita K,  Hattori Y,  Nosaka K,  
Akaji K.  Synthesis and evaluation of small peptide 
inhibitors for SARS 3CL protease.  5th International 
Peptide Symposium 2010.12 Kyoto

［国内学会］
岩崎卓也,  今野博行,  服部恭尚,  赤路健一,  川崎祐子,  野

坂和人.  酵母のチアミン生合成におけるピリミジン部中間
体について.  日本ビタミン学会第62回大会 2010.6 盛岡

野坂和人,  小野塚真理,  今野博行,  服部恭尚,  赤路健一.  
酵母のチアミン依存性転写因子Pdc2の機能領域解析.  日
本ビタミン学会第62回大会 2010.6 盛岡

［地方会等］
今野博行,  米田翔,  菊池真理,  野坂和人,  赤路健一.  抗

HIV 活性を有する環状デプシペプチド類の全合成研究:
β-MeOTyr, β-MeOThr およびアミノジオール誘導体の
合成研究.  日本農芸化学会東北支部第145回大会 2010.9 
仙台

今野博行,  石井学,  野坂和人,  服部恭尚,  赤路健一.  構
造解析に基づくSARS 3CL Protease 阻害剤の設計とそ
の阻害能評価.  日本農芸化学会東北支部第145回大会 
2010.9 仙台

［研究会・講演会等］
波多江典之,  岩村樹憲,  江嵜啓祥.  ロペラミドを基にした
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新規アリールアジナン型化合物による抗腫瘍活性の探索.  
第40回複素環化学討論会 2010.10 仙台

生物学
Biology 

■学術論文■
［原著］
Saino O,  Taguchi A,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  

Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  Soma T,  
Yoshikawa H,  Stern DM,  Okamura H,  Matsuyama 
T.  Immunodef ic iency reduces neura l stem/
progenitor cell apoptosis and enhances neurogenesis 
in the cerebral cortex after stroke.  J Neurosci Res 
2010;88:2385-97.

■学会発表■
［国際学会］
Kashiwamura S,  Li W,  Okamura H.  Novel-pathological 

roles of IL-18 in inf lammatory diseases.  14th 
International Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Matsuyama T,  Saino O,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  
Takata M,  Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  
Mimura O,  Taguchi A.  CD25-positive T lymphocytes 
are key immunomodulators of neurogenesis after 
stroke.  7th World Stroke Congress 2010.10 Seoul 

Takata M,  Kashiwamura S,  Nakagomi T,  Saino O,  
Nakano-Doi A,  Doe N,  Nakagomi N,  Okamura 
H,  Mimura O,  Taguchi A,  Matsuyama T.  GITR

（glucocorticoid- induced TNF receptor）triggering 
reduces, and its inhibition enhances, endogenous 
neurogenesis in post-stroke brain.  7th World Stroke 
Congress 2010.10 Seoul

［国内学会］
斉野織恵,  田口明彦,  中込隆之,  土居亜紀子,  田片将士,  

柏村信一郎,  土江伸誉,  松山知弘.  CD4陽性T細胞が脳
梗塞後の内因性神経幹細胞に及ぼす影響の検討.  第33
回日本神経科学大会,  第53回日本神経化学会大会およ
び第20回日本神経回路学会大会合同大会（Neuro2010）  
2010.9 神戸

田片将士,  柏村信一郎,  中込隆之,  斉野織恵,  土居亜紀
子,  土江伸誉,  中込奈美,  岡村春樹,  三村治,  田口明彦,  
松山知弘 .  脳梗塞後の内因性神経再生におけるGITR

（Glucocorticoid-induced TNF receptor）陽性T細胞の
関与の検討.  第33回日本神経科学大会,  第53回日本神
経化学会大会および第20回日本神経回路学会大会合同
大会（Neuro2010）  2010.9 神戸

塚本吉彦.  マウス網膜の杆体双極細胞とAIIアマクリン細胞
を経由する杆体信号経路.  第33回日本神経科学大会,  第
53回日本神経化学会大会および第20回日本神経回路学
会大会合同大会（Neuro2010）  2010.9 神戸

［研究会・講演会等］
塚本吉彦,  臣尚子.  マウス網膜における杆体信号経路のシ

ナプス構築.  第14回視覚科学フォーラム 2010.8 筑波

健康スポーツ科学
Health and Sports Sciences

■学術論文■
［原著］
中尾哲也,  増田研一,  内田靖之,  牛島詳力,  金井成行,  杉

本拓也,  土井達雄,  辻田純三,  大久保衛.  下部体幹筋
群収縮と身体運動との関係−腹部「へこませ」運動からの
運動連鎖−.  臨床スポーツ医学 2010;27:333-8.

Miyake M,  Kanda S,  Hozu S,  Tsujita J,  Watanabe K,  
Aizawa T,  Nishiyama T.  Health benefits of playing 
tennis for 30 years −Consideration of bone density 
and health-related quality of l ife−.  Health and 
Behavior Sciences 2010;9:9-15.

■学会発表■
［国際学会］
Ishigaki T,  Kaya M,  Tsujita J.  Seasonal changes 

in platelet,  red blood cel l and plasma lept in 
concentrations in high school rhythmic gymnastics 
athlete.  The 22nd Intenational Sport Science Congress 
2010.8 Seoul

［国内学会］
古田高征,  辻田純三.  切皮時における心拍数の変化につい

て−切皮痛と瞬時心拍数−.  第59回全日本鍼灸学会学術
大会 2010.6 大阪

山下陽一郎,  辻田純三.  体力テストにおける全身持久力評
価法の再検討−20mシャトルランテストと12分間走の有効
性−.  日本体育学会第61回大会 2010.9 豊田

栗田興司,  武村政徳,  中尾哲也,  春木淳二,  賀屋光晴,  辻
田純三.  上肢血流制限を併用した低負荷ベンチプレス運
動による上肢および胸部筋活動への影響.  第65回日本体
力医学会大会 2010.9 市川

狩野祐司,  小田啓之,  杉山匡人,  武村政徳,  辻田純三.  
ジャンプ動作着地時における筋活動の変化について.  第
65回日本体力医学会大会 2010.9 市川

中尾哲也,  増田研一,  金井成行,  辻和哉,  辻田純三,  平川
和文.  後足部アプローチからの片脚起立時身体アライメ
ント変化.  第65回日本体力医学会大会 2010.9 市川

伊藤健司,  中尾哲也,  辻和哉,  武村政徳,  辻田純三.  転倒
予防教室における開眼片脚起立時間の改善の指導方法に
ついて.  第65回日本体力医学会大会 2010.9 市川

賀屋光晴,  石垣享,  山下陽一郎,  武田ひとみ,  大谷秀憲,  
小山勝弘,  辻田純三.  医療系大学生の体力に関する研究

（2）.  第65回日本体力医学会大会 2010.9 市川
辻田純三,  武村政徳,  山下陽一郎,  小山勝弘,  石垣享,  武

田ひとみ,  賀屋光晴,  大谷秀憲,  川辺政実.  周波数加工



5兵庫医大業績録（2010）

ネックレスの生体に及ぼす影響（2）.  第65回日本体力医学
会大会 2010.9 市川

辻田純三,  中嶋富夫,  賀屋光晴.  空気圧チャンバー使用に
おける症例検討.  第48回日本生気象学会大会 2010.11 東
京

田中信雄,  村上博巳,  足利善男,  千賀康利,  辻田純三,  賀
屋光晴.  成人女性による高温環境下での運動時の生理反
応.  第48回日本生気象学会大会 2010.11 東京

［地方会等］
伊藤健司,  鎌田道隆,  中尾哲也,  辻和哉,  辻田純三.  長距

離歩行における体力指標づくりについての一考察.  第24
回日本体力医学会近畿地方会 2010.1 西宮

栗田興司,  武村政徳,  杉山匡人,  小田啓之,  狩野祐司,  西
村展幸,  古田高征,  賀屋光晴,  辻田純三.  上肢血流制限
を併用した低負荷ベンチプレス運動による大胸筋への影
響.  第24回日本体力医学会近畿地方会 2010.1 西宮

中尾哲也,  辻和哉,  増田研一,  金井成行,  辻田純三.  片脚
起立骨盤回旋分類と片脚起立膝屈曲方向の検討.  第24回
日本体力医学会近畿地方会 2010.1 西宮

■その他■
辻田純三.  加齢を考える.  兵庫県いなみ野学園高齢者大学

講座 2009.3 加古川
辻田純三.  デンマークの福祉と介護システムの紹介.浜脇公

民館生活地域講座 2010.4 西宮
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〔基礎医学系講座〕
Basic Medicine Seminars

解剖学
Anatomy

細胞生物部門
Division of Cell Biology

■学術論文■
［原著］
Hayakawa T,  Kuwahara S,  Maeda S,  Tanaka K,  Seki 

M.  Calcitonin gene-related peptide immunoreactive 
neurons innervating the soft palate, the root of tongue 
and the pharynx in the superior glossopharyngeal 
ganglion of the rat.  J Chem Neuroanat 2010;39:221-7.

Kuwahara S,  Maeda S,  Ardiles Y,  Jun JG,  Tanaka 
K,  Hayakawa T,  Seki M.  Immunohistochemical 
localization of aquaporin-4 in the rat pituitary gland.  
J Vet Med Sci 2010;72:1307-12.

Nishijima K,  Kuwahara S,  Ohno T,  Kitajima S,  Sumi 
Y,  Tanaka S.  Aging change of mandibular condyle 
in female F344/N rat.  Arch Gerontol Geriatr  
2010;51:e11-5.

■学会発表■
［国内学会］
早川徹,  桒原佐知,  前田誠司,  田中宏一,  関真.  ラットの

舌咽神経上神経節内の軟口蓋,  舌根及び咽頭に分布す
るCGRP免疫陽性ニュ−ロン.  第115回日本解剖学会総会 
2010.3 盛岡

Maeda S,  Jun JG,  Kuwahara S,  Tanaka K,  Hayakawa T,  
Seki M.  Expression of choline acetyltransferase in the 
kidney.   第62回日本細胞生物学会 2010.5 大阪

前田誠司,  全瑨坤,  桒原佐知,  田中宏一,  早川徹,  関真.  
ラット腎臓における非神経性アセチルコリンの産生につい
て.  第150回日本獣医学会総会 2010.9 帯広

Hayakawa T,  Kuwahara S,  Maeda S,  Tanaka K,  Seki 
M.  Distribution of CGRP-immunoreactive neurons 
innervating the heart in the vagal sensory ganglia 
of the rat.  第33回日本神経科学大会,  第53回日本
神経化学大会および第2 0回日本神経回路学会大会 

（Neuro2010）  2010.9 神戸
佐藤剛,  相山好美,  稲垣麻由子,  篠村麻衣,  張替香生

子,  原健士朗,  上村麻実,  恒川直樹,  宮東昭彦,  金井-
東正美,  川上速人,  関真,  関二郎,  九郎丸正道,  金井
克晃.  哺乳類の性分化,  発生過程,  性成熟,  季節繁殖,  
冬眠状態でのセルトリ細胞のニッチ能の動態.  第33回日
本分子生物学会年会・第83回日本生化学大会 合同大会

（BMB2010）  2010.12 神戸　
［地方会等］
前田誠司,  全瑨坤,  桒原佐知,  田中宏一,  早川徹,  関真.  

ラット腎臓におけるコリンアセチルトランスフェラーゼの免
疫組織化学的解析.  第86回日本解剖学会近畿支部学術
集会 2010.11 大阪

全瑨坤,  前田誠司,  桒原佐知,  田中宏一,  早川徹,  関真.  
ラット腎上皮系NRK52E細胞における水およびイオントラ
ンスポーターの発現.  第86回日本解剖学会近畿支部学術
集会 2010.11 大阪

神経科学部門
Division of Neuroscience

■学術論文■
［総説］
小林希実子,  野口光一.  神経障害性疼痛におけるATP受容

体の関与.  兵庫医科大学医学会雑誌 2010;35:59-61.
［原著］
Okubo M,  Yamanaka H,  Kobayashi K,  Noguchi K.  

Leukotriene synthases and the receptors induced 
by per iphera l nerve injury in the spina l cord 
contribute to the generation of neuropathic pain.  Glia 
2010;58:599-610.

Kim YS,  Son JY,  Kim TH,  Paik SK,  Dai Y,  Noguchi 
K,  Ahn DK,  Bae YC.  Expression of transient 
receptor potential ankyrin 1（TRPA1）in the rat 
trigeminal sensory afferents and spinal dorsal horn.  J 
Comp Neurol 2010;518:687-98.

Fukuoka T,  Kobayashi K,  Noguchi K.  Laminae-specific 
distribution of alpha-subunits of voltage-gated sodium 
channels in the adult rat spinal cord.  Neuroscience 
2010;169: 994-1006.

Scherrer G,  Low SA,  Wang X,  Zhang J,  Yamanaka 
H,  Urban R,  Solorzano C,  Harper B,  Hnasko TS,  
Edwards RH,  Basbaum AI.  VGLUT2 expression in 
primary afferent neurons is essential for normal acute 
pain and injury-induced heat hypersensitivity.  Proc 
Natl Acad Sci U S A 2010;107:22296-301.

■学会発表■
［国際学会］
Noguchi K .  IL-18-mediated microgl ia/astrocyte 

i nteract ion cont r ibutes to neuropath ic pa in.  
（Symposium）13th World Congress on Pain（IASP）  
2010.8 Montreal

Okubo M,  Yamanaka H,  Kobayashi K,  Noguchi K.  
Platelet-activating factor biosynthesis in spinal cord 
contributes to neuropathic pain following peripheral 
nerve injury.  13th World Congress on Pain（IASP）  
2010.8 Montreal

専   門   部   門
Specialty Division
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Miyoshi K ,  Noguchi K .  Cr it ica l role for spina l 
IL-18/caspase-1 interaction  in neuropathic pain 
development through its dist inct regulat ion of 
interleukins. 13th World Congress on Pain（IASP）  
2010.8 Montreal

Fukuoka T,  Noguchi K.  De novo expression of Nav1.7 
in TRKC-Positive neurons following axotomy.  13th 
World Congress on Pain（IASP）  2010.8 Montreal

Kobayashi K,  Yamanaka H,  Noguchi K.  Induction of P2Y 
receptors in the spinal cord following peripheral nerve 
injury.  13th World Congress on Pain（IASP）  2010.8 
Montreal

Dai Y,  Wang S,  Kobayashi K,  Noguchi K.  Potentiation 
of alpha,  beta methylene-ATP induced P2X3 currents 
in primary afferent by PAR-2 signal is unlikely 
to involve receptor phosphorylation.  13th World 
Congress on Pain（IASP）  2010.8 Montreal

Kanda H,  Okada K,  Kawakita K.  Types of C fiber and 
receptors involved in flare reaction by heat stimulus 
in human skin.  13th World Congress on Pain（IASP）  
2010.8 Montreal

Na R,  Dai Y,  Shao H,  Yu L,  Noguchi K.  Pinosylvin 
methyl ether activates small-sized primary afferent 
neurons.  The Seventh East-West Pain Conference

（EWPC）  2010.10 Beijing
Yoshida N,  Dai Y,  Kobayashi K,  Na R,  Noguchi K.  

Inhibition TRPA1 channel activity by glial cell 
line-derived neurotrophic factor family member,  
artemin.  The 40th Annual Meeting of the Society for 
Neuroscience（Neuroscience 2010）  2010.11 San Diego

Kashimoto R,  Yamanaka H,  Okubo M,  Kobayashi 
K ,  Mimura O,  Noguch i K .  Express ion a nd 
phosphorylation of ERM family proteins in rats spinal 
dorsal horn following peripheral nerve injury.  The 
40th Annual Meeting of the Society for Neuroscience

（Neuroscience 2010）  2010.11 San Diego
［国内学会］
野口光一.  痛みの分子メカニズム.  （特別講演）第49回日本

定位・機能神経外科学会 2010.1 大阪
三好歓,  野口光一.  脊髄マイクログリアにおけるcaspase-1

の発現増加とアロディニア.  第83回日本薬理学会年会 
2010.3 大阪

野口光一.  神経傷害性疼痛の分子メカニズム. （ランチョ
ンセミナー）第39回日本脊椎脊髄病学会教育研修講演 
2010.4 高知

大久保正道,  山中博樹,  小林希実子,  野口光一.  末梢神
経損傷後に脊髄で増加する血小板活性化因子（PAF）は
神経障害性疼痛に関与する.  第32回日本疼痛学会 2010.7 
京都

野口光一.  神経障害性疼痛の分子メカニズム.  第21回日本
末梢神経学会学術集会 2010.9 仙台

野口光一.  痛みの分子メカニズム.  第37回日本マイクロサー
ジャリー学会学術集会 2010.11 名古屋

［科学研究費等班会議］
野口光一,  戴毅,  吉田直樹,  小林希実子.  Inhibition of 

TRPA1 channel activity by glial cell line-derived 
neurotrophic factor family member,  artemin.  特定領
域研究「細胞感覚」夏の班会議 in 札幌 2010.7 札幌

野口光一,  戴毅,  吉田直樹 ,  小林希実子.  Artemin 
suppresses AITC-induced current in cultured DRG 
neurons and TRPA1-mediated pain behaviors.  特定領
域研究「細胞感覚」冬の班会議 in お台場 2010.12 東京

［研究会・講演会等］
野口光一.  炎症性疼痛の分子メカニズム.  （特別講演）第20

回大阪リウマチカンファレンス 2010.8 大阪
野口光一.  痛みの分子メカニズム−最近の知見−.  第10回

近畿神経変性疾患研究会 2010.11 大阪
■その他■
Okubo M,  Yamanaka H,  Kobayashi K,  Fukuoka T,  Dai 

Y,  Noguchi K.  Expression of leukotriene receptors in 
the rat dorsal root ganglion and the effects on pain 
behaviors.  Mol Pain 2010;6:57.

生理学
Physiology

生体機能部門
Division of Physiome

■ 著書■
Kawai S,  Oku Y,  Okada Y,  Miwakeichi F,  Ishiguro M,  

Tamura Y.  Parametric modeling analysis of optical 
imaging data on neuronal activities in the brain. In: 
Chaovalitwongse W,  Panos MP,  Petros Xanthopoulos 
eds.  Computational Neuroscience.  New York: 
Springer, 2010:213-25.

渡邊早苗,  山岸博之,  高橋律子,  武田篤,  小川睦美,  山田
哲雄,  武田ひとみ,  小原郁夫,  宮崎由子.  基礎栄養学  
第9章.  五明紀春,  渡邊早苗,  山田哲雄 編.  スタンダード
人間栄養学.  東京:朝倉書店, 2010:106-16.

■学術論文■
［総説］
越久仁敬.  カオス理論と呼吸器疾患.  呼吸と循環 2010;58:611-

6.
荒田晶子,  加藤総夫.  QOLに影響を及ぼす諸感覚情報を統

合するNPB.  日本薬理学雑誌 2010;135:261-2.
［原著］
Sakai H,  Nakano Y,  Muro S,  Hirai T,  Takubo Y,  Oku 

Y,  Hamakawa H,  Takahashi A,  Sato T,  Chen FS,  
Sahara H,  Fujinaga T,  Sato K,  Sonobe M,  Shoji T,  
Miyahara R,  Okubo K,  Bando T,  Hirata T,  Date H,  
Mishima M.  Age-related changes in the trachea in 
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healthy adults.  Adv Exp Med Biol 2010;662:115-20.
Okada Y,  Yokota S,  Shinozaki Y,  Miwakeichi F,  

Oku Y,  Yasui Y.  Anatomical changes of phrenic 
motoneurons during development.  Adv Exp Med Biol 
2010;669:33-6.

Oku Y.  Future perspectives-proposal for Oxford 
Physiome Project.  Adv Exp Med Biol 2010;669:57-60.

Ishiguro M,  Kawai S,  Okada Y,  Oku Y,  Miwakeichi 
F,  Tamura Y,  Lal A .  What does the mult i-
peaked respiratory output pattern tell us about the 
respiratory pattern generating neuronal network?.  
Adv Exp Med Biol 2010;669:163-6.

Winter SM,  Fresemann J,  Schnell C,  Oku Y,  Hirrlinger 
J,  Hulsmann S.  Glycinergic interneurons in the 
respiratory network of the rhythmic slice preparation.  
Adv Exp Med Biol 2010;669:97-100.

Yokota S,  Shinozaki Y,  Oku Y,  Okada Y,  Yasui Y.  
Vesicular glutamate transporter 2-immunoreactive 
synapses onto phrenic motoneurons in the neonatal 
rat.  Adv Exp Med Biol 2010;669:189-92.

Arata A,  Tanaka I,  Fuji i M,  Ezure K.  Active 
inspiratory-expiratory phase switching mechanism 
exists in the neonatal nucleus parabrachialis.  Adv 
Exp Med Biol 2010;669:135-8.

Fuji i M,  Arata A.  Adrenaline modulates on the 
respiratory network development.  Adv Exp Med Biol 
2010;669:25-8.

Amano K,  Fujii M,  Arata S,  Ogawa M,  Yamakawa K,  
Arata A.  Loss of pre-inspiratory neuron synchroneity 
in mice with DSCAM deficiency.  Adv Exp Med Biol 
2010;669:15-9.

Arata S,  Amano K,  Yamakawa K,  Arata A.  Central 
respiratory failure in a mouse model depends on the 
genetic background of the host.  Adv Exp Med Biol 
2010;669:21-4.

Okabe A,  Arata A,  Oku Y,  Takayama C,  Fukuda A.  
Ontogeny of Cl− homeostasis in mouse hypoglossal 
nucleus. Adv Exp Med Biol 2010;669:29-31.

Hirata Y,  Oku Y.  TRP channels are involved in 
mediating hypercapnic Ca2+ responses in rat glia-rich 
medullary cultures independently of extracellular pH.  
Cell Calcium 2010;48:124-12.

Zhao X,  Yamazaki D,  Park KH,  Komazaki S,  
Tjondrokoesoemo A,  Nishi M,  Lin P,  Hirata Y,  
Brotto M,  Takeshima H,  Ma J.  Ca2+ overload 
and sarcoplasmic reticulum instability in tric-a null 
skeletal muscle.  J Biol Chem 2010;285:37370-6.

■学会発表■
［国際学会］
Oku Y.  Funct ional network connect ivity within 

respi ratory rhy thm generator est imated by 

f luore scent imag i ng a nd mode l s imu l at i on .  
US-JAPAN Brain Research Cooperative Program 
Workshop（BRCP） 2010.10 Okinawa

Arata A.  Nucleus Parabrachialis（NPB）gate mechanism: 
Coordination between the information of speech and 
respiration.  US-JAPAN Brain Research Cooperative 
Program Workshop（BRCP） 2010.10 Okinawa

Yazawa I,  Yoshimi R,  Kim D,  Kanno T,  Arata 
A,  O’Donovan M,  Ozato K.  Electrophysiological 
analysis of the spinal network function regarding 
locomotor-like activity in the in situ adult interferon 
regulatory factor 8（IRF8）knockout mice.  The 40th 
Annual Meeting of the Society for Neuroscience

（Neuroscience2010） 2010.11 San Diego
［国内学会］
藤木康久,  横田茂文,  岡田泰昌,  越久仁敬,  三分一史和,  

田村義保,  石黒真木夫.  ラット脊髄横断スライス画像に
おける標準画像の作成.  第4回日本統計学会春季集会 
2010.3 東京

越久仁敬.  気道平滑筋細胞におけるカルシウムオシレーショ
ン周波数の調節因子. （シンポジウム）第87回日本生理学
会大会 2010.5 盛岡

Arata A,  Fujii M,  Nakai J.  Adrenergic modulation 
on the pont ine respiratory neurons in nucleus 
parabrachialis complex in the neonatal rat.  第87回日
本生理学会大会 2010.5 盛岡

荒田悟,  中町智哉,  鬼丸洋,  荒田晶子,  塩田清二.  新生マウ
ス呼吸馴化における低酸素および高二酸化炭素環境に対
する応答性.  第57回日本実験動物学会総会 2010.5 京都

山本英幸,  津田純子,  奥田晃子,  許云峰,  李文,  馬智峰,  
久保秀司,  増宮晴子,  岡村春樹.  心疾患に対するIL-18
作用機序の分子生物学的解析.  第75回日本インターフェ
ロン・サイトカイン学会学術集会 2010.6 北九州

Fujiki Y,  Yokota S,  Okada Y,  Oku Y,  Miwakeichi F,  
Tamura Y,  Ishiguro M.  A standardization method 
of voltage-imaging data that enables to average and 
compare spatio-temporal neuronal activities obtained 
from different samples.  第33回日本神経科学大会,  第
53回日本神経化学会大会および第20回日本神経回路学
会大会合同大会（Neuro2010）2010.9 神戸

Arata A,  Okabe A,  Takayama C,  Fukuda A,  Ito 
M.  Correlated expression of the neuron-specific 
potassium chloride cotransporter 2（KCC2）in the 
neonatal cerebellum and inferior olive.  第33回日本神
経科学大会,  第53回日本神経化学会大会および第20回日
本神経回路学会大会合同大会（Neuro2010）2010.9 神戸

Nisimaru N,  Arata A,  Ito M.  Hypothalamic orexinergic 
neurons and f locculus Purkinje cel ls regulate 
cardiovascular defense reactions.  第33回日本神経科学
大会,  第53回日本神経化学会大会および第20回日本神経
回路学会大会合同大会（Neuro2010）2010.9 神戸
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Aoki T,  Aoki R,  Agetsuma M,  Aizawa H,  Arata A,  
Higashijima S,  Okamoto H.  Activation of distinct 
neural ensemble in zebrafish telencephalon following 
the go/no-go rule change in the goal directed active 
avoidance learning. （シンポジウム）第33回日本神経科
学大会,  第53回日本神経化学会大会および第20回日本神
経回路学会大会合同大会（Neuro2010） 2010.9 神戸

賀屋光晴,  石垣享,  山下陽一郎,  武田ひとみ,  大谷秀憲,  
小山勝弘,  辻田純三.  医療系大学生の体力に関する研究

（2）.  第65回日本体力医学会 2010.9 市川
辻田純三,  武村政徳,  山下陽一郎,  小山勝弘,  石垣享,  武

田ひとみ,  賀屋光晴,  大谷秀憲,  川辺政実.  周波数加工
ネックレスの生体に及ぼす影響（2）.  第65回日本体力医
学会大会 2010.9 市川

伊藤健司,  中尾哲也,  辻和哉,  武村政徳,  辻田純三.  転倒
予防教室における開眼片脚起立時間の改善の指導方法に
ついて.  第65回日本体力医学会大会 2010.9 市川

栗田興司,  武村政徳,  中尾哲也,  春木淳二,  賀屋光晴,  辻
田純三.  上肢血流制限を併用した低負荷ベンチプレス運
動による上肢および胸部筋活動への影響.  第65回日本体
力医学会大会 2010.9 市川

狩野祐司,  小田啓之,  杉山匡人,  武村政徳,  辻田純三.  
ジャンプ動作着地時における筋活動の変化について.  第
65回日本体力医学会大会 2010.9 市川

荒田晶子,  藤井盛光.  発声−呼吸切り替えにかかわる橋結
合腕傍核の神経機構.  第63回日本自律神経学会 2010.10 
横浜

［地方会等］
栗田興司,  武村政徳,  杉山匡人,  小田啓之,  狩野祐司,  西

村展幸,  古田高征,  賀屋光晴,  辻田純三.  上肢血流制限
を併用した低負荷ベンチプレス運動による大胸筋への影
響.  第24回日本体力医学会近畿地方会 2010.1 西宮

［研究会・講演会等］
Oku Y.  Analyses of large-scale neuronal network 

activities using fluorescence imaging. Tianjin Medical 
University-Hyogo College of Medicine Joint Medical 
Research Meeting 2010.11 Tianjin

荒田晶子,  藤井盛光,  伊藤正男.  小脳神経回路発達におけ
る呼吸活動の役割.  第38回自律神経生理研究会 2010.12 
東京

■その他■
荒田晶子.  呼吸中枢について −最近の知見−. （ビデオ）脳

科学の進歩  分子から心まで.  東京:放送大学教育振興会, 
2010.

武田ひとみ,  東芳子,  山本みどり,  佐々木勲,  田中俊治.  メ
ディカRD 2011年第1回管理栄養士国家試験対策模擬試
験および解答・解説.  東京:メディカ出版, 2010:25-8,30-3.

Arata A.  Role of nucleus parabrachial is complex 
in respiratory circuit in bra instem-spina l cord 
preparation isolated from neonatal rat.  Reports of 
Toyoda Physical and Chemical Research Institute 

2010;63:141-4.

生体情報部門
Division of Bioinformation

■学術論文■
［原著］
Mabuchi M,  Haramura M,  Shimizu T,  Nishizaki T,  

Tanaka A.  Selective elution of target protein from 
affinity resins by a simple reductant with a thiol 
group.  Bioorg Med Chem Lett 2010;20:7361-4. 

Kanno T,  Nishizaki T,  Proia RL,  Kajimoto T,  Jahangeer 
S,  Nakamura S.  Regulation of synaptic strength 
by sphingosine 1-phosphate in the hippocampus.  
Neuroscience 2010;171:973-80.

Yamada K,  Yaguchi T,  Kanno T,  Mukasa T,  Nishizaki 
T.  Auto-positive feedback regulation for nicotinic 
acetylcholine receptors by protein kinase C activation.  
Cell Physiol Biochem 2010;26:247-52.

Yaguchi T,  Saito M,  Yasuda Y,  Kanno T,  Nakano T,  
Nishizaki T.  Higher concentrations of extracellular 
ATP suppress proliferation of Caco-2 human colonic 
cancer cells via an unknown receptor involving PKC 
inhibition.  Cell Physiol Biochem 2010;26:125-34.

Yaguchi T,  Nishizaki T.  Extracellular high K+ stimulates 
vesicular glutamate release from astrocytes by 
activating voltage-dependent calcium channels.  J Cell 
Physiol 2010;225:512-8. 

Kanno T,  Yaguchi T,  Nishizaki T.  Noradrenaline 
st imulates ATP release from DRG neurons by 
targeting β3 adrenoceptors as a factor of neuropathic 
pain.  J Cell Physiol 2010;224:345-51. 

Kanno T,  Yaguchi T,  Nagata T,  Mukasa T,  Nishizaki 
T.  Regulation of AMPA receptor trafficking by 
O -glycosylation.  Neurochem Res 2010;35:782-8.

Yaguchi T,  Fujikawa H,  Nishizaki T.  Linoleic Acid 
derivative DCP-LA protects neurons from oxidative 
stress-induced apoptosis by inhibiting caspase-3/-9 
Activation.  Neurochem Res 2010;35:712-7. 

Yang D,  Yaguchi T,  Nakano T,  Nishizaki T.  Adenosine-
induced caspase-3 activation by tuning Bcl-XL/
DIABLO/IAP expression in HuH-7 human hepatoma 
cells. Cell Biol Toxicol 2010;26:319-30. 

Yaguchi T,  Saito M,  Yasuda Y,  Nishizaki T.  Caspase-4 
activation in association with decreased adenosine 
deaminase activity may be a factor for gastric ulcer.  
Digestion 2010;81:62-7. 

Yang D,  Yaguchi T,  Lim CR,  Ishizawa Y,  Nakano 
T,  Nishizaki T.  Tuning of apoptosis-mediator gene 
transcription in HepG2 human hepatoma cells through 
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an adenosine signal.  Cancer Lett 2010;291:225-9.
Saito M,  Yaguchi T,  Yasuda Y,  Nakano T,  Nishizaki T.  

Adenosine suppresses CW2 human colonic cancer 
growth by inducing apoptosis via A1 adenosine 
receptors.  Cancer Lett 2010;290:211-5.

Yaguchi T,  Nagata T,  Yang D,  Nishizaki T.  Interleukin-18 
regulates motor activity, anxiety and spatial learning 
without affecting synaptic plasticity.  Behav Brain Res 
2010;206:47-51.

Nagata T,  Tominaga T,  Mori H,  Yaguchi T,  Nishizaki 
T.  DCP-LA neutralizes mutant amyloid β peptide-
induced impairment of long-term potentiation and 
spatial learning.  Behav Brain Res 2010;206:151-4.

Yaguchi T,  Muramoto M,  Nakano T,  Nishizaki T.  
Urinary trypsin inhibitor suppresses migration of 
malignant mesothelioma.  Cancer Lett 2010;288:214-8.

■学会発表■
［国際学会］
Yaguchi T,  Nishizaki T.  Dilinoleoylphosphatidyllethanol

amine serves as a cognitive enhancer.  International 
Bio Forum & Bio Expo Japan 2010.6 Tokyo

Yaguchi T,  Nakano T,  Nishizaki T.  Extracellular 
PD GF-D promot e s m ig r a t i o n o f ma l ig n a nt 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group 

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
［研究会・講演会等］
矢口貴博,  西崎知之.  Phospholipids as a new hope for 

dementia treatment.  第９回日韓脳科学・心筋・平滑筋
合同シンポジウム 2010.11 鹿児島

生化学
Biochemistry

■学術論文■
［総説］
Yoshihara D,  Fujiwara N,  Suzuki K.  Antioxidants: 

benefits and risks for long-term health.  Maturitas 
2010;67:103-7.

Yoshihara D,  Fujiwara N,  Suzuki K.  Benefits and risks 
of antioxidants for health.  Maturitas 2010;67:375-6.

［原著］
Sakiyama H,  Fujiwara N,  Noguchi T,  Eguchi H,  

Yoshihara D,  Uyeda K,  Suzuki K.  The role of 
O -linked GlcNAc modification on the glucose response 
of ChREBP.  Biochem Biophys Res Commun 2010; 
402:784-9.

Woodward R,  Yi W,  Li L,  Zhao G,  Eguchi H,  Sridhar 
PR,  Guo H,  Song JK,  Motari E,  Cai L,  Kelleher 
P,  Liu X,  Han W,  Zhang W,  Ding Y,  Li M,  Wang 

PG.  In vitro bacterial polysaccharide biosynthesis: 
defining the functions of Wzy and Wzz.  Nat Chem 
Biol 2010;6:418-23.

Yokoe S,  Asahi M,  Takeda T,  Otsu K,  Taniguchi N,  
Miyoshi E,  Suzuki K.  Inhibition of phospholamban 
phosphorylation by O -GlcNAcylation: implications for 
diabetic cardiomyopathy.  Glycobiology 2010;20:1217-
26.

Takeuchi S,  Fujiwara N,  Ido A,  Ono M,  Takeuchi 
Y,  Tateno M,  Suzuki K,  Takahashi R,  Tooyama I,  
Taniguchi N,  Julien JP,  Urushitani M.  Induction of 
protective immunity by vaccination with wild-type 
apo SOD1 in the mutant SOD1 transgenic mice.  J 
Neuropathol Exp Neurol 2010;69:1044-56.

［研究報告］
谷口直之,  松本紋子,  藤原範子.  家族性ALSの凝集体形成

機構の解明と治療法への応用.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「筋萎縮性側索硬化症の
病態に基づく画期的治療法の開発」班  平成21年度総括
研究報告書 2010:63-4. 

■学会発表■
［国内学会］
谷口直之,  鈴木敬一郎.  基礎医学委員会の取り組み. （シ

ンポジウム）第87回日本生理学会大会 2010.5 仙台
崎山晴彦,  藤原範子,  鈴木敬一郎,  笠山宗正,  古賀正史.  

アセトアルデヒドはグリコアルブミン生成を抑制する.  第
53回日本糖尿病学会年次学術集会 2010.5 岡山

吉原大作,  藤原範子,  崎山晴彦,  江口裕伸,  鈴木敬一郎.  
SOD1ノックアウトマウスの腎臓における鉄代謝異常.  第
63回日本酸化ストレス学会学術集会 2010.6 横浜

藤原範子,  伊原健太郎,  鳥越秀峰,  小笹哲夫,  金田薫,  
佐々木澄美,  若槻壮市,  谷口直之,  鈴木敬一郎.  2-メル
カプトエタノール修飾型Cu,  Zn-SODの構造解析と安定性
について.  第33回日本分子生物学会年会・第83回日本生
化学会大会合同大会（BMB2010） 2010.12 神戸

江口裕伸,  藤原範子,  崎山晴彦,  吉原大作,  鈴木敬一郎.  
過酸化水素はLPSによるNO産生を増強する.  第33回日
本分子生物学会年会・第83回日本生化学会大会合同大会

（BMB2010） 2010.12 神戸
崎山晴彦,  藤原範子,  江口裕伸,  吉原大作,  Uyeda K,  

鈴木敬一郎 .   転写因子Ch R EBPの活性化に及ぼす
O-GlcNAc修飾及びMlxの役割.  第33回日本分子生物学
会年会・第83回日本生化学会大会合同大会（BMB2010） 
2010.12 神戸

吉原大作,  藤原範子,  崎山晴彦,  江口裕伸,  鈴木敬一郎.  
SOD1ノックアウトマウスの腎臓における鉄代謝異常とそ
の分子機構.  第33回日本分子生物学会年会・第83回日本
生化学会大会合同大会（BMB2010） 2010.12 神戸

寺西佑理,  劉文海,  河原正浩,  藤原範子,  上田宏,  鈴木敬
一郎,  長棟輝行.  キメラ受容体を用いた新規抗体選択法
の開発.  第33回日本分子生物学会年会・第83回日本生化
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学会大会合同大会（BMB2010） 2010.12 神戸
［科学研究費等班会議］
藤原範子,  花島慎弥,  山口芳樹,  伊原健太郎,  若槻壮市,  

加藤信介,  松本紋子,  谷口直之.  酸化型SOD1の微視的
構造解析.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服
研究事業「筋萎縮性側索硬化症の病態に基づく画期的治
療法の開発」班  平成21年度班会議 2010.1 東京

■その他■
鈴木敬一郎.  活性酸素の病態生化学−細胞接着,筋萎縮性

側索硬化症など−.  関西学院大学理工学部講演会 2010.5 
三田

鈴木敬一郎.  医学教育における動機づけと学習支援.  関西
学院大学上ヶ原キャンパス 2010.8 西宮

薬理学
Pharmacology

■著書■
Kitanaka J,  Kitanaka N,  Takemura M.  Sequential 

expression of impaired psychomotor and sensorimotor 
activities in rodents during amphetamine withdrawal.  
In: Davies RS ed.  Handbook of Neuropsychiatry 
Research, Chapter 4.  New York: Nova Science 
Publishers, 2010:97-112.

■学術論文■
［原著］
Kitanaka N,  Kitanaka J,  Watabe K,  Takemura M.  Low-

dose pretreatment with clorgyline decreases the 
levels of 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol in the 
striatum and nucleus accumbens and attenuates 
methamphetamine-i nduced cond it ioned place 
preference in rats.  Neuroscience 2010;165:1370-6.

Kitanaka N,  Kitanaka J,  Tatsuta T,  Tanaka K,  Watabe 
K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura M.  Withdrawal 
from f ixed-dose inject ion of methamphetamine 
de c r e a s e s c e r ebr a l l eve l s o f 3 -met hox y- 4 -
hydroxyphenylglycol and induces the expression of 
anxiety-related behavior in mice.  Neurochem Res 
2010;35:749-60.

Kitanaka J,  Kitanaka N,  Tatsuta T,  Miyoshi A,  Koumoto 
A,  Tanaka K,  Nishiyama N,  Morita Y,  Takemura 
M.  Pretreatment with L-histidine produces a shift 
from methamphetamine-induced stereotypical biting 
to persistent locomotion in mice.  Pharmacol Biochem 
Behav 2010;94:464-70.

Nagano T,  Kimura SH,  Takemura M.  Prostaglandin E2 
reduces amyloid beta-induced phagocytosis in cultured 
rat microglia.  Brain Res 2010;1323:11-7.

■学会発表■
［国内学会］

北中順惠,  北中純一,  渡部要,  立田知大,  田中康一,  西山
信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  マウスにおける豊かな環境
と覚せい剤誘発行動との関連.  第83回日本薬理学会年会 
2010.3 大阪

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  田中康一,  西山信好,  守
田嘉男,  竹村基彦.  シグマ-1受容体拮抗薬と覚せい剤同
時投与によってマウスはStraub挙尾反応を示す.  第83回
日本薬理学会年会 2010.3 大阪

北中純一,  北中順惠,  立田知大,  田中康一,  西山信好,  守
田嘉男,  竹村基彦.  マウスにおける覚せい剤誘発常同噛
み行動はヒスタミンH3受容体アゴニストによって増強され
る.  第83回日本薬理学会年会 2010.3 大阪

田中康一,  北中順惠,  北中純一,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹
村基彦,  西山信好.  酸化ストレス障害におけるヌクレオシ
ド輸送体を介したチミジン取り込み.  第83回日本薬理学
会年会 2010.3 大阪

田中康一,  北中順惠,  北中純一,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹
村基彦,  西山信好.  培養アストロサイトにおける過酸化水
素によるチミジン取り込みの細胞内カルシウムイオンの影
響.  日本薬学会第130年会 2010.3 岡山

北中純一,  北中順惠,  河本あてな,  三好晶雄,  田中康一,  
西山信好,  立田知大,  守田嘉男,  竹村基彦.  マウスにお
ける覚せい剤誘発常同噛み行動の調節にヒスタミン神経
系が関与する.  第33回日本神経科学大会,  第53回日本神
経化学会大会および第20回日本神経回路学会大会合同
大会（Neuro2010） 2010.9 神戸

北中順惠,  北中純一,  渡部要,  田中康一,  立田知大,  西
山信好,  守田嘉男,  竹村基彦.  マウスにおける覚せい剤
処置後の行動および脳内モノアミン含量に対する回転皿
の影響.  第33回日本神経科学大会,  第53回日本神経化
学会大会および第20回日本神経回路学会大会合同大会

（Neuro2010） 2010.9 神戸
田中康一,  北中順惠,  北中純一,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹

村基彦,  西山信好.  酸化ストレスにおけるアストロサイトヌ
クレオシド輸送体の役割.  第33回日本神経科学大会・第
53回日本神経化学会大会および第20回日本神経回路学会
大会合同大会（Neuro2010） 2010.9 神戸

長野貴之,  木村信也,  竹村基彦.  プロスタグランジンE2は
ミクログリアのアミロイドβ1-42貪食作用を減少させる.  第
33回日本神経科学大会,  第53回日本神経化学会大会およ
び第20回日本神経回路学会大会合同大会（Neuro2010） 
2010.9 神戸

田中康一,  北中順惠,  北中純一,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹
村基彦,  西山信好.  酸化ストレス障害におけるヌクレオシ
ド輸送のプロファイル.  第20回日本臨床精神神経薬理学
会・第40回日本神経精神薬理学会合同年会 2010.9 仙台

［研究会・講演会等］
田中康一,  北中順惠,  北中純一,  佐藤友昭,  西川殷維,  竹

村基彦,  西山信好.  チミジン輸送における活性酸素種の
影響.  第5回トランスポーター研究会年会（JTRA2010） 
2010.7 東京
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病原微生物学
Microbiology

■学術論文■
［総説］
筒井ひろ子,  中西憲司.  自然型アレルギー.  侵襲と免疫 

2010;19:85-6.
Nakanishi K,  Tsutsui H,  Yoshimoto T.  Importance of 

IL-18-induced super Th1 cells for the development of 
allergic inflammation.  Allergol Int 2010;59:137-41.

Tsutsui H,  Imamura M,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  
The TLR4/TRIF-mediated activation of NLRP3 
inf lammasome underlies endotoxin-induced liver 
injury in mice.  Gastroenterol Res Pract 2010:641865.

［原著］
Sakai S,  Kawamura I,  Okazaki T,  Tsuchiya K,  

Uchiyama R,  Mitsuyama M.  PD-1-PD-L1 pathway 
impairs Th1 immune response in the late stage 
of infection with Mycobacterium bovis  bacil lus 
Calmette-Guerin.  Int Immunol 2010;22:915-25.

Kawa K,  Tsutsui H,  Uchiyama R,  Kato J,  Matsui K,  
Iwakura Y,  Matsumoto T,  Nakanishi K.  IFN-γ is 
a master regulator of endotoxin shock syndrome 
in mice primed with heat-killed Propionibacterium 
acnes . Int Immunol 2010;22:157-66.

Tarutani M,  Imai Y,  Yasuda K,  Tsutsui H,  Nakanishi 
K,  Yamanishi K.  Neutrophil-dominant psoriasis-
like skin inflammation induced by epidermal-specific 
expression of Raf in mice.  J Dermatol Sci 2010;58:28-
35.

Toma C,  Higa N,  Koizumi Y,  Nakasone N,  Ogura 
Y,  McCoy AJ,  Franchi L,  Uematsu S,  Sagara J,  
Taniguchi S,  Tsutsui H,  Akira S,  Tschopp J,  Nunez 
G,  Suzuki T.  Pathogenic Vibrio activate NLRP3 
inflammasome via cytotoxins and TLR/nucleotide-
binding oligomerization domain-mediated NF-kappa B 
signaling.  J Immunol 2010;184:5287-97.

Kuroda-Morimoto M,  Tanaka H,  Hayashi N,  Nakahira 
M,  Imai Y,  Imamura M,  Yasuda K,  Yumikura-
Futatsugi S,  Matsui K,  Nakashima T,  Sugimura 
K,  Tsutsui H,  Sano H,  Nakanishi K.  Contribution of 
IL-18 to eosinophilic airway inflammation induced 
by immunization and challenge with Staphylococcus 
aureus proteins.  Int Immunol 2010;22:561-70.

Tarutani M,  Imai Y,  Yasuda K,  Tsutsui H,  Nakanishi 
K,  Yamanishi K.  Erratum to “Neutrophil-dominant 
psor ias is-l i ke sk in i n f lammat ion i nduced by 
epidermal-specific expression of Raf in mice”.  J 
Dermatol Sci 2010;59:64-71.

Taniguchi S,  Fujimori M,  Sasaki T,  Tsutsui H,  
Shimatani Y,  Seki K,  Amano J.  Targeting solid 

tumors with non-pathogenic obligate anaerobic 
bacteria.  Cancer Sci 2010;101:1925-32.

Omoto Y,  Yamanaka K,  Tokime K,  Kitano S,  Kakeda 
M,  Akeda T,  Kurokawa I,  Gabazza EC,  Tsustui H,  
Katayama N,  Yamanishi K,  Nakanishi K,  Mizutani 
H.  Granzyme B is a novel interleukin-18 converting 
enzyme.  J Dermatol Sci 2010;59:129-35.

■学会発表■
［国際学会］
Imamura M,  Tsutsui H,  Yasuda K,  Uchiyama R,  

Yumikura-Futatsugi S,  Nakanishi K.  Contribution 
of TIR domain-containing adapter inducing IFN-β
-mediated IL-18 release to LPS-induced liver injury 
in mice.  14th International Congress of Immunology 
2010.8 Kobe

Uchiyama R,  Kato J,  Tsutsui H.  Protective role of IL-18 
produced by FasL-Fas signaling in mice infected with 
Listeria monocytogenes .  14th International Congress 
of Immunology 2010.8 Kobe

Kato J,  Uchiyama R,  Tsutsui H.  Hypercoagulation 
activated by endogenous IFN-γ and TNF underlines 
Con A hepatitis.  14th International Congress of 
Immunology 2010.8 Kobe

Kawashima T,  Uchiyama R,  Tsutsui H,  Yan H,  Kaisho 
T,  Saito T,  Nishimura I,  Tsuji NM.  Lactic acid 
bacteria induce Toll-like receptor 3- mediated IFN-β 
production by dendritic cells in vitro and in vivo.  14th 
International Congress of Immunology 2010.8 Kobe

［国内学会］
Uchiyama R ,  Tsutsui H .  IL-18 product ion from 

macrophages infected with L.monocytogenes via Fas-
FasL signaling pathway. （ワークショップ）第83回日本
細菌学会総会 2010.3 横浜

加藤順子,  榎本平之,  西口修平,  筒井ひろ子.  IFN-gamma
とTNFは凝固亢進を介してConA肝炎に貢献する. （ワー
クショップ）第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

内山良介,  今村美智子,  弓倉静英,  中西憲司,  筒井ひろ子.  
マウス敗血症モデルにおけるKupffer細胞のTrif依存的
IL-18産生メカニズム.  第75回日本インターフェロン・サイト
カイン学会学術集会 2010.6 福岡

川島忠臣,  Yan H,  内山良介,  筒井ひろ子,  西村郁子,  辻
典子.  乳酸菌2本鎖RNAのTLR3を介したIFN-β産生誘
導.  日本乳酸菌学会2010年度大会 2010.7 仙台

筒井ひろ子.  エンドトキシン肝障害におけるNLRP3インフ
ラマゾームの重要性. （パネルディスカッション）第1回
Molecular Cardiovascular Conference Ⅱ 2010.9 余市

鄒平（林周平）.  DNA塩基配列法の原理,  発展とオーダー
メイド医療.  留日中国人生命科学協会第12回学術交流会 
2010.9 大阪

Kato J,  Uchiyama R,  Tsutsui H.  Hypercoagulation 
activated by endogenous IFN-γ and TNF underlies 
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Con A hepatitis.  第33回日本分子生物学会年会  第83回
日本生化学会大会合同大会（BMB2010） 2010.12 神戸

［地方会等］
福田典子,  内山良介,  筒井ひろ子.  Helicobacter pylori  感

染マウスモデルにおけるIL-33依存的な菌の排除機構.  第
63回日本細菌学会関西支部総会 2010.11 枚方

内山良介,  筒井ひろ子.  マクロファージのFasシグナル系を
介した細菌感染防御メカニズム.  第63回細菌学会関西支
部総会 2010.11 枚方

［科学研究費等班会議］
筒井ひろ子.  脾摘による感染防御活性に及ぼす影響.  厚

生労働省科学研究費補補助金肝炎等克服緊急対策事業
「血小板低値例へのインターフェロン治療法の確立を目指
した基礎および臨床的研究」第1回合同研究会議 2010.7 
名古屋

内山良介,  松田二子,  筒井ひろ子.  脾摘による感染免疫応
答への影響.  厚生労働省科学研究費補補助金肝炎等克
服緊急対策事業「血小板低値例へのインターフェロン治
療法の確立を目指した基礎および臨床的研究」第2回合
同研究会議 2010.11 大阪

［研究会・講演会等］
内山良介,  筒井ひろ子.  マクロファージのFasシグナル系を

介した細菌感染防御メカニズム.  第16回日本エンドトキシ
ン・自然免疫研究会 2010.11 橿原

免疫学・医動物学
Immunology and Medical Zoology

■著書■
安田好文,  中西憲司.  寄生虫に対する粘膜免疫.  清野宏 

編.  臨床粘膜免疫学.  東京:シナジー, 2010:522-9.
■学術論文■

［総説］
Nakanishi K.  Basophils as APC in Th2 response in 

allergic inflammation and parasite infection.  Curr 
Opin Immunol 2010;22:814-20.

Nakanishi K,  Tsutsui H,  Yoshimoto T.  Importance of 
IL-18-induced super Th1 cells for the development of 
allergic inflammation.  Allergol Int 2010;59:137-41.

中西憲司 .  I L-18とユニークなアレルギー. ファルマシア 
2010;46:55-9.  

中平雅清,  中西憲司.  Super Th1細胞/IL-18による非IgE
炎症と気管支喘息.  呼吸 2010;29:115-21. 

松本真琴,  中西憲司.  IL-18と免疫疾患.  Frontiers in 
Rheumatology & Clinical Immunology 2010:37-43. 

筒井ひろ子,  中西憲司.  自然型アレルギー.  侵襲と免疫 
2010;19:85-6. 

善本知広,  中西憲司.  アレルギーとIL-18/IL-33.  実験医学 
2010;28:1975-81. 

小坂久,  善本知宏,  中西憲司,  藤元治朗.  腹腔内術後癒着

形成におけるIFN-γの重要性.  炎症と免疫 2010;18:531-7.
中平雅清,  中西憲司.  アレルギー憎悪機構.  臨床免疫・ア

レルギー科 2010;54:224-33. 
安田好文,  中西憲司.  IL-33と好塩基球,  マスト細胞−免疫

応答と疾患における役割−.  炎症と免疫 2010;18:585-91. 
Tsutsui H,  Imamura M,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  

The TLR4/TRIF-mediated activation of NLRP3 
inf lammasome underlies endotoxin-induced liver 
injury in mice.  Gastroenterol Res Pract 2010:641865.

［原著］
Kawa K,  Tsutsui H,  Uchiyama R,  Kato J,  Matsui 

K,  Iwakura Y,  Matsumoto T,  Nakanishi K.  IFN-γ
is a master regulator of endotoxin shock syndrome 
in mice primed with heat-killed Propionibacterium 
acnes .  Int Immunol 2010;22:157-66. 

Tarutani M,  Imai Y,  Yasuda K,  Tsutsui H,  Nakanishi 
K,  Yamanishi K.  Neutrophil-dominant psoriasis-
like skin inflammation induced by epidermal-specific 
expression of Raf in mice.  J Dermatol Sci 2010;58:28-
35.

Kuroda-Morimoto M,  Tanaka H,  Hayashi N,  Nakahira 
M,  Imai Y,  Imamura M,  Yasuda K,  Yumikura-
Futatsugi S,  Matsui K,  Nakashima T,  Sugimura 
K,  Tsutsui H,  Sano H,  Nakanishi K.  Contribution of 
IL-18 to eosinophilic airway inflammation induced 
by immunization and challenge with Staphylococcus 
aureus proteins.  Int Immunol 2010;22: 561-70.

Matsuba-Kitamura S,  Yoshimoto T,  Yasuda K,  Futatsugi-
Yumikura S,  Taki Y,  Muto T,  Ikeda T,  Mimura O,  
Nakanishi K.  Contribution of IL-33 to induction and 
augmentation of experimental allergic conjunctivitis.  
Int Immunol 2010;22:479-89.

Nakanishi K.  Basophils are potent antigen-presenting 
cells that selectively induce Th2 cells.  Eur J Immunol 
2010;40:1836-42.

Yoshikawa S,  Iijima H,  Saito M,  Tanaka H,  Imanishi 
H,  Yoshimoto N,  Yoshimoto T,  Futatsugi-Yumikura 
S,  Nakanishi K,  Tsujimura T,  Nishigami T,  Kudo 
A,  Arii S,  Nishiguchi S.  Crucial role of impaired 
Kupffer cell phagocytosis on the decreased Sonazoid-
enhanced echogenicity in a liver of a nonalchoholic 
steatohepatitis rat model.  Hepatol Res 2010;40:823-31. 

Tarutani M,  Imai Y,  Yasuda K,  Tsutsui H,  Nakanishi 
K,  Yamanishi K.  Erratum to "Neutrophil-dominant 
psor ias is-l i ke sk in i n f lammat ion i nduced by 
epidermal-specific expression of Raf in mice".  J 
Dermatol Sci 2010;59:64-71.

Omoto Y,  Yamanaka K,  Tokime K,  Kitano S,  Kakeda 
M,  Akeda T,  Kurokawa I,  Gabazza EC,  Tsutsui H,  
Katayama N,  Yamanishi K,  Nakanishi K,  Mizutani 
H.  Granzyme B is a novel interleukin-18 converting 
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enzyme.  J Dermatol Sci 2010;59:129-35.
Satoh T,  Takeuchi O,  Vandenbon A,  Yasuda K,  

Tanaka Y,  Kumagai Y,  Miyake T,  Matsushita 
K,  Okazaki T,  Saitoh T,  Honma K,  Matsuyama 
T,  Yui K,  Tsujimura T,  Standley DM,  Nakanishi K,  
Nakai K,  Akira S.  The Jmjd3-Irf4 axis regulates M2 
macrophage polarization and host responses against 
helminth infection.  Nat Immunol 2010;11:936-44. 

■学会発表■
［国際学会］
Nakanishi K.  Basophils are potent antigen-presenting 

cells which selectively induce Th2 cells.  Adaptive 
and innate immune response to neglected tropical 
diseases.  US-Japan Cooperative Medical Science 
Program 2010.1 San Diego

Nakanishi K .  Innate and acquired immunity in 
expulsion of intestinal nematode.  14th International 
Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Matsumoto M,  Yasuda K,  Kubo M,  Yoshimoto T,  
Nakanishi K.  Basophils play a pivotal role in the 
expulsion of gastrointestinal nematode Strongyloides 
venezuelensis .  14th Internat ional Congress of 
Immunology 2010.8 Kobe

Yasuda K,  Sasaki Y,  Kondo Y,  Matsumoto M,  Yoshimoto 
T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence of 
adapt ive immune system.  14th Internat iona l 
Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Nakahira M,  Nakanishi K.  Involvement of Gata3 in 
transcriptional regulation of Il13 gene expression 
in IL-18-stimulated Th1 cells.  14th International 
Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Yasuda K,  Sasaki Y,  Matsumoto M,  Taki Y,  Yoshimoto 
T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  and Strongyloides 
venezuelensis.  The 10th Awaji International Forum 
on Infection and Immunity 2010.9 Awaji

［国内学会］
中西憲司.  IL-1ファミリーサイトカインと炎症.  第43回日本

痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪
中西憲司.  IL-18,  IL-33,  好塩基球によるアレルギー性炎

症の誘導と増悪機序.  第28回日本耳鼻咽喉科免疫アレル
ギー学会 2010.2 福井

中西憲司.  好塩基球によるアレルギー性炎症の誘導と増悪.  
第22回日本アレルギー学会春期臨床大会 2010.5 京都

Yasuda K,  Matsuba-Kitamura S,  Yoshimoto T,  Futatsugi-
Yumikura S,  Taki Y,  Muto T,  Ikeda N,  Mimura O,  
Nakanishi K.  Contribution of IL-33 to induction and 
augment tion of experiment al allergic conjunctivis.  
第75回日本インターフェロン・サイトカイン学会学術集会 
2010.6 北九州

善本知広,  中西憲司.  好塩基球は抗原提示細胞としてTh2
細胞を誘導/増強する.  第60回日本アレルギー学会秋季
学術大会 2010.11 東京

［地方会等］
松本真琴,  安田好文,  久保允人,  善本知広,  中西憲司.  

Strongyloides venezuelensis の感染防御における好酸球
と好塩基球の役割について.  第66回日本寄生虫学会西日
本支部大会 2010.11 岡山

［科学研究費等班会議］
中西憲司.  寄生虫感染と宿主応答.  特定研究領域「感染

現象のマトリックス」 研究項目C（寄生虫）縦糸研究会 
2010.7 東京

［研究会・講演会等］
中西憲司.  好塩基球: 新たな視点から見たアレルギー性炎

症の誘導　第37回日本アレルギー学会専門医教育セミ
ナー 2010.5 京都

中西憲司.  Induction of innate and acquired type allergy 
by basophils.  理研RCAI生体防御 セミナー 2010.6 東京

 

公衆衛生学
Public Health

■著書■
谷村晋 著,  金明哲 編.  地理空間データ分析.  東京:共立出

版,  2010.
■学術論文■

［総説］
島正之.  大気環境の健康影響と植物影響−第3講 大気汚

染の健康影響に関する疫学研究:現状と今後の課題−.  
大気環境学会誌 2010;45:A39-46.

［原著］
Tanaka S,  Shima M.  Assessment of screening tests for 

sleep apnea syndrome in the workplace.  J Occup 
Health 2010;52:99-105.

■学会発表■
［国際学会］
Shima M,  Tamura K,  Yoda Y.  Health effects of 

traffic-related air pollution in Japan.  2010 Annual 
Conference of Environmental Medicine & Health 
Branch,  Chinese Society for Environmental Sciences 
2010.7 Shanghai

Jia X,  Song X,  Shima M,  Tamura K,  Deng F,  Guo 
X.  The indoor and outdoor fine particulate matter 
exposure and heart rate variabil ity in healthy 
older　subjects in Beijing.  2010 Joint Conference 
of International Society of Exposure Science & 
International Society for Environmental Epidemiology

（ISES−ISEE2010） 2010.8 Seoul
Yamazaki S,  Shima M,  Ando M,  Nitta H,  Watanabe 

H,  Nisimuta T.  Effect of hourly concentration 



15兵庫医大業績録（2010）

of part iculate matter on hospita l ized chi ldren’
s peak expiratory f low.  2010 Joint Conference 
of International Society of Exposure Science & 
International Society for Environmental Epidemiology

（ISES-ISEE 2010）2010.8 Seoul
Uritani D,  Matsumoto D,  Fukumoto T,  Shima M.  

Relationships between toe grip strength and physical 
functions and developing prediction equation of toe 
grip strength.  The 11th International Congress of 
the Asian Confederation for Physical Therapy 2010.10 
Bali 

［国内学会］
Tanimura S,  Thiem VD,  Anh DD,  Duong TN,  Shima 

M.  Reg iona l propert ies of socia l and natura l 
environment involved in the nationwide outbreaks 
of dengue i n Vietnam.  The Jo int Sc ient i f ic 
Meeting of IEA Western Pacific Region and Japan 
Epidemiological Association 2010.1 Koshigaya

島正之,  余田佳子,  黒坂文武,  寺田忠之,  田中明,  中谷裕
司,  山田一仁,  西川実徳,  岡勝巳,  高橋宏暢,  最上朗,  
山田琢,  中野稔雄.  姫路市における気管支喘息発作と大
気中粒子状物質及びブラックカーボンとの関連.  第80回
日本衛生学会学術総会 2010.4 仙台

田村憲治,  島正之,  余田佳子,  宋暁明,  鄧芙蓉,  郭新彪,  
長谷川就一.  中国北京における大気汚染の健康影響：家
屋内外のPM濃度と炭素成分（2）.  第80回日本衛生学会
学術総会 2010.4 仙台

鈴木寛之,  城戸照彦,  Nhu DD,  長沼理恵,  西条旨子,  中
川秀昭,  俵健二,  堀川裕明,  佐藤裕子,  Hung NN.  ベト
ナムにおける母乳中ダイオキシン異性体と姉妹染色体分体
交換との関係.  第80回日本衛生学会学術総会 2010.4 仙
台

島正之,  余田佳子,  黒坂文武,  寺田忠之,  田中明,  中谷裕
司,  山田一仁,  西川実徳,  岡勝巳,  高橋宏暢,  最上朗,  
山田琢,  中野稔雄.  姫路市における気管支喘息発作と大
気中粒子状物質の関連.  第22回日本アレルギー学会春季
臨床大会 2010.5 京都

黒坂文武,  寺田忠之,  田中明,  中谷裕司,  山田一仁,  西川
実徳,  岡勝巳,  高橋宏暢,  最上朗,  山田琢,  中野稔雄,  
島正之.  同一地域（姫路市）における13年間の喘息・アレ
ルギー調査.  第22回日本アレルギー学会春季臨床大会 
2010.5 京都

島正之,  余田佳子,  齊藤勝美,  中坪良平,  平木隆年.  姫路
市における気管支喘息発作と大気汚染との関連：1995～
2009年の長期的観察.  第51回大気環境学会年会 2010.9 
豊中

田村憲治,  島正之,  余田佳子,  馬露,  長谷川就一.  中国武
漢市における家屋内外のPM濃度と炭素成分.  第51回大
気環境学会年会 2010.9 豊中

齊藤勝美,  島正之,  余田佳子,  中坪良平,  平木隆年.  姫路
市における大気中粒子状物質の粒径別にみた成分特徴.  

第51回大気環境学会年会 2010.9 豊中
余田佳子,  島正之,  田村憲治,  櫻井四郎.  大気汚染物質が

女子大学生の肺機能の変動に与える影響.  第51回大気環
境学会年会 2010.9 豊中

瓜谷大輔,  松本大輔,  島正之.  特定検診受診者に対する
6ヶ月間の保健指導が身体組織,  血管機能およびQOLに
与える影響.  第69回日本公衆衛生学会総会 2010.10 東京

［地方会等］
谷村晋,  島正之.  ウエストナイルウイルスサーベイランスにお

ける地理空間情報データの活用.  第28回日本国際保健医
療学会西日本地方会 2010.3 長崎

［研究会・講演会等］
島正之.  小児の喘息・アレルギー疾患と環境因子.  姫路喘

息研究会 2010.6 姫路
齊藤勝美,  島正之,  余田佳子,  中坪良平,  平木隆年,  世良

耕一郎.  大陸から飛来する黄砂粒子の化学成分的特徴.  
第27回PIXEシンポジウム 2010.11 京都

谷村晋.  Rを用いたデータ分析における再現性の保証.  2010
年度統計数理研究所共同研究会「データ解析環境Rの整
備と利用」 2010.11 長崎

■その他■
島正之.  睡眠時無呼吸症候群への対策.  兵庫産業保健推

進センター産業保健セミナー 2010.11 神戸

環境予防医学
Environmental and Preventive Medicine

■学術論文■
［総説］
若林一郎.  Influence of gender on the association of 

alcohol drinking with blood pressure.  生活衛生 
2010;54:374-5.

［原著］
Wakabayashi I.  Cross-sectional relationship between 

alcohol consumption and prevalence of metabolic 
sy nd rome i n Japa nese men a nd women.  J 
Atheroscler Thromb 2010;17:695-704.

Nakano T,  Wakabayashi I.  Identif icat ion of cel ls 
express i ng cyc looxygenase-2 i n response to 
interleukin-1β in rat aortae.  J Pharmacol Sci 
2010;113:84-8.

Wakabayashi I.  History of antihypertensive therapy 
influences the relationships of alcohol with blood 
pressure and pulse pressure in older men.  Am J 
Hypertens 2010;23:633-8.

Wakabayashi I.  Associations between alcohol drinking 
and multiple risk factors for atherosclerosis in 
smokers and nonsmokers.  Angiology 2010;61:495-503. 

Wakabayash i I ,  Groschner K.  Age-dependent 
associations of smoking and drinking with non-
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high-density lipoprotein cholesterol.  Metabolism 
2010;59:1074-81.

Wakabayashi I,  Nakano T,  Takahashi Y.  Enhancement 
of interleukin-1β-induced iNOS expression in cultured 
vascular smooth muscle cel ls of Goto-Kakizaki 
diabetes rats.  Eur J Pharmacol 2010;629:1-6.

Wakabayashi I,  Araki Y.  Influences of gender and 
age on relationships between alcohol drinking and 
atherosclerotic risk factors.  Alcohol Clin Exp Res 
2010;34（Suppl.1）:S54-60.

Marumo M,  Wakabayashi I.  Diverse effects of ethanol 
on Ca2+ entry and subsequent aggregation of platelets.  
Alcohol 2010;44:343-50.

Takeda Y,  Nishise S,  Fujishima S,  Orii T,  Sato T,  
Sasaki Y,  Nishise Y,  Takeda H,  Kawata S.  Release 
of interleukin 1 receptor antagonist by combining a 
leukocyte adsorption carrier with ulinastatin.  Ther 
Apher Dial 2010;14:386-91.

Jimma F,  Takeda Y,  Kaneda K,  Wakabayashi I.  
Induction of Foxp3 expression in T cells by cellulose 
acetate beads in vitro.  J Clin Apher 2010;25:216-22.

Takeda Y,  Ohba M,  Ueno M,  San iabad i AR,  
Wakabayashi I.  Cellulose acetate beads activate the 
complement system but inactivate the anaphylatoxins 
generated.  Artif Organs 2010;34:1144-9.

Turin TC,  Kokubo Y,  Murakami Y,  Higashiyama A,  
Rumana N,  Watanabe M,  Okamura T.  Lifetime risk 
of stroke in Japan.  Stroke 2010;41:1552-4.

Kokubo Y,  Okamura T,  Watanabe M,  Higashiyama 
A,  Ono Y,  Miyamoto Y,  Furukawa Y,  Kamide 
K,  Kawanishi K,  Okayama A,  Yoshimasa Y.  
The combined impact of blood pressure category 
and glucose abnorma l ity on the incidence of 
cardiovascular diseases in Japanese urban cohort: the 
Suita Study.  Hypertens Res 2010;33:1238-43.

若林一郎.  飲酒と動脈硬化のリスク要因との関連性への喫
煙の影響.  アルコールと医学生物学 2010;29:59-64.

西木由起子,  東山綾,  小野優,  渡邉至,  小久保喜弘,  中谷
敏,  岡山明,  岡村智教.  血圧治療状況と左室肥大−心臓
超音波検査を用いた都市部住民における検討−.  日本循
環器病予防学会誌 2010;45:180-6.

下村智子,  若林一郎.  事業所での定期健康診断における貧
血有所見率の地域差.  産業衛生学雑誌 2010;52:21-7.

［症例報告］
高橋裕二,  平出聡,  岩崎滋樹,  由利康裕,  大森圭,  丸茂幹

雄,  若林一郎.  抗ヘパリン−PF4複合体抗体を保有する
維持透析患者がメシル酸ナファモスタットによるアナフィラ
キシーショックを発症した一例.  兵庫医科大学医学会雑
誌 2010;35:105-10.

■学会発表■
［国際学会］

Kokubo Y,  Okamura T,  Watanabe M,  Higashiyama 
A,  Ono Y,  Nagatsuka K,  Toyoda K,  Kamide K,  
Kawano Y.  Relationship between pulse wave velocity 
and carotid intimal-media thickness in a Japanese 
urban population: the Suita study.  The 2nd Asian 
Conference on Pulse Wave and Arterial Stiffness 

（The Pulse of Asia 2010）  2010.5 Tokyo
Wakabayashi I,  Takahashi Y,  Nakano T.  Increased 

iNOS expression in aortae of Goto-Kakizaki Type 
2 diabetes rats.  The 6th International Conference 
on the Biology,  Chemistry,  and Therapeut ic 
Applications on Nitric Oxide 2010.6 Kyoto

Takeda Y.  Complement fragments iC3b and C4b 
suppress CXCL10 release.  14th Internat iona l 
Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Okamura T,  Higashiyama A,  Watanabe M,  Ono Y,  
Kokubo Y.  Relation of alcohol drinking and gamma-
glutamyltransferase with cardiovascular disease in a 
12.4-year cohort study in Japan: the Suita study.  2010 
The International Society for Biomedical Research on 
Alcoholism（ISBRA）World Congress 2010.9 Paris

［国内学会］
丸茂幹雄,  若林一郎.  血小板の異なるメカニズムを介するカ

ルシウム流入および凝集能へのアルコールの作用.  第33
回日本血栓止血学会 2010.4 鹿児島

末廣謙,  山下勉,  内田景博,  若林一郎,  山本順一郎.  血小
板機能・自発性線溶活性測定装置GTTを用いたメタボ
リック症候群における線溶活性の評価.  第33回日本血栓
止血学会 2010.4 鹿児島

武田裕司,  丸茂幹雄,  若林一郎.  2型糖尿病自然発症ラッ
トにおける単球機能の変化.  第80回日本衛生学会学術総
会 2010.5 仙台

下村智子,  若林一郎.  事業所健診における貧血有所見率
の地域差に関する検討.  第80回日本衛生学会学術総会 
2010.5 仙台

東山綾,  西木由起子,  小野優,  渡邉至,  小久保喜弘,  岡山
明,  岡村智教.  心電図の左室肥大所見（ミネソタコード
3-1）は,  心エコーで測定した左室肥大を検知するか  一
般住民集団における検討.  第46回日本循環器病予防学会  
2010.5 東京

丸茂幹雄,  若林一郎.  血小板のカルシウム流入機構へのエ
タノールの異なった作用.  第45回日本アルコール薬物医学
会 2010.10 小倉

渡邉至,  小久保喜弘,  東山綾,  小野優,  岡山明,  岡村智
教.  HbA1cによる新糖尿病診断基準と循環器疾患発症と
の関連.  第69回日本公衆衛生学会総会 2010.10 東京

若林一郎.  飲酒とメタボリック症候群との関連性に関する横
断研究.  第30回アルコール医学生物学研究会学術集会 
2010.11 久留米

丸茂幹雄,  若林一郎.  異なった機序に基づく血小板凝集能
測定におけるエタノールの血小板凝集抑制効果.  第30回
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アルコール医学生物学研究会学術集会 2010.11 久留米
［研究会・講演会等］
小久保喜弘,  岡村智教,  渡邊至,  東山綾,  小野優,  長束一

行,  豊田一則,  神出計,  西木由起子,  岩永恵美子,  山口
啓子,  吉村真由美,  堀川瑞枝,  笠原美希子,  瀬戸家奈津,  
勝本さゆり,  河野雄平.  都市部一般住民を対象とした脈
派伝播速度と頚動脈内膜中膜複合体厚との関係：吹田研
究.  第10回臨床血圧脈波研究会 2010.5 東京

小久保喜弘,  岡村智教,  渡邊至,  東山綾,  小野優,  長束一
行,  豊田一則,  神出計,  西木由起子,  岩永恵美子,  山口
啓子,  吉村真由美,  堀川瑞枝,  笠原美希子,  瀬戸家奈津,  
勝本さゆり,  河野雄平.  都市部一般住民を対象とした循
環器病危険因子の脈派伝播速度への相対寄与率：吹田
研究.  第10回臨床血圧脈波研究会 2010.5 東京

若林一郎.  飲酒習慣とメタボリック症候群.  順天堂大学大
学院 第29回環境医学研究所 第20回研究推進委員会合
同セミナー 2010.10 浦安

■その他■
阪本尚正.  専門分野を活かしながら,  他学部生と知識を共

有した学生達.  兵庫医科大学広報 2010;208:5.
武田裕司.  顆粒球・単球除去療法のメカニズムとその作用

～自然免疫応答による免疫抑制機構～.  兵庫医科大学下
部消化管大学院セミナー 2010.4 西宮

 

法医学
Legal Medicine

■学術論文■
［原著］
Sato T,  Nishio H,  Iwata M,  Tsuboi K,  Tamura A,  

Miyazaki T,  Suzuki K.  Postmortem molecular 
screening for mutations in ryanodine receptor type 1

（RYR1） gene in psychiatric patients suspected of 
having died of neuroleptic malignant syndrome.  
Forensic Sci Int 2010;194:77-9.

Takahashi M,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Nishio 
H.  Detection of metallic elements from paraffin-
embedded tissue blocks by energy dispersive X-ray 
fluorescence spectrometry.  Leg Med 2010;12:102-3.

Fukunishi S,  Nishio H,  Fukuda A,  Takeshita A,  
Hanafusa T,  Higuchi K,  Suzuki K.  Long-term 
feeding of a synthetic diet rich in disaccharides 
induces hepatic fibrosis in nonalchoholic fatty liver 
disease in Zucker rats.  Int J Mol Med 2010;25:187-93.

Takahashi M,  Kinoshita H,  Nishiguchi M,  Nishio H.  
Bromide detection in blood using energy dispersive 
X-ray fluorescence; a chemical marker supportive of 
drowning in seawater.  Leg Med 2010;12:132-6.

Nishiguchi M,  Kinoshita H,  Kasuda S,  Takahashi 
M,  Yamamura T,  Matsui K,  Ouchi H,  Minami T,  

Hishida S,  Nishio H.  Effects of dopamine antagonists 
on methamphetamine-induced dopamine release in 
high and low alcohol preference rats.  Toxicol Mech 
Methods 2010;20:127-32.

Kinoshita H,  Takahashi M,  Matsui K,  Nishiguchi M,  
Ouchi H,  Minami T,  Hishida S,  Jamal M,  Ohkubo 
E,  Tanaka N,  Ameno K.  Effects of repeated 
administration of methamphetamine on corticosterone 
secretion in rat.  Curr Study Environ Med Sci 
2010;3;3-4.

Tawa H,  Rikitake Y,  Takahashi M,  Amano H,  Miyata 
M,  Satomi-Kobayashi S,  Kinugasa M,  Nagamatsu Y,  
Majima T,  Ogita H,  Miyoshi J,  Hirata K,  Takai Y.  
Role of afadin in vascular endothelial growth factor−
and sphingosine 1-phosphate−induced angiogenesis. 
Circ Res 2010;106:1731-42.

［症例報告］
Takahashi M,  Kinoshita H,  Kuse A,  Morichika 

M,  Nishiguchi M,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  
Yamamura T,  Motomura H,  Ohtsu N,  Yoshida S,  
Adachi N,  Ueno Y,  Hishida S,  Nishio H.  An autopsy 
case of poisoning with selective serotonin reuptake 
inhibitor,  paroxetine.  Soud Lek 2010;55:2-4.

Kinoshita H,  Morikawa K,  Kuse A,  Nagasaki Y,  
Takahashi M,  Nishiguchi M,  Nishio H,  Ueno Y,  Jamal 
M,  Kubo Y,  Tanaka M,  Ameno K.  An autopsy case 
of carbamazepine poisoning.  Soud Lek 2010;55:22-4.

Takahashi M,  Sato T,  Nishiguchi M,  Suzuki K,  Nishio 
H.  Postmortem genetic analysis for sudden death 
case complicated with Marfan syndrome.  Leg Med 
2010;12:305-7.

■学会発表■
［国内学会］
高橋玄倫,  木下博之,  南貴子,  西口美紀,  大内晴美,  松井

清司,  本村浩之,  吉田史絵,  足立伸行,  西尾元.  蛍光X
線分析を用いたパラフィン包埋組織中の金属元素の検出.  
第94次日本法医学会学術全国集会 2010.6 東京

佐藤貴子,  西尾元,  坪井健人,  岩田美佐,  田村明敬,  鈴木
廣一.  若年性突然死症例における不整脈源性右室心筋
症原因遺伝子変異の検討.  第94次日本法医学会学術全
国集会 2010.6 東京

西口美紀,  高橋玄倫,  大内晴美,  南貴子,  松井清司,  山村
武彦,  本村浩之,  吉田史絵,  足立伸行,  西尾元.  ラット
線条体内ドパミントランスポーターとアルコール嗜好性と
の関連.  第94次日本法医学会学術全国集会 2010.6 東京

長崎靖,  上野易弘,  菱田繁,  木下博之,  粕田承吾,  羽竹勝
彦,  西村明儒,  高橋玄倫,  福永龍繁,  高瀬泉.  屋内での
温度環境異常による死亡例の検討−神戸市での調査から
−.  第94次日本法医学会学術全国集会 2010.6 東京

［地方会等］
吉田史絵,  高橋玄倫,  西口美紀,  大内晴美,  南貴子,  松井
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清司,  森川公子,  田嶋徹治,  西尾元.  術後に肺血栓塞栓
症で突然死した２例.  第57回日本法医学会学術近畿地方
集会 2010.11 枚方

川島渉,  森村佳史,  工藤利彩,  長崎靖,  西尾元,  西口美紀,  
羽竹勝彦.  長期間の薬物服用により乳汁分泌を来した症
例.  第57回日本法医学会学術近畿地方集会 2010.11 枚
方

■その他■
Takahashi M,  Kinoshita H,  Kuse A,  Morichika 

M,  Nishiguchi M,  Ouchi H,  Minami T,  Matsui K,  
Yamamura T,  Motomura H,  Ohtsu N,  Yoshida S,  
Adachi N,  Hishida S,  Ueno Y,  Nishio H.  Application 
of energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry

（EDX）in medico-legal autopsy case.  Acta Med Leg 
Soc 2010;325-8.

Kinoshita H,  Matsui K,  Takahashi M,  Nishiguchi M,  
Ouchi H,  Minami T,  Ohtsu N,  Yoshida S,  Adachi N,  
Hishida S,  Jamal M,  Tamaka N,  Ghkubo E,  Ameno 
K.  Studies for the asbestos exposure in Japanese 
urban population.  Acta Med Leg Soc 2010;165-8.

遺伝学
Genetics

■学術論文■
［原著］
Sakurai A,  Nakano Y,  Koganezawa M,  Yamamoto D.  

Phenotypic interactions of spinster with the genes 
encoding proteins for cell death control in Drosophila 
melanogaster.  Arch Insect Biochem Physiol 
2010;73:119-27.

Yoshikawa Y,  Sasahara Y,  Kitano Y,  Kanazawa N,  Shima 
H,  Hashimoto-Tamaoki T.  Upregulation of genes 
orchestrating keratinocyte differentiation,  including 
the novel marker gene ID2,  by contact sensitizers in 
human bulge-derived keratinocytes.  J Biochem Mol 
Toxicol 2010;24:10-20.

Alves H,  Rouault JD,  Kondoh Y,  Nakano Y,  Yamamoto 
D,  Kim YK,  Jallon JM.  Evolution of cuticular 
hydrocarbons of Hawaiian Drosophilidae.  Behav 
Genet 2010;40:694-705.

Shima H,  Yamamoto S,  Qiu J,  Shincho M,  Hirota S,  
Yoshikawa Y,  Yoshikawa R,  Hashimoto-Tamaoki T.  
Far-infrared rays control prostate cancer cells in vitro 
and in vivo.  Cent Eur J Biol 2010;5:178-89.

［症例報告］
岡本陽子,  玉置知子,  齊藤優子,  三村博子,  管原由恵,  松

田正之,  鈴木綾子,  矢崎正英,  吉波哲大.  遺伝子検査で
診断が確定された家族性地中海熱の一症例.  臨床細胞
分子遺伝 2010;15:13．

岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  峰淳史,  谷澤隆邦,  細貝
昇,  松井健,  原田直樹,  玉置知子.  サブテロメアFISH・
arrayDGHで確定診断した軽度発達遅延を伴う5p部分欠
失症候群の1例.  臨床細胞分子遺伝 2010;15:17-9．

■学会発表■
［国際学会］
Yoshikawa Y,  Nakano Y,  Sato A,  Fukuoka K,  Murakami 

A,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Fujimori 
Y,  Morinaga T,  Tsujimura T,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Frequent deletions in 3p21.1 region in malignant 
mesothelioma cell lines established from Japanese 
patients.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010）2010.8 kyoto
［国内学会］
岡本陽子,  齊藤優子,  管原由恵,  三村博子,  堀内功,  立花

久大,  小森慎二,  田村周,  玉置知子.  血液疾患の染色体
分析で偶然判明した生殖細胞系列の染色体異常に対す
る臨床遺伝部の関わり.  第34回日本遺伝カウンセリング学
会学術集会 2010.5 東京

澤井英明,  井上田鶴子,  管原由恵,  三村博子,  岡本陽子,  
堀内功,  田中宏幸,  小森慎二,  小杉眞司,  玉置知子.  兵
庫医大の統計からみた羊水検査を目的に受診した妊婦の
受診の推移と動向.  第34回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会 2010.5 東京

吉川良恵,  森永伴法,  佐藤鮎子,  福岡和也,  辻村亨,  玉置
（橋本）知子,  中野孝司.  悪性中皮腫細胞におけるBAP1
（BRCA1 associated protein 1）遺伝子の高頻度欠失.  
第69回日本癌学会学術総会（JCA2010） 2010.9 大阪

吉田ひとみ,  守井見奈,  庵前美智子,  岡本陽子,  管原由
恵,  三村博子,  巽純子,  南武志,  藤川和男,  田村和朗,  
玉置知子.  外国語を母国語とするクライエントへの遺伝
カウンセリングの問題点.  日本人類遺伝学会第55回大会 
2010.10 さいたま

玉置（橋本）知子,  山本義弘,  中野芳朗,  森永伴法,  岡本
陽子.  医学部での人類遺伝学の基礎配属教育の現状.  日
本人類遺伝学会第55回大会 2010.10 さいたま

髙橋千晶,  岡本陽子,  島田裕允,  管原由恵,  三村博子,  齊
藤優子,  皆川京子,  谷澤隆邦,  玉置知子.  四倍体モザイ
ク男児の一例.  日本人類遺伝学会第55回大会 2010.10 さ
いたま

岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  立花久大,  千代豪昭,  細
貝昇,  高木王彦,  霜川修,  佐々木由喜,  原田直樹,  玉置
知子.  全サブテロメアＦＩＳＨとゲノムコピー数解析で20
年ぶりに診断された6番染色体複雑構造異常の1例.  日本
人類遺伝学会第55回大会 2010.10 さいたま

玉置知子.  羊水細胞の検査と遺伝カウンセリング. （特別講
演）第49回日本臨床細胞学会秋期大会 2010.11 神戸

Fujii M,  Noguchi K,  Urade M,  Muraki Y,  Hashimoto-
Tamaoki T,  Nakano Y.  PTCH1 Mutatio in Japanese 
Nevoid the gene expression of steroidogenic enzymes.  
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第33回日本分子生物学会年会  第83回日本生化学会大会
合同大会（BMB2010） 2010.12 神戸

［研究会・講演会等］
岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  小川智美,  谷澤隆邦,  澤

井英明,  小森慎二,  玉置知子.  3転座保因者への遺伝カ
ウンセリング.  第13回胎児遺伝子診断研究会 2010.2 東京

岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  峰淳史,  谷澤隆邦,  細貝
昇,  松井健,  原田直樹,  玉置知子.  サブテロメアFISH・
arrayDGHで確定診断した軽度発達遅延を伴う5p部分欠
失症候群の1例.  第34回臨床細胞分子遺伝研究会 2010.3 
西宮
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〔基礎・臨床連携講座〕
Seminars of Clinico-Basic Integrative Medicine

病理学
Pathology

機能病理部門
Division of Functional Pathology

■学術論文■
［総説］
大山秀樹.  T細胞応答性から捉えた歯周病に対する疾患感

受性の個体差に関する免疫遺伝学的研究.  日本歯周病学
会会誌 2010;52:14-23.

飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘 ,  池田直人,  山本晃久,  
岩田恵典,  榎本平之 ,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯
治,  中正恵二,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平.  Acoustic 
Radiation Force Impulseによる非侵襲的肝線維化診断
法の有用性.  肝臓 2010;51:54-5.

［原著］
Li W,  Kubo S,  Okuda A,  Yamamoto H,  Ueda H,  Tanaka 

T,  Nakamura H,  Yamanishi H,  Terada N,  Okamura H.  
Effect of IL-18 on expansion of gammadelta T cells 
stimulated by zoledronate and IL-2.  J Immunother 
2010;33:287-96. 

Yamaoka N,  Kawasaki Y,  Xu Y,  Yamamoto H,  Terada 
N,  Okamura H,  Kubo S.  Establishment of in vivo 
fluorescence imaging in mouse models of malignant 
mesothelioma.  Int J Oncol 2010;37:273-9.

Kubo S,  Kawasaki Y,  Yamaoka N,  Tagawa M,  Kasahara 
N,  Terada N,  Okamura H.  Complete regression of 
human malignant mesothelioma xenografts following 
local injection of midkine promoter-driven oncolytic 
adenovirus.  J Gene Med 2010;12:681-92.

Okimura A,  Terada N,  Hata M,  Kawahara K,  Iwasaki 
T,  Oota M,  Hirano H.  Expression of adhesione 
molecules and transforming growth factor-b in 
pleomorphic carcinomas of the lung.  Oncol Lett 
2010;1:959-66.

Yamanegi K,  Yamane J,  Kobayashi K,  Kato-Kogoe 
N,  Ohyama H,  Nakasho K,  Yamada N,  Hata M,  
Nishioka T,  Fukunaga S,  Futani H,  Okamura H,  
Terada N.  Sodium valproate, a histone deacetylase 
inhibitor,  augments the expression of cell-surface 
NKG2D ligands,  MICA/B,  without increasing their 
soluble forms to enhance susceptibility of human 
osteosarcoma cells to NK cell-mediated cytotoxicity.  
Oncol Rep 2010;24:1621-7.

Ohyama H ,  Hongyo H,  S imizu N,  Sh imizu Y,  
Nishimura F,  Nakagawa M,  Arai H,  Kato-Kogoe 
N,  Terada N,  Nagai A,  Takashiba S,  Kurihara H,  
Nomura Y,  Murayama Y.  Clinical and immunological 

assessment of periodontal disease in Japanese leprosy 
patients.  Jpn J Infect Dis 2010;63:427-32.

Kato-Kogoe N,  Ohyama H,  Nishimura F,  Meguro 
M,  Yoshizawa S,  Okada Y,  Nakasho K,  Yamanegi 
K,  Yamada N,  Hata M,  Higashi T,  Terada N,  
Matsushita S.  Fibroblasts stimulated via HLA-II 
molecules produce prostaglandin E（2）and regulate 
cytokine production from helper T cells.  Lab Invest 
2010;90:1747-56.

Khan SG,  Yamanegi K,  Zheng ZM,  Boyle J,  Imoto K,  
Oh KS,  Baker CC,  Gozukara E,  Metin A,  Kraemer 
KH.  XPC branch-point sequence mutations disrupt 
U2 snRNP binding resulting in abnormal pre-mRNA 
splicing in xeroderma pigmentosum patients.  Hum 
Mutat 2010;31:167-75.

Muto S,  Hata M,  Taniguchi J,  Tsuruoka S,  Moriwaki 
K,  Saitou M,  Furuse K,  Sasaki H,  Fujimura A,  
Imai M,  Kusano E,  Tsukita S,  Furuse M.  Claudin-
2-deficient mice are defective in the leaky and cation-
selective paracellular permeability properties of 
renal proximal tubules.  Proc Nat Acad Sci USA 
2010;107:8011-6.

Hata M,  Kawamoto T,  Kawai M,  Yamamoto T.  
Differential expression patterns of the tight junction-
associated proteins occludin and claudins in secretory 
and mature ameloblasts in mouse incisor.  Med Mol 
Morphol 2010;43:102-6.

［症例報告］
Tanaka N,  Hidaka S,  Yamamura M,  Ohyama H,  Urade M.  

Metastatic cutaneous carcinosarcoma to the tongue.  
Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39:1033-6.

H irano H,  Fujiwara T,  Maekawa K,  Ohkubo 
E,  Okimura A,  Kuribayasi K,  Nakano T,  Nakasho 
K,  Nishigami T.  Malignant mesothelioma of the 
peritoneum: case reports and immunohistochemical 
f indings including Ki-67 expression.  Med Mol 
Morphol 2010;43:53-9.

平野博嗣,  福田淑一,  廣田誠一,  造住誠孝,  西上隆之,  中
正恵二 ,  寺田信行.  大量吐血で発症した胃原発巨大
Gastrointestinal stromal tumorの1切除例.  診断病理 
2010;27:53-6.

杉本貴昭,  山中潤一,  岡本共弘,  中正恵二,  城大介,  藤元
治朗.  繰り返す胆道出血を伴った尾状葉局在肝細胞癌の
1例.  日本消化器外科学会雑誌 2010;43:1025-30.

三木守,  萩原勝美,  平野博嗣,  馬場智子,  中正恵二 .  
Neuroendocrine ductal carcinoma in situの1例.  日本臨
床細胞学会雑誌 2010;49:451-2.

平野博嗣,  大内佐智子,  藤澤貴史,  石原禎子,  長谷川徳子,  
石原朗雄,  西川真那,  関保道,  寺西哲也,  上山茂充,  山
根木康嗣,  大山秀樹,  中正恵二.  急激に増悪する急性
肝炎様症状を主とした多彩な症状を呈した血管内大細胞
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型B細胞リンパ腫の1剖検例.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2010;35:115-22.

■学会発表■
［国際学会］
Hirano H,  Fujiwara T,  Maekawa K,  Ohkubo E,  

Okimura A,  Kuribayasi K,  Nakano T,  Nakasho K,  
Nishigami T,  Terada N.  Malignant mesothelioma of the 
peritoneum: case reports and immunohistochemical 
f indings including Ki-67 expression. The 10th 
Internat iona l Conference of the Internat iona l 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Kizaki K,  Hashitani S,  Ohyama H.  Periodonta l 
management in a patient with thrombasthenia: a 
case report.  The 96th Annual Meeting of American 
Academy of Periodontology in Collaboration with the 
Japanese Society of Periodontology 2010.10 Hawaii

［国内学会］
大山秀樹,  小越菜保子,  西岡稔浩,  山根木康嗣,  山田直子,  

秦正樹,  中正恵二,  寺田信行.  IL-22がヒト歯根膜細胞
の石灰化ノジュール形成に及ぼす影響.  第99回日本病理
学会総会 2010.4 東京

山根木康嗣 ,  小林健太 ,  大山秀樹,  小越菜保子,  秦正
樹,  山田直子,  中正恵二,  寺田信行.  ヒストン脱アセチル
化阻害剤とDNAメチル化阻害剤の併用による抗腫瘍免
疫細胞に対する感受性増加.  第99回日本病理学会総会 
2010.4 東京

山根木康嗣,  中正恵二,  大山秀樹,  平野博嗣,  西岡稔浩,  
山田直子,  秦正樹,  小越菜保子,  宇和伸浩,  阪上雅史,  
寺田信行.  左顎下腺リンパ上皮癌と胃粘膜内癌の重複癌
の1例.  第99回日本病理学会総会 2010.4 東京

中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  平野博嗣,  西岡稔浩,  
小越菜保子,  山田直子,  秦正樹,  山中潤一,  平野公通,  
藤元治朗,  寺田信行.  慢性B型肝障害例に発生した肝細
胞癌と胆管細胞癌の重複癌の1例.  第99回日本病理学会
総会 2010.4 東京

中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  平野博嗣,  西岡稔浩,  
小越菜保子,  山田直子,  秦正樹,  山中潤一,  平野公通,  
藤元治朗,  寺田信行.  抗核抗体,抗DNA抗体陽性の慢性
C型肝障害例に発生した混合型肝癌の1例.  第99回日本
病理学会総会 2010.4 東京

中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  平野博嗣,  西岡稔浩,  
小越菜保子,  山田直子,  秦正樹,  佐々木隆士,  清水義之,  
奥山宏臣,  寺田信行.  肝,  肺に多発した類上皮血管内皮
腫の1例.  第99回日本病理学会総会 2010.4 東京

中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  平野博嗣,  西岡稔浩,  
小越菜保子,  山田直子,  秦正樹,  佐々木隆士,  清水義之,  
奥山宏臣,  寺田信行.  腹部打撲を契機に発見された女児
の膵Solid pseudopapillary neoplasmの1例.  第99回日本
病理学会総会 2010.4 東京

平野博嗣,  木崎智彦,  中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  

寺田信行.  卵巣悪性ミューラー管混合腫瘍の接着因子,  
上皮間葉転換誘導因子,  癌幹細胞マーカーの免疫組織化
学的検討.  第99回日本病理学会総会 2010.4 東京

大山秀樹.  T細胞応答性から捉えた歯周病に対する疾患
感受性の個体差に関する免疫遺伝学的研究.（学会学術
賞受賞記念講演）第53回春季日本歯周病学会学術大会 
2010.5 盛岡

橋谷進,  木﨑久美子,  蔵下舞,  大山秀樹.  造血幹細胞移植
の予後に関連する歯周疾患因子について.  第53回春季日
本歯周病学会学術大会 2010.5 盛岡

蔵下舞,  大山秀樹,  橋谷進,  木﨑久美子,  浦出雅裕.  短期
集中的な口腔衛生管理により重度白血病性歯肉炎の軽快
を見た急性骨髄性白血病患者の１症例.  第53回春季日本
歯周病学会学術大会 2010.5 盛岡

遠藤倫代,  石井理絵,  牧野頌子,  丸橋明里,  山田直子,  寺
田信行,  蓬田健太郎.  妊娠・授乳期のカルシウム制限が
離乳後の骨代謝に及ぼす影響.  第64回日本栄養・食糧学
会大会 2010.5 徳島

蓬田健太郎,  藤本寿 ,々  遠藤倫代,  山本遥菜,  山田直子,  
立石智,  乾彩子,  伊豫田奈津子,  奥野早耶,  長谷川知
美.  成長期と成熟期における生殖幹細胞の品質保証シス
テムの質的変化（Difference in quality control system 
of mammalian germinal stem cell between growth 
phase and mature phase）.  第33回日本分子生物学会 
2010.12 神戸

［地方会等］
平野博嗣,  中正恵二,  西上隆之,  寺田信行.  乳腺腫瘤の2

例.  第48回日本病理学会近畿支部学術集会 2010.2 大阪
幡野晶子,  Moesa HA,  千葉啓和,  谷口丈晃,  永家聖,  山

根木康嗣,  藤渕航.  細胞分化解析を目指した網羅的ヒト
細胞データベース「CELLPEDIA」.  第20回バイオ情報学
研究発表会 2010.3 石川

平野博嗣,  中正恵二,  山根木康嗣,  大山秀樹,  名方保夫,  
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海邉展明,  山下英孝,  花山寛之,  辻村亨,  笹子三津留.  
ヒト胃がん組織kと腹膜播種組織におけるEMT array解
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本友寛,  海邉展明,  山下英孝,  花山寛之,  辻村亨,  笹子
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彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  志方敏幸,  辻村亨,  廣田
省三.  晩期放射線性直腸炎の動物実験モデル作成と病
理組織学的検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 
2010.11 千葉

山本格士,  鳥居良貴,  糸山雅子,  塚本吉胤,  廣田誠一,  辻
村亨.  早期胸膜中皮腫の胸水細胞像と術中捺印細胞像と
の比較.  第49回日本臨床細胞学会秋期大会 2010.11 神
戸

［地方会等］ 
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大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一.  4年間の
経過観察中に発症した早期悪性胸膜中皮腫の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪
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〔基礎医学系学科目〕
Basic Medicine Subject

医学教育学
Medicine Education

■学会発表■
［国内学会］
稲森里江子,  小田進幸,  成瀬均,  鈴木敬一郎.  傾聴トレー

ニング「聴くトレ」の導入と効果−社会的スキル尺度（Kiss-
18）を指標として−.  第42回日本医学教育学会大会 2010.7 
東京
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〔臨床医学系講座〕
Clinical Medicine Seminars

内科学
Internal Medicine

循環器内科
Cardiovascular Medicine

■著書■
増山理.  大動脈弁膜症.  山口徹,  北原光夫,  福井次矢  編.  

今日の治療指針2010年版.  東京:医学書院, 2010:329-30.
合田亜希子,  増山理.  感染性心内膜炎.  堀正二,  永井良

三  編.  循環器疾患最新の治療2010-2011.  東京:南江堂, 
2010:165-9.

辻野健  著.  増山理  監.  これでわかる高血圧外来診療−は
じめて外来に出る前に読む本.  東京:南江堂, 2010．

中坊亜由美,  増山理.  ストレインを活用する.  北風政史  編.  
診療に活かす心機能評価.  東京:羊土社, 2010:120-5．

増山理.  肥大型心筋症.  金澤一郎,  永井良三  総編.  今日
の診断指針.  第6版.  東京:医学書院, 2010:855-9．

辻野健,  増山理.  利尿薬.  服部隆一  編.  循環器の基本薬
を使いこなす.  東京:文光堂, 2010:53-9．

峰隆直.  その他の上室性頻拍（洞結節リエントリー他）.  小
室一成  監,  奥山裕司  編.  カテーテルアブレーションの
真髄.  東京:中外医学社, 2010:144-60.

合田亜希子.  心臓超音波（心エコー）検査.  松田暉,  萩原
俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  
東京:南江堂, 2010:129-33.

川端正明,  増山理.  収縮性心膜炎.  筒井裕之  編.  患者
抄録で究める循環器病シリーズ3 心不全.  東京:羊土社, 
2010:291-5.

増山理  分担編.  1.循環器系の症状・徴候,  2.循環器系疾
患.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  
編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:136-203.

峰隆直 .  1.循環器系の症状・徴候（A.失神・立ちくらみ,  
D.動悸）.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林
直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:136-7, 143-5.

合田亜希子.  チアノーゼ.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 
2010:138-9.

内藤由朗 .   1 .循環器系の症状・徴候（E.血圧上昇・低
下,  F.起立性低血圧）.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 
2010:145-8.

峰隆直.  不整脈.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久
美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:149-
55.

藤井健一.  2.循環器系疾患（B.狭心症,  C.急性心筋梗塞）.  
松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  
疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂,  2010:155-62.

川端正明.  後天性弁膜症.  松田暉,  荻原俊男,  難波光

義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 
2010:169-72.

内藤由朗.  2.循環器系疾患（J.高血圧症,  K.低血圧症）.  松
田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾
病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:184-9.

川﨑大三 .  2 .循環器系疾患（M.下肢閉塞性動脈硬化症,  
N.バージャー病（閉塞性血栓血管炎））.  松田暉,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東
京:南江堂, 2010:193-6.

合田亜希子.  2.循環器系疾患（Q.血栓性静脈炎・深部静脈
血栓症・下肢静脈瘤,  R.リンパ管炎・リンパ節炎,  S.リンパ
浮腫）.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直
子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:200-3.

内藤由朗,  増山理.  心不全における貧血.  筒井裕之  編.  
循環器臨床サピア7  CKDと心血管病を理解する.  東京:
中山書店, 2010:179-81.

■学術論文■
［総説］
増山理 .  専門技師の認定制度ガイドVol.2超音波検査士.  

Innervision 2010;25:41-2.
中坊亜由美,  岡克己,  増山理.  心エコーと心臓MRI.  心エ

コー 2010;11:188-94．
合田亜希子,  増山理.  超音波画像診断による評価法の進

歩.  医学のあゆみ 2010;232:436-41.
増山理.  診断  心エコー図による心筋虚血の新しい診断法.  

心臓 2010;42:414-5.
江口明世,  増山理.  大動脈弁狭窄症.  心エコー 2010;11:356-

66.
合田亜希子,  増山理.  E/E`は拡張末期圧を示す指標として

信頼できるか  心房細動ではどうか.  心エコー 2010;11: 
470-80.

増山理.  心エコー図による心筋虚血の診断.  心臓 2010;42: 
599.

増山理.  心筋イメージングによる心筋虚血の可視化.  心臓 
2010;42:600-5.

中坊亜由美,  合田亜希子,  増山理.  僧帽弁膜疾患.  内科 
2010;105:1155-9.

中坊亜由美,  合田亜希子,  増山理.  心臓超音波検査.  綜合
臨牀 2010;59:1739-44.

廣谷信一,  増山理.  心不全における使い方.  Heart View 
2010;14（12,増刊）:120-4.

増山理 .   拡張期心不全の診断と治療.  日本医事新報 
2010;4517:46-50.

［原著］
Matsumoto M,  Tsujino T,  Lee-Kawabata M,  Naito 

Y,  Akahori H,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  Tomosugi 
N,  Masuyama T.  Iron regulatory hormone hepcidin 
decreases in chronic heart failure patients with 
anemia.  Circ J 2010;74:301-6.

Yamamoto K,  Yamamoto H,  Yoshida K,  Kisanuki 
A,  Hirano Y,  Ohte N,  Akasaka T,  Takeuchi 
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おける動脈硬化危険因子の保有率.  第58回日本心臓病学
会学術集会 2010.9 東京

中聡夫,  赤神隆文,  土居隆,  佐古田剛,  増山理,  大柳光
正.  スタチンで管理不十分な脂質異常症例に対するエゼ
チマイブ・フィブラート系薬併用療法の効果と安全性にお
ける検討.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

赤神隆文,  佐古田剛,  中聡夫,  土居隆,  大柳光正,  辻野
健,  増山理.  インターロイキン18（IL-18）,  エンドセリン1
およびアルドステロンによる血管平滑筋細胞老化はRhoキ
ナーゼおよびPPAR依存性経路を介する.  第58回日本心
臓病学会学術集会 2010.9 東京

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  正木充,  吉田千佳
子,  江口明世,  澤田悠,  廣谷信一,  川端正明,  辻野健,  
増山理.  心疾患を伴わない肺高血圧症の背景因子につい
ての検討.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

大塚美里,  合田亜希子,  中坊亜由美,  吉田千佳子,  江口
明世,  澤田悠,  川端正明,  増山理.  未治療高血圧症例
における左室後壁の動きから評価した降圧治療前後の左
室スティフネスの変化.  第58回日本心臓病学会学術集会 
2010.9 東京

増山理.  利尿薬の使い方. （教育講演）第14回日本心不全
学会学術集会 2010.10 東京

Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Matsumoto M,  Eguchi 
A,  Sasaki N,  Kawabata M,  Masuyama T.  Long term 
administration of atorvastatin improves LV diastolic 
function in diastolic heart failure model of  dahl salt-

sensitive rats.  第14回日本心不全学会学術集会 2010.10 
東京

Yoshida C,  Lee-Kawabata M,  Goda A,  Otsuka M,  
Nakaboh A,  Eguchi A,  Sawada H,  Hirotani S,  Tsujino 
T,  Masuyama T.  Addition of statins enhances benefits 
of cardiac rehabilitation in terms of left ventricular 
diastolic function.  第14回日本心不全学会学術集会 
2010.10 東京

佐々木尚子,  松本実佳,  内藤由朗,  赤堀宏州,  増山理,  辻
野健.  鉄制限は2型糖尿病モデルラットの早期腎症発症
を予防する.  第33回日本高血圧学会総会 2010.10 福岡

赤堀宏州,  辻野健,  内藤由朗,  松本実佳,  江口明世,  佐々
木尚子,  川端正明,  増山理.  アトロバスタチンは血圧非依
存的にダール食塩感受性高血圧ラット拡張モデルの心拡
張能を改善する.  第33回日本高血圧学会総会 2010.10 福
岡

内藤由朗,  辻野健,  澤田悠,  赤堀宏州,  大柳光正,  増山
理.  ダール食塩感受性ラットにおける腸管鉄吸収蛋白の
発現異常.  第33回日本高血圧学会総会 2010.10 福岡

［地方会等］
小谷健.  創部感染によりCRT-Dアラートシステムが作動した

1例.  第109回日本循環器学会近畿地方会 2010.6 大阪
増山理 .  慢性心不全における効果的な薬物療法. （教育

セッション）第217回日本循環器学会関東甲信越地方会 
2010.9 東京

由利幸久,  江口明世,  中坊亜由美,  廣谷信一,  内藤由朗,  
川端正明,  増山理.  心拍数からβ遮断薬導入の成否を判
断し得た１例.  第192回日本内科学会近畿地方会 2010.9 
大阪

真鍋恵理,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  大塚美
里,  正木充,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  増山理,  
吉岡良晃,  宮本裕治.  大動脈弁に腫瘍性病変を認めた大
動脈弁狭窄症の1例.  第110回日本循環器学会近畿地方会 
2010.11 京都

小谷健,  峰隆直,  濱岡守,  川端正明,  増山理,  大柳光正.  
持続性心房細動にアミオダロンが有効であった1例.  第
110回日本循環器学会近畿地方会 2010.11 京都

柴田英輔,  江口明世,  廣谷信一,  川端正明,  増山理.  右心
房内浮遊血栓により肺動脈塞栓症をきたした1例.  第110
回日本循環器学会近畿地方会 2010.11 京都

西山真知子,  川﨑大三,  福永匡史,  藤井健一,  川端正明,  
増山理,  舛谷元丸,  大柳光正.  水泳後に生じた左上肢腫
脹の1例.  第110回日本循環器学会近畿地方会 2010.11 京
都

斎田天,  廣谷信一,  岩破俊博,  内藤由朗,  江口明世,  川端
正明,  増山理.  睡眠時無呼吸症候群（SAS）により腎不
全悪化を来した１例.  第193回日本内科学会近畿地方会 
2010.12 神戸

安部真希子,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  正木
充,  中聡夫,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  増山理.  
微小脳出血を伴った感染性心内膜炎の１例.  第193回日
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本内科学会近畿地方会 2010.12 神戸
［研究会・講演会等］
金森徹三,  大柳光正,  峰隆直,  濱岡守,  増山理.  リードの

損傷によりリードのdislodgementを認めた1例.  第2回植
込みデバイス関連冬季大会 2010.2 東京

小谷健,  峰隆直,  濱岡守,  大柳光正,  増山理.  通電中に心
室性期外収縮の頻発を伴った左室下壁起源特発性心室
性期外収縮の1例.  第22回カテーテル・アブレーション委
員会公開研究会 2010.10 東京

峰隆直,  小谷健,  濱岡守,  大柳光正,  増山理.  三尖弁輪前
側壁に副伝導路を有した左室壁運動低下を伴うWPW症
候群の1例.  第22回カテーテル・アブレーション委員会公
開研究会 2010.10 東京

■その他■
増山理 .  生活習慣病と動脈硬化症,  高血圧.  Hearts 

2010;2:7-8.
増山理.  Challenges in heart failure:part success.  篠

山重威  編.  AHA Highlight 2009.  東京:協和企画, 
2010:66-8.

峰隆直,  増山理.  貴方も名医.  Clinic Magazine 2010;488:38.
峰隆直,  増山理.  貴方も名医.  Clinic Magazine 2010;488:72-

3.
江口明世.  高血圧治療による左室内腔形態の改善ではPAC

が低下.  第32回日本高血圧学会総会記録集 2010:11．
増山理.  アゾセミドは利尿作用に伴うQOLへの影響が小さ

い薬剤です.  増山理  監.  Dianavi 4.  東京:メディカルトリ
ビューン, 2010.

増山理.  Book Review.  内科 2010;106:152.
澤田悠,  内藤由朗,  江口明世,  土居隆,  中聡夫,  高橋敬

子,  舛谷元丸,  藤井健一,  川端正明,  大柳光正,  増山
理.  診断に苦慮した心筋炎の1例.  Osaka Heart Club 
2010;34:5-8.

内藤由朗.  大動脈弁狭窄症発症・進展における炎症の役割.  
Osaka Heart Club 2010;34:13-5.

冠疾患科
Coronary Heart Disease

■著書■
大柳光正.  手にとるようにわかる循環器・救急医のための心

電図の症例集.  東京:ベクトルコア, 2010.
佐古田剛.  胸痛.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  

林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:140-3.
佐古田剛.  心不全（急性,  慢性）.  松田暉,  荻原俊男,  難

波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:
南江堂, 2010:162-6.

■学術論文■
［原著］
Matsumoto M,  Tsujino T,  Lee-Kawabata M,  Naito 

Y,  Akahori H,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  Tomosugi 

N,  Masuyama T.  Iron regulatory hormone hepcidin 
decreases in chronic heart failure patients with 
anemia.  Circ J 2010;74:301-6.

Naito Y,  Tsujino T,  Wakabayashi K,  Matsumoto M,  
Ohyanagi M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota 
S,  Okamura H,  Masuyama T.  Increased interleukin-18 
expression in nonrheumatic aortic valve stenosis.  Int 
J Cardiol 2010;144:260-3.

Ishiko K,  Sakoda T,  Akagami T,  Naka T,  Doi T,  Tsujino 
T,  Masuyama T,  Ohyanagi M.  Hyperglycemia induced 
cell growth and gene expression via the serum 
response element through RhoA and Rho-kinase 
in vascular smooth muscle cells.  Prep Biochem 
Biotechnol 2010;40:139-51.

Fujii K,  Kawasaki D,  Masutani M,  Okumura T,  Akagami 
T,  Sakoda T,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama 
T.  OCT assessment of thin-cap f ibroatheroma 
distribution in native coronary arteries.  JACC 
Cardiovasc Imaging 2010;3:168-75.

Naito Y,  Tsujino T,  Akahori H,  Ohyanagi M,  Mitsuno M,  
Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota S,  Masuyama T.  Increase 
in tissue and circulating pentraxin3 levels in patients 
with aortic valve stenosis.  Am Heart J 2010;160:685-
91.

Naito Y,  Tsujino T,  Akahori H,  Matsumoto M,  Ohyanagi 
M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Masuyama T.  Increased 
serum neopterin in patients with nonrheumatic aortic 
valve stenosis.  Int J Cardiol 2010;145:360-1.

Naito Y,  Tsujino T,  Akahori H,  Ohyanagi M,  Mitsuno M,  
Miyamoto Y,  Masuyama T.  Augmented cannabinoid 
receptors expression in human aortic valve stenosis.  
Int J Cardiol 2010;145:535-7.

Matsumoto M,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  Naito Y,  
Ezumi A,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  Shimomura I,  
Masuyama T.  Decrease in serum adiponectin levels 
in response to treatment predicts good prognosis in 
acute decompensated heart failure.  J Clin Hypertens

（Greenwich） 2010;12:900-4.
Kawasaki D,  Fujii K,  Fukunaga M,  Fujii N,  Masutani M,  

Kawabata ML,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  
Preprocedural evaluation and endovascular treatment 
of iliofemoral artery disease without contrast media 
for patients with pre-existing renal insufficiency.  Circ 
J 2010;75:179-84.

Matsumoto M,  Tsujino T,  Lee-Kawabata M,  Naito 
Y,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  Masuyama T.  Serum 
interleukin-6 and C-reactive protein are markedly 
elevated in acute decompensated heart fa i lure 
patients with left ventricular systolic dysfunction.  
Cytokine 2010;49:264-8.

中村浩彰,  峰隆直,  濱岡守,  金森徹三,  大柳光正,  増
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山理 .   洞不全症候群における電気生理学的検査と
Rubenstein分類による心室ペーシング比率の検討.  日本
心臓病学会誌 2010;5:1-5．

［症例報告］
小谷健,  峰隆直,  大柳光正,  増山理.  塩酸アミオダロンの

長期服用が有効であった持続性心房細動の１例.  兵庫医
科大学医学会雑誌 2010;35:111-4.

■学会発表■
［国際学会］
Fukunaga M,  Fujii K,  Kawasaki D,  Akahori H,  Oka 

K,  Masutani M,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  Masuyama 
T. The impact of pravastat in pretreatment on 
periprocedural microcirculatory damage in patients 
undergoing percutaneous coronary intervention.  
American Col lege of Cardiology 59th Annua l 
Scientific Session 2010（ACC2010） 2010.3 Atlanta

Mine T,  Hamaoka M,  Kanemori T,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Hemodynamic effects of purkinje 
potential pacing in left ventricular endocardium in 
patients with advanced heart failure.  Heart Rhythm 
Society 2010 31st Annual Session 2010.5 Denver

Doi T,  Sakoda T,  Akagami T,  Naka T,  Tsujino T,  
Masuyama T,  Ohyanagi M.  PPARagonists attenuated 
lept in induces endothel in-1-Ryo /Rho-k inase-
interleukin -18pathway in cardiomyocytes.  Heart 
Failure Congress 2010 2010.5 Berlin

Naka T,  Yoshida C,  Akagami T,  Doi T,  Takahashi 
K,  Masutani M,  Sakoda T,  Tsujino T,  Masuyama T,  
Ohyanagi M.  Effect of bisoprolol and carvedilol on 
glycemic control and exercise intolerance in patients 
with chronic heart failure.  Heart Failure Congress 
2010 2010.5 Berlin

Akagami T,  Ohyanagi M,  Sakoda T,  Naka T,  Doi T.  
Interleukin-18（IL-18）,  endothline-1 and aldosterone 
induce smooth muscle senescencevia Rho/Rho-
kinase-and PPAR-dependent pathway.  Heart Failure 
Congress 2010 2010.5 Berlin

Doi T,  Sakoda T,  Akagami T,  Naka T,  Tsujino 
T,  Masuyama T,  Ohyanagi M.  Lept in induced 
interleukin-18 via endothelin-1Rho/Rho-kinase-PPAR/
NF-KB pathway in cardiomyocytes.  Internatilnal 
Academy of Cardiology 15th World Congress on 
Heart Disease Annual Scientif ic Session 2010.7 
Vancouver

Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Matsumoto M,  Yoshida 
C,  Wakabayashi K,  Lee-Kawabata M,  Sakoda T,  
Ohyanagi M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Masuyama 
T.  Intraleaflet hemorrhage is associated with rapid 
progression of degenerative aortic valve stenosis.  
American Heart Association Scientific Sessions 2010

（AHA2010） 2010.11 Chicago

Fujii K,  Kawasaki D,  Akahori H,  Nakata T,  Fukunaga M,  
Sawada H,  Masutani M,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  
Ohyanagi M,  Masuyama T.  Association of endothelium-
dependent coronary vasomotor response and neointimal 
coverage of zotarolimus-eluting stents three months 
after implantaion.  American Heart Association 
Scientific Sessions 2010（AHA2010） 2010.11 Chicago

［国内学会］
Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Matsumoto M,  Akagami 

T,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  
Hao H,  Hirota S.  Intraleaflet hemorrhage associates 
with rapid progression of aortic valve stenosis.  第74回
日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Kawasaki D,  Fuji i K ,  Fukunaga M ,  Akahori H ,  
Masutani M,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Intervascular ultrasound-guided 
endovascular treatment without use of contrast 
media for occlusive and stenotic lesions of lower limb 
arteries.  第74回日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 
京都

Fujii K,  Kawasaki D,  Oka K,  Akahori H,  Fukunaga M,  
Masutani M,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Effect of atorvastatin on the stability 
of thin-cap fibroatheroma: a three-vessel optical 
coherence tomography and intravascular ultrasound 
study.  第74回日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京
都

Kawasaki D,  Fujii K,  Fukunaga M,  Akahori H,  Oka K,  
Lee-Kawabata M,  Masutani M,  Tsujino T,  Ohyanagi M,  
Masuyama T.  Comparison of endluminal angioplasty 
and subintimal angioplasty for the treatment of 
femoropopliteal occlusive disease:1-Year outcomes.  第
74回日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Hamaoka M,  Mine T,  Oka K,  Ohyanagi M,  Masuyama 
T.  Morphological reverse remodeling on atrium after 
catheter ablation for atrial fibrillation.  第74回日本循環
器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Hamaoka M,  Mine T,  Kanemori T,  Ohyanag i M ,  
Masuyama T.  Hemodynamic effects of purkinje 
potential pacing in left ventricular endocardium in 
patients with advanced heart failure.  第74回日本循環
器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Kanemori T,  Mine T,  Hamaoka M,  Ohyanag i M ,  
Masuyama T.  Transverse conduction property of the 
upper crista terminalis in patients with atrial flutter 
with the use of noncontact mapping system.  第74回日
本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

濱岡守,  峰隆直,  岡克己,  増山理,  金森徹三,  大柳光正.  
発作性心房細動と持続性および慢性心房細動患者におけ
る左房形態学的変化の特徴.  第25回日本不整脈学会学
術大会 2010.6 名古屋
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中聡夫,  吉田千佳子,  高橋敬子,  佐古田剛,  増山理,  大柳
光正.  心筋虚血が明らかでない冠動脈狭窄に対する冠動
脈インターベンション（PCI）と運動耐容能との関連.  第
16回日本心臓リハビリテーション学会 2010.7 鹿児島

Akagami T,  Sakoda T,  Naka T,  Doi T,  Ohyanagi M.  
Interleukin-18（IL-18）,  endothline-1 and aldosterone 
induce smooth muscle senescence via Rho/Rho-kinase 
and PPAR-dependent pathways.  第42回日本動脈硬化
学会総会・学術集会 2010.7 岐阜

舛谷元丸.  Tapering,  0.010ガイドワイヤーの種類と操作法. 
（Technical lecture）第19回日本心血管インターベンショ
ン治療学会 2010.8 仙台

舛谷元丸.  TRIによるステント留置のメリット. （教育セッ
ション）第19回日本心血管インターベンション治療学会 
2010.8 仙台

Fujii K,  Kawasaki D,  Akahori H,  Nakata T,  Fukunaga 
M,  Sawada H,  Sumiyoshi A,  Masutani M,  Ohyanagi 
M,  Masuyama T.  Association of coronary vasomotor 
response and neointimal coverage of zotarolimus-
eluting stents at 3 months after implantation.  第19回
日本心血管インターベンション治療学会 2010.8 仙台

Kawasaki D,  Fujii K,  Fukunaga M,  Masutani M,  
Kawabata M,  Masuyama T.  Intervascular ultrasound 
guided endovascular therapy in combination with 
carbon dioxide digital subtraction arteriography for 
patients with chronic renal insufficiency.  第19回日本
心血管インターベンション治療学会 2010.8 仙台

Sumiyoshi A,  Kawasaki D,  Fukunaga M,  Fujii K,  
Masutani M,  Kawabata M,  Masuyama T.  Endovascular 
PTFE-covered stent for treatment of a popliteal 
artery pseudoaneurysm after endovascular therapy:a 
rare complication.  第19回日本心血管インターベンション
治療学会 2010.8 仙台

Fukunaga M,  Fujii K,  Kawasaki D,  Akahori H,  Nakata 
T,  Sawada H,  Sumiyoshi A,  Masutani M,  Ohyanagi M,  
Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama T.  The impact of 
balloon inflation time on expansion and apposition of 
zotarolimus-eluting stent.  第19回日本心血管インターベ
ンション治療学会 2010.8 仙台

福永匡史,  藤井健一,  川﨑大三,  赤堀宏州,  名方剛,  澤
田悠,  住吉晃典,  舛谷元丸,  大柳光正,  川端正明,  辻野
健,  増山理.  ゾタロリムスステント留置時のバルーン拡張
時間がステントの拡張及び圧着度に与える影響に関する
検討.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

藤井健一,  岩破俊博,  土居隆,  奥村隆啓,  福永匡史,  川端
正明,  佐古田剛,  辻野健,  大柳光正,  増山理.  急性心原
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和幸,  福武勝幸.  血液製剤によるHIV感染者の調査成績
第1報  CD4値,  HIV-RNA量と治療の現状と推移.  第24
回日本エイズ学会 2010.11 東京

日笠聡.  第24回日本エイズ学会臨床分野のまとめ. （ラパト
アセッション）第24回日本エイズ学会 2010.11 東京

［地方会等］
日笠聡.  HIV感染症・AIDS治療の現状と今後.  第31回日本

病院薬剤師会近畿学術大会 2010.1 京都
滿保直美,  佐竹敦志,  徳川多津子,  加藤るり,  井上貴之,  

谷口享子,  海田勝仁,  吉原哲,  藤岡龍哉,  玉置広哉,  池
亀和博,  岡田昌也,  相馬俊裕,  小川啓恭.  巨大脾腫と
汎血球減少で発症したSplenic marginal zone B-cell 
lymphoma（SMZL）の一例.  第93回近畿血液学地方会 
2010.6 大阪

平井幸雄,  吉原哲,  海田勝仁,  谷口享子,  石川貴巳,  井上
貴之,  加藤るり,  池亀和博,  岡田昌也,  相馬俊裕,  小川
啓恭.  HLA不適合骨髄移植後に脊髄炎,  髄外再発をき
たし,  HLA不適合再移植の施行によりいずれも寛解を維
持している一例.  第94回近畿血液学地方会 2010.11 滋賀

［科学研究費等班会議］
吉原哲,  小川啓恭.  新移植技術（灌流法＋骨髄内骨髄移

植法）の臨床応用に向けて.  厚生労働科学研究費補助金  
疾病・障害対策研究分野  免疫アレルギー疾患等予防・治
療研究事業「新しい造血幹細胞移植技術の開発に関する
研究」班平成21年度第2回班会議 2010.1 東京

岡田昌也,  吉原哲,  池亀和博,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  骨髄
内臍帯血ミニ移植.  厚生労働科学研究費補助金  疾病・
障害対策研究分野  免疫アレルギー疾患等予防・治療研
究事業「臍帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高度化
と安全性確保に関する研究」班平成21年度第2回班会議 
2010.1 東京

池亀和博,  吉原哲,  小川啓恭.  HLA半合致ミニ移植にお
けるゼットブリン®2mg/kg×4daysと,  サイモグロブリン
®1mg/kg×4days（or3days）の,  リンパ球分画別回復の
比較．「同種造血幹細胞移植成績の一元化登録と国際間
の共有およびドナーとレシピエントのQOLを視野に入れ
た成績の向上に関する研究」班平成21年度第2回班会議 
2010.1 東京

吉原哲,  池亀和博,  吉田喬,  小川啓恭.  血縁者間HLA半
合致ミニ移植,  難治性GVHDに対する少量ATG療法. 

「同種造血幹細胞移植成績の一元化登録と国際間の共
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有およびドナーとレシピエントのQOLを視野に入れた成績
の向上に関する研究」班平成21年度第2回班会議 2010.1 
東京

岡田昌也,  吉原哲,  池亀和博,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  当
科における「骨髄内臍帯血ミニ移植」臨床Ⅰ相試験結果. 

「臍帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高度化と安全
性確保に関する研究」班平成22年度第1回班会議 2010.7

池亀和博.  血縁HLA半合致ミニ移植臨床試験の進捗状況
と関連事項. 「同種造血幹細胞移植成績の一元化登録と
国際間の共有およびドナーとレシピエントのQOLを視野に
入れた成績の向上に関する研究」班平成22年度第1回班
会議 2010.7 愛知

［研究会・講演会等］
日笠聡.  血友病の基礎と止血管理について.  北海道エイズ

ブロック拠点病院講演会 2010.1 札幌
吉原哲,  小川啓恭.  新移植技術の臨床応用に向けて.  第5

回骨髄内骨髄移植研究会 2010.2 浜松
小川啓恭.  日常診療の進め方  日々のスキルアップを目指

して「血液疾患」.  兵庫県医師会第53回学術セミナー 
2010.2 神戸

岡田昌也.  臍帯血移植について.  第20回近畿臨床検査技師
会血液検査部門研修会 2010.3 神戸

岡田昌也.  血液疾患における鉄過剰症−当科での経験−.  
第10回血液細胞療法フォーラム 2010.3 大阪

日笠聡.  後天性血友病の診断と治療.  第6回東海北陸ヘモ
フィリアセミナー 2010.3 名古屋

日笠聡.  HIV感染症・AIDS治療の現状と今後.  平成21年
度奈良県エイズ拠点病院研修会 2010.3 橿原

池亀和博.  血縁HLA不適合移植と移植前後の問題.  第17
回クリニカル・ヘマトオンコロジー・セミナー 2010.5 小倉

小川啓恭.  造血器悪性腫瘍に対するHLA不適合移植の
現在と未来. （基調講演）第4回HLA不適合移植研究会 
2010.5 愛媛

小川啓恭.  unmanipulated HLA-haploidentical stem cell 
transplantat ion.  白血病化学療法と造血幹細胞移植 
2010.6 成都

若杉樹史,  森下慎一郎,  眞渕敏,  澤田暁宏,  日笠聡,  道免
和久.  成人血友病性股関節症における全人工関節置換
術後の一症例の理学療法.  第6回阪神ヘモフィリア研究会 
2010.6 大阪

小川啓恭.  T細胞非除去HLA不適合移植.  第13回JACLS
セミナー 2010.7 舞子

日笠聡.  後天性血友病の診断と治療.  第20回南近畿血液病
フォーラム 2010.7 大阪

日笠聡.  関西におけるHIV診療の課題.  関西HIV臨床カン
ファレンス15周年記念講演会 2010.7 大阪

澤田暁宏,  日笠聡,  徳川多津子,  小川啓恭,  志賀純子,  中
田壮一.  ステロイドが著効した後天性血友病Aの1症例.  
関西血友病治療研究会 2010.7 大阪

吉原哲.  T細胞非除去HLA不一致移植.  第2回Global and 
new insight into HSCT研究会 2010.7 東京

日笠聡.  兵庫医大におけるTTP治療の実際.  TTPと抗血
小板療法に関する学術講演 2010.8 奈良

小川啓恭.  T細胞非除去HLA不適合移植.  第45回神戸血
液病研究会 2010.10 神戸

小川啓恭.  T細胞非除去HLA不適合移植.  第26回福井造
血幹細胞移植研究会 2010.10 福井

日笠聡.  後天性血友病の診断と治療.  第5回日本血栓止血
学会学術標準化委員会シンポジウム 2010.10 東京

玉置広哉.  HLA半合致移植後のウイルス感染.  第11回血液
細胞療法フォーラム 2010.10 大阪

日笠聡.  HIV診療の過去,  現在,  そして未来.  第15回山口
HIVカンファレンス講演会 2010.10 山口

小川啓恭.  T細胞非除去HLA不適合移植.  第67回山陰血
液同好会 2010.11 米子

日笠聡.  HIV/AIDSの現状と検査について.  和歌山県エイ
ズ対策研究会 2010.11 和歌山

日笠聡.  HIV,  AIDSの診断と治療の概要.  認定看護師教
育課程「感染管理」 2010.11 神戸

■ その他■
Inoue T,  Ikegame K,  Yoshihara S,  Kaida K,  Taniguchi K,  

Tamaki H,  Fujioka T,  Okada M,  Kato R,  Yamamoto Y,  
Soma T,  Ogawa H.  Mechanism of marked reduction in 
the severity of graft-versus-host disease by reduced-
intensity conditioning in murine MHC-Haploidentical 
BMT Model.  Blood ASH Annual Meeting Abstract 
2010;116 Abstract 4707.

日笠聡.  血友病の基礎と止血管理.  北海道大学医学部講
演会 2010.1 札幌

日笠聡.  薬害エイズについて.  バクスター株式会社MR社内
勉強会 2010.1 大阪

日笠聡.  血友病の基礎講座.  ワイス株式会社社内講演会 
2010.2 大阪

池亀和博 .  HLA半合致移植について.  第4回Vir tua l 
Meet ing of Young Stem Cel l Transplantat ion 
Physicians 2010.3 東京

日笠聡.  薬害エイズについて.  バクスター株式会社MR社内
勉強会 2010.4 東京

日笠聡.  血友病の臨床症状.  Web Stream Hemophilia 
Seminar 2010.4 神戸

吉原哲.  Experience of allogeneic hematopoietic cell 
transplantation.  Thymoglobuline HSCT Meeting 
2010.4 大阪

谷口享子.  HLA半合致移植の可能性−紹介元病院と移
植病院の連携を含めて−.  第12回血液疾患を考える会 
2010.6 神戸

日笠聡.  薬害エイズ.  和歌山県立医科大学医療社会科学講
義 2010.6 和歌山

日笠聡.  性感染症予防について.  兵庫県立西宮香風高等学
校講義 2010.7 西宮

池亀和博.  進行期血液疾患に対する血縁HLA半合致移植.  
北信血液セミナー 2010.7 長野
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吉原哲.  最近の造血細胞移植について.  ジェンザイム・ジャ
パン株式会社社内勉強会 2010.7 岡山

日笠聡 .   血友病のAg i ng c a re．Per sp e c t ive s on 
Hemophilia Treatment 2010.9 東京

池亀和博.  症例カンファ.  第3回造血細胞移植レジデント勉
強会 2010.9 東京　

岡田昌也.  慢性期慢性骨髄性白血病について.  ブリストル・
マイヤーズ株式会社白血病治療社内講演会 2010.9 神戸

岡田昌也.  Ph＋ALL治療について.  第1回中四国血液疾患治
療研究会 2010.9 岡山

谷口享子.  ボルテゾミフの心アミロイドへの効果.  Myeloma 
Forum in Kobe With Dr.Jagannath 2010.9 神戸

日笠聡 .  I ntroduct ion．Team Hemophi l ia of New 
Generation for Excellent Tomorrow 2010.10 大阪

日笠聡.  HIV感染症AIDS治療の現状と今後.  ヤンセン
ファーマ社内勉強会 2010.10 東京

日笠聡.  血友病患者の加齢に伴う諸問題.  大阪HIV薬害訴
訟原告団関東医療等相談会 2010.10 東京

日笠聡.  血友病のAging care. 「血友病患者さんのaging 
care」に関する講習会 2010.10 大阪

日笠聡.  HIV感染症・AIDS治療の現状と予防.  HIV・STI
予防啓発キャンペーン市民公開講座 2010.10 東京

池亀和博.  造血幹細胞移植時のソースの選択.  第11回今後
の移植医療を考える九州若手の会 2010.10 福岡

日笠聡.  性感染症予防について.  神戸龍谷高等学校講義 
2010.11 神戸

日笠聡.  FEIBA Inhibitor Entry（FINE）中間集計解析.  
Perspective on Hemophilia Treatment  インヒビター治
療を考える 2010.11 東京

池亀和博.  再発に対する再移植について.  第5回Virtual 
Meeting of Young Stem Cell Transplant Physicians 
2010.11 福岡

海田勝仁.  造血幹細胞移植における母子間免疫応答の意
義.  Meet The Specialist Forum 2010.11 大阪

日笠聡.  HIV感染症・AIDSの現状と予防について.  兵庫県
臨床検査技師会HIV・STI予防摘発キャンペーン市民公
開講座 2010.12 神戸

日笠聡.  高齢化を迎える血友病①.  Cross Heart 2010;24:1.
日笠聡.  高齢化を迎える血友病②.  Cross Heart 2010;25:1.
日笠聡 .   最新の医療はエイズにどう取り組んでいるか  

MASH大阪 編.  男とセックスする男のためのAIDS＆
LIFEガイドブック.  MASH大阪 2010;8:8-9.

日笠聡.  高齢化を迎える血友病③.  Cross Heart 2010;26:1.
日笠聡,  天野景裕.  在宅自己注射チェックシート.  ヘモフィ

リア在宅治療支援プログラム委員会 2010
日笠聡.  高齢化を迎える血友病④.  Cross Heart 2010;27:1.

リウマチ・膠原病科
Rheumatology

■著書■
佐野統  編.  NSAIDsの選び方・使い方ハンドブック.  東京:

羊土社, 2010.
佐野統.  非ステロイド性抗炎症薬.  三森経世  編.  リウマ

チ・膠原病内科クリニカルスタンダード.  第1版.  東京:文光
堂, 2010:212-7.

佐野統.  膠原病および類縁疾患（A.膠原病総論,  B.関節リ
ウマチ）.  松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林
直子  総編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 2010:312-20.

■学術論文■
［総説］
橋本尚明,  佐野統.  シェーグレン症候群の自己抗体.  リウ

マチ科 2010;43:233-8.
佐野統,  北野将康,  関口昌弘,  常見幸,  岩崎剛.  プロスタ

グランジン.  日本臨牀 2010;68（増刊5）:85-92.
佐野統 .  NSAIDを使うタイミングと注意点.  Modern 

Physician 2010;30:1034-41.
東直人,  佐野統.  ステロイドの功罪.  治療学 2010;44:1118-

22.
佐野統.  プロスタグランジンと炎症制御.  最新医学 2010;65: 

2404-15.
［原著］
Kuroda-Morimoto M,  Tanaka H,  Hayashi N,  Nakahira 

M,  Imai Y,  Imamura M,  Yasuda K,  Yumikura-
Futatsugi S,  Matsui K,  Nakashima T,  Sugimura 
K,  Tsutsui H,  Sano H,  Nakanishi K.  Contribution of 
IL-18 to eosinophilic airway inflammation induced 
by immunization and challenge with Staphylococcus 
aureus proteins. Int Immunol 2010;22:561-70.

Tsunemi S,  Iwasaki T,  Kitano S,  Imado T,  Miyazawa 
K,  Sano H.  Effects of the novel immunosuppressant 
FTY720 in a murine rheumatoid arthritis model.  Clin 
Immunol 2010;136:197-204.

Matsui K,  Ueda H,  Terada M,  Azuma N,  Okamura 
H,  Sano H.  Mizoribine protects against bleomycin-
induced lung injury.  Mod Rheumatol 2010;20:471-7.

Imado T,  Iwasaki T,  Kitano S,  Satake A,  Kuroiwa T,  
Tsunemi S,  Sano H.  The protective role of host Tloo-
like receptor-4 in acute graft-versus-host disease.  
Transplantation 2010;90:1063-70.

［症例報告］
東直人,  神田ちえり,  西岡亜紀,  田中順平,  三代康雄,  竹

原樹里,  澤田悠,  北野将康,  岡部みか,  森本麻衣,  関口
昌弘,  黒岩孝則,  橋本尚明,  松井聖,  岩崎剛,  佐野統.  
MPO-ANCA高値陽性で,  高用量ステロイド薬と免疫抑
制剤による治療が奏功した難治性中耳炎の一例.  日本臨
床免疫学会会誌 2010;33:99-104.

東直人,  夏秋優,  山西清文,  近藤宣幸,  岩崎剛,  森本麻
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衣,  西岡亜紀,  関口昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井
聖,  佐野統 .  結節性紅斑様皮疹部に壊死性血管炎を
伴ったベーチェット病の一例.  日本臨床免疫学会会誌  
2010;33:149-53.

Azuma N,  Hashimoto N,  Nishioka A,  Sano H.  Black 
Thyroid.  Internal Medicine 2010;49:1835-6.

■学会発表■
［国際学会］
Hashimoto N,  Kuno H,  Azuma N,  Sekiguchi M,  Kitano 

M,  Iwasaki T,  Hashimoto T,  Sano H.  Six years 
follow-up of esophageal diameter in patients with 
systemic sclerosis.  The Annual European Congress 
of Rheumatology（EULAR2010） 2010.6 Roma

Sano H,  Tsunemi S,  Kanda C,  Kitano M,  Sekiguchi 
M,  Iwasaki T.  The analysis of the mechanism that 
FTY720 suppress arthritis in a murine arthritis 
model.  14th Congress of Asia Pacific League of 
Associations for Rheumatology（APLAR2010） 2010.7 
Hong Kong 

Kanda C,  Iwasaki T,  Kitano M,  Tsunemi S,  Kitano 
S,  Takeshita H,  Sano H.  Effect of FTY720 on bone 
remodeling in rheumatoid arthritis. （APLAR2010 
travel grant on the Japan College of Rheumatology） 
14th Congress of Asia Pacific League of Associations 
for Rheumatology（APLAR2010） 2010.7 Hong Kong

［国内学会］
佐野統.  RAの薬物治療-薬剤選択（NSAIDs,  ステロイド,  

DMARDs,  生物学的製剤)と副作用. （アニュアルコー
スレクチャー）第54回日本リウマチ学会総会・学術集会

（JCR2010）2010.4 神戸
佐野統 .  NSAIDs/COX-2阻害薬の最新知見. （教育

研修講演）第54回日本リウマチ学会総会・学術集会
（JCR2010） 2010.4 神戸

森本麻衣,  東直人,  岡部みか,  西岡亜紀,  関口昌弘,  北野
将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  塵肺症の経過中に発
症した高齢男性SLEの一例. （症例報告）第54回日本リウ
マチ学会総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

西岡亜紀,  東直人,  神田ちえり,  北野将康,  森本麻衣,  関
口昌弘,  橋本尚明,  佐野統.  難治性中耳炎を初発症状と
したANCA関連血管炎の一例.  第54回日本リウマチ学会
総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

関口昌弘,  森本麻衣,  岡部みか,  西岡亜紀,  東直人,  北
野将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  髄膜炎で発症し,  
髄液IL-6値とMRI所見が診断に有用であった神経ベー
チェットの一例.  第54回日本リウマチ学会総会・学術集会

（JCR2010） 2010.4神戸
岡部みか,  橋本尚明,  森本麻衣,  西岡亜紀,  関口昌弘,  東

直人,  北野将康,  松井聖,  佐野統.  繰り返す冠動脈病変
が先行した高安動脈炎の一例.  第54回日本リウマチ学会
総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

東直人,  西岡亜紀,  松井聖,  岡部みか,  森本麻衣,  関口昌

弘,  北野将康,  橋本尚明,  佐野統.  全身性強皮症に伴う
偽牲腸閉塞に対するメトロニダゾールの有用性.  第54回日
本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

松井聖,  西岡亜紀,  東直人,  黒岩孝則,  関口昌弘,  北野将
康,  橋本尚明,  佐野統.  生物学的製剤使用中に珍しい感
染症を起こした関節リウマチ2症例の検討.  第54回日本リ
ウマチ学会総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

北野将康,  竹下治範,  北野幸恵,  常見幸,  神田ちえり,  関
口昌弘,  森本麻衣,  西岡亜紀,  東直人,  岩崎剛,  佐野
統.  関節リウマチの破骨細胞新生におけるスフィンゴシン
1リン酸の役割. （ワークショップ）第54回日本リウマチ学
会総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

神田ちえり,  岩崎剛,  北野将康,  関口昌弘,  常見幸,  北野
幸恵,  竹下治範,  佐野統.  関節リウマチの骨再構築にお
けるFTY720の効果. （ワークショップ）第54回日本リウ
マチ学会総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 神戸

常見幸,  岩崎剛,  北野将康,  関口昌弘,  神田ちえり,  竹下
治範,  北野幸恵,  佐野統.  FTY720投与によるSKGマウ
スにおける関節抑制機構の解析. （ワークショップ）第54
回日本リウマチ学会総会・学術集会（JCR2010） 2010.4 
神戸

橋本尚明,  久野英樹,  西岡亜紀,  森本麻衣,  関口昌弘,  東
直人,  北野将康,  松井聖,  岩崎剛,  橋本武則,  佐野統.  
長期における全身性強皮症の食道拡張症の検討. （ワー
クショップ）第54回日本リウマチ学会総会・学術集会

（JCR2010） 2010.4 神戸
東直人,  夏秋優,  山西清文,  岩崎剛,  森本麻衣,  西岡亜

紀,  関口昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  
結節性紅斑様皮疹部に壊死性血管炎を伴ったベーチェッ
ト病の一例.  第22回日本アレルギー学会春季臨床大会 
2010.5 京都

松井聖,  北野将康,  西岡亜紀,  関口昌弘,  東直人,  佐野
統 .  難治性成人スチル病にトシリズマブが著効した1例.  
第22回日本アレルギー学会春季臨床大会 2010.5 京都

佐野統.  脂質メディエーター総論. （ミニシンポジウム）第31
回日本炎症・再生医学会 2010.8 東京

岩崎剛,  佐野統 .  スフィンゴシン1リン酸と自己免疫疾患. 
（ミニシンポジウム）第31回日本炎症・再生医学会 2010.8 
東京

常見幸,  岩崎剛,  神田ちえり,  関口昌弘,  北野将康,  佐野
統.  FTY720の関節炎抑制機構の解析.  第31回日本炎
症・再生医学会 2010.8 東京

川野充弘,  高田邦夫,  西山進,  大村浩一郎,  下山久美子,  
小川法良,  関口昌弘,  橋本尚明,  梁洪淵,  斉藤一郎,  菅
谷壽晃,  中村英樹,  正木康史,  室慶直,  抗セントロメア
抗体陽性シェーグレン症候群研究会.  抗セントロメア抗体
陽性シェーグレン症候群54例の検討.  第19回日本シェー
グレン症候群学会 2010.9 浦安

松井聖,  東直人,  北野将康,  関口昌弘,  橋本尚明,  佐野
統.  SLE・Sjogren症候群・橋本病の合併例に新型インフ
ルエンザワクチン接種を契機に発症したバセドウ病の1例.  
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第60回日本アレルギー学会秋季学術大会 2010.11 東京
［地方会等］
金子隆彦,  東直人,  森岡朋子,  西岡亜紀,  岡部みか,  森本

麻衣,  関口昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  佐野統.  難治
性腸管ベーチェット（BD）に対しインフリキシマブ（IFX）
が奏功した1例.  第191回日本内科学会近畿地方会 2010.6 
京都

佐野統.  NSAIDsの適正使用と新たな展開. （特別講演） 
第20回日本リウマチ学会近畿支部学術集会 2010.9 大阪

黒田麻衣,  関口昌弘,  日野拓耶,  藤田計行,  西岡亜紀,  東
直人,  北野将康,  橋本尚明,  佐野統.  プロピルチオウラ
シル（PTU）内服中に発症したMPO-ANCA関連血管炎
による肺胞出血の1例.  第192回日本内科学会近畿地方会 
2010.9 大阪

日野拓耶,  橋本尚明,  西岡亜紀,  藤田計行,  森本麻衣,  関
口昌弘,  東直人,  北野将康,  佐野統.  全身性強皮症に血
栓性血小板減少性紫斑病を合併した1例.  第193回日本
内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

［研究会・講演会等］
神田ちえり.   関節リウマチの骨再生におけるF TY720

の効果.  第5回Young Researchers in Advanced 
Rheumatology（YRAR） 2010.1 大阪

北野将康.  抗TNF-α阻害療法における注意点. （特別講
演）阪神抗TNFα治療セミナー 2010.1 西宮

北野将康.  関節リウマチに対する新たな治療戦略. （ミニレ
クチャー）第6回阪神リウマチ性疾患症例検討会 2010.1 
西宮

森本麻衣,  東直人,  夏秋優,  山西清文,  岩崎剛,  西岡亜
紀,  関口昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井聖,  佐野統.  
結節性紅斑様皮疹部に壊死性血管炎を伴ったベーチェッ
ト病の1例. 第32回神戸免疫・膠原病懇話会プログラム 
2010.2 神戸

佐野統.  リウマチ性疾患.  第53回兵庫県医師会学術セミ
ナー 2010.2 神戸

北野将康.  アクテムラのRA治療症例検討.  第1回阪神アクテ
ムラエキスパートミーティング 2010.3 尼崎

東直人.  リウマチ・膠原病 虎の巻～明日から変わるリウマ
チ・膠原病診療～.  第42回和歌山市医師会内科部会・学
術講演会 2010.4 和歌山

日野拓耶.  重症感染症後の難治性関節リウマチに対してエ
タネルセプトで対応中の一例.  RAエキスパートミーティン
グ 2010.5 尼崎

松井聖,  北野将康,  関口昌弘,  東直人,  橋本尚明,  佐野
統.  難治性成人スチル病にトシリズマブが著効した一症
例.  第33回神戸免疫・膠原病懇話会 2010.6 神戸

日野拓耶,  橋本尚明,  関口昌弘,  藤田計行,  西岡亜紀,  森
本麻衣,  東直人,  北野将康,  佐野統.  気脳症を合併し
た全身性強皮症の1例.  第10回膠原病症例検討会 2010.8 
大阪

佐野統.  RAの薬物治療−薬剤選択（NSAIDs,  ステロイ
ド,  DMARDs,  生物学的製剤）と副作用. （教育講演）

JCR2010全国中央教育研修会東京大会 2010.8 東京 
佐野統.  RAの薬物治療−薬剤選択（NSAIDs,  ステロイド,  

DMARDs,  生物学的製剤）と副作用.  兵庫県病院薬剤
師会西播支部学術講演会 2010.9 姫路

北野将康.  当科でのトシリズマブ使用経験について.  第2回
阪神骨とリウマチ研究会 2010.9 尼崎

佐野統.  関節リウマチの薬物治療−薬剤の選択と副作用−.  
第10回石川リウマチ薬物治療研究会 2010.11 金沢

佐野統.  NSAIDs・COX2阻害薬の最新の話題.  高砂市医
師会生涯教育 2010.12 高砂

佐野統.  関節リウマチの最新薬物治療−寛解から治癒へ−.  
モーラステープ効能追加記念講演会 2010.12 神戸

東直人.  リウマチ・膠原病 虎の巻～明日から変わるリウマ
チ・膠原病診療～ 泉州地区臨床懇話会 2010.12 阪南

佐野統.  関節リウマチ診断のUpdate.  アクテムラ連携ミー
ティング 2010.12 西宮

佐野統.  RAの薬物治療−薬剤選択（NSAIDs,  ステロイ
ド,  DMARDs,  生物学的製剤）と副作用. （教育講演） 
JCR2010全国中央教育研修会大阪大会 2010.12 豊中

■その他■
佐野統.  NSAIDsの処方（Q&A）.  日本医事新報 2010; 

4474:73-4.
関口昌弘.  関節リウマチ 最新の薬物療法について.  第2回

リウマチ教室 2010.1 西宮
常見幸.  膠原病に対する総合的な診療をめざして.  分子リウ

マチ治療 2010;3（Suppl.1）:55.
常見幸,  佐野統.  IL-17 contributes to angiogenesis 

in rheumatoid arthrit is. （解説）分子リウマチ治療 
2010;3:162.

神田ちえり,  佐野統.  Development of proteoglycan-
induced arthrit is depends on T cel l-supported 
autoantibody production,  but does not involve 
significant influx of T cells into the joints. （解説）分
子リウマチ治療 2010;3:162. 

東直人.  膠原病について.  平成22年度西宮市難病医療相談
会 2010.8 西宮

橋本尚明.  強皮症医療講演会.  堺市難病支援ネットワーク
協議会 2010.9 堺

佐野統.  NSADsの正しい用い方.  日経ラジオ社  薬学の時
間 2010.9 大阪

神田ちえり.  APLAR2010報告記.  NewsLetterリウマチ 
2010;27:25.

橋本尚明.  膠原病について.  尼崎市医療講演会 2010.10 尼
崎

橋本尚明.  強皮症について.  ファイザー社員向け招聘勉強
会 2010.11 大阪

橋本尚明.  膠原病.  ABCラジオ健やかライフ 2010.11 大阪
関口昌弘.  自己免疫性肝炎疾患について.  尼崎市医療相談

会 2010.12 尼崎
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糖尿病科
Diabetes and Metabolism

■著書■
松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  

疾病と検査.  東京:南江堂, 2010.
松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  

疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010.
松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  

疾病と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010.
松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  

疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010.
松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  

疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 2010.
浜口朋也.  Ⅷ.代謝･内分泌系の症状･徴候と疾患（1. A.肥満,  

B.るいそう（やせ） 2. A.メタボリックシンドローム,  F.高
尿酸血症,  痛風,  G.ビタミン欠乏症,  過剰症,  V.アジソン
病（慢性原発性副腎皮質機能低下症）,  W.原発性アルド
ステロン症,  X.クッシング症候群,  Y.褐色細胞腫）.  松田
暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病
と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010:166-9, 177-80, 193-9, 222-8.

難波光義.  Ⅷ.代謝･内分泌系の症状･徴候と疾患（1. C.高血
糖,  D.糖尿病性昏睡  2. B.糖尿病）.  松田暉,  萩原俊男,  
難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:
南江堂, 2010:169-72, 180-5.

宮川潤一郎.  Ⅷ.代謝･内分泌系の症状･徴候と疾患（2. C.低
血糖症,  D.インスリノーマ,  H.ヘモクロマトーシス,  ヘモジ
デローシス,  O.甲状腺機能亢進症（バセドウ病）,  P.甲状
腺機能低下症,  Q.亜急性甲状腺炎,  R.慢性甲状腺炎（橋
本病）,  S.甲状腺腫瘍,  ZB.多発性内分泌腺腫症）.  松田
暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病
と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010:186-9, 199-200, 210-8, 230-
2.

宮川潤一郎.  Cペプチド（血清,  尿）.  永井良三  監,  門脇
孝  責任編集.  加来浩平,  花房俊昭,  羽田勝計,  稲垣暢
也,  出雲博子  編.  糖尿病研修ノート.  東京:診断と治療
社, 2010:169-72．

宮川潤一郎,  難波光義 .  2型糖尿病とインクレチン作用.  
清野裕編.  DPP-4阻害薬のすべて.  東京:先端医学社, 
2010:131-7.

宮川潤一郎.  DPP-4阻害薬の基礎と臨床応用.  日本糖尿
病学会編.  糖尿病学の進歩2010.  東京:診断と治療社, 
2010:100-6.

浜口朋也 ,  難波光義 .  糖尿病血糖管理のエビデンス−
DCCT,  DCCT/EDIC,  CSII.  門脇孝  編.  糖尿病ナビ
ゲーター.  第2版.  東京:メディカルレビュー社, 2010:272-3, 
366-7.

浜口朋也,  難波光義.  インスリン治療の現状と将来−インス
リンデバイスの進歩−.  加来浩平  編.  新しい糖尿病の治
療.  第1版.  東京:新興医学出版社, 2010:82-7.

山崎知行,  浜口朋也  監,  痛風・高尿酸血症これで安心.  中

島弘  総編.  東京:小学館, 2010.
浜口朋也,  森脇優司.  高尿酸血症・痛風の生活指導.  日

本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会編.  高尿
酸血症・痛風のガイドライン.  第2版.  大阪:メディカルレ
ビュー社, 2010:109-12.

美内雅之,  宮川潤一郎,  難波光義.  糖尿病治療薬.  治
療薬Up-to -Date 2010.  大阪:メディカルレビュー社, 
2010:386-92.

■学術論文■
［総説］
難波光義,  美内雅之,  宮川潤一郎.  インクレチン.  分子脳

血管病 2010;9:209-16.
難波光義,  小西康輔,  久保典代,  小杉圭右,  池田誠宏.  糖

尿病網膜症の治療  全身管理の面から.  あたらしい眼科 
2010;27:1201-5.

難波光義,  勝野朋幸,  浜口朋也.  インスリン治療におけ
る世界のトレンド.  International Review of Diabetes 
2010;2:112-5.

難波光義,  宮川潤一郎.  GLP-1受容体作動薬の特徴と適応.  
日本医師会雑誌 2010;139（特別2）:218-21.

宮川潤一郎,  難波光義.  インクレチン関連薬剤の糖尿病治
療における展望.  1型糖尿病治療への可能性.  月刊糖尿
病 2010;2:118-24.

宮川潤一郎,  難波光義.  GLP-1受容体作動薬−エキセンジ
ン−4.  糖尿病の最新治療 2010;1:114-23．

宮川潤一郎.  膵島,  インクレチンの基礎と臨床.  インクレチ
ン関連薬と低血糖.  Islet Equality 2010;2:17-23.

宮川潤一郎,  難波光義.  インクレチン関連薬と他剤との併
用.  診断と治療 2010;98:423-33.

宮川潤一郎.  新しい糖尿病治療薬2-GLP-1製剤.  プラクティ
ス 2010;27:161-70.

浜口朋也,  難波光義.  進化する持続皮下インスリン注入療
法CSII.  糖尿病の最新治療 2010;1:73-9.

浜口朋也.  インスリン療法.  糖尿病ケア 2010;（秋季増刊  
糖尿病ケアスキルアップドリル200）:39-43.

浜口朋也.  インスリン治療の実際.  最新医学 2010;（別冊 
新しい診断と治療のABC18  糖尿病）:126-35.

勝野朋幸,  難波光義.  糖尿病患者さんの悩み・トラブルを知
る・対応する.  糖尿病ケア 2010;77（春季増刊）:8-11.

勝野朋幸,  難波光義.  患者さんの悩みを解決! トラブルマッ
プ.  糖尿病ケア 2010;77（春季増刊）:12-7.

勝野朋幸,  難波光義.  低血糖.  月刊糖尿病 2010;2:115-21.
勝野朋幸,  徳田八大,  浜口朋也,  難波光義.  インスリンと

経口血糖降下薬の併用.  診断と治療 2010;98:479-85.
勝野朋幸,  楠宜樹,  難波光義.  診療controversy-medical 

decision makingのために2型糖尿病患者に対するインス
リン導入  まず1日1回注射から.  内科 2010;106:133-8.

勝野朋幸,  難波光義.  血糖降下薬の位置づけ,  使い分け.  
カレントテラピー 2010;28:1067-74.

勝野朋幸,  徳田八大,  浜口朋也,  難波光義.  インスリンと
経口血糖降下薬の併用.  診断と治療 2010;98:479-85.



44 兵庫医大業績録（2010）

美内雅之,  宮川潤一郎,  難波光義.  GLP-1誘導体による2
型糖尿病の治療戦略.  月刊糖尿病 2010;2:98-105.

小西康輔,  宮川潤一郎,  難波光義.  インクレチン治療薬の
位置づけは?.  肥満と糖尿病 2010;9:545-8.

［原著］
Konya H,  Hasegawa Y,  Hamaguchi T,  Satani K,  

Umehara A,  Katsuno T,  Ishikawa T,  Miuchi M,  
Kohri K,  Suehiro A,  Kakishita E,  Miyagawa J,  
Namba M.  Effects of gliclazide on platelet aggregation 
and the plasminogen activator inhibitor type 1 level 
in patients with type 2 diabetes mellitus.  Metabolism 
2010;59:1294-9.

浜口朋也,  森脇優司.  高尿酸血症・痛風の生活指導に関連
して.  痛風と核酸代謝 2010;34:238-41.

■ 学会発表■
［国際学会］
Sowa H,  Kadowaki T,  Namba M,  Iwamoto K,  Imaoka 

T,  Yamamura A,  Goto W,  Boardman MK.  Efficacy 
and safety of exenatide in Japanese patients with 
type 2 diabetes suboptimally controlled despite oral 
therapy.  14th International Congress of Endocrinology

（ICE 2010） 2010.3 Kyoto
Miuchi M,  Miyagawa J,  Konishi K,  Nagai E,  Katsuno 

T,  Hamaguchi T,  Namba M.  Morphologic changes of 
the endocrine pancreas in Japanese non-obese type 
2 diabetes with special reference to the relative β
-cell area,  so-called “β-cell mass”.  14th International 
Congress of Endocrinology（ICE 2010） 2010.3 Kyoto

Konya H,  Miuchi M,  Ueyama T,  Konishi K,  Nagai 
E ,  Kusunoki Y,  Tokuda M ,  Murai K ,  Ida S,  
Katsuno T,  Hamaguchi T,  Miyagawa J,  Namba M.  
Asymmetric dimetylarginine（ADMA）could affect 
on cardiovascular complications of type 2 deiabetes,  
particularly in addition to with nephropathy.  14th 
International Congress of Endocrinology（ICE2010） 
2010.3 Kyoto

Sowa H,  Kadowaki T,  Namba M,  Iwamoto K,  Imaoka 
T,  Yamamura A,  Goto W,  Boardman M.  Improved 
glycemic control and reduced body weight with 
exenat ide twice da i ly: a 24-week, double-bl ind,  
randomized, placebo-controlled,  parallel,  phase 3 
study in Japanese patients with type 2 diabetes.  
American Diabetes Associat ion-70th Scient i f ic 
Sessions 2010.6 Orland

Nagai E,  Miyagawa J,  Konishi K,  Miuchi M,  Katsuno 
T,  Kusunoki Y,  Tokuda M,  Murai K,  Hamaguchi T,  
Namba M.  Incretin responses to oral glucose load in 
Japanese non-obese healthy subjects.  The 8th IDF 
WPR Conference 2010.10 Busan

［国内学会］
難波光義 .  緒についたインクレチン治療−期待と課題−.  

（ランチョンセミナー）第13回日本病態栄養学会年次学術
集会 2010.1 京都

難波光義.  糖尿病薬物治療の Paradigm shift −基礎研究
からのメッセージ−. （イブニングセミナー）第24回日本糖
尿病・肥満動物学会年次学術集会 2010.1 大阪

浜口朋也,  森脇優司.  高尿酸血症・痛風の生活指導. （ワー
クショップ）第43回日本痛風核酸代謝学会 2010.2 大阪

宮川潤一郎.  GLP-1シグナルを利用した新しい糖尿病治療−
基礎と臨床−. （ランチタイムセミナー）第8回日本フットケ
ア学会年次学術集会 2010.2 東京

難波光義.  糖尿病薬物治療のparadigm shift −インクレチ
ン治療への期待と課題−. （ランチョンセミナー）第44回
糖尿病学の進歩 2010.3 大阪

宮川潤一郎 .   DPP-4阻害薬の基礎と臨床応用. （レク
チャー）第44回糖尿病学の進歩 2010.3 大阪

浜口朋也.  わが国のCSII治療. （レクチャー）第44回糖尿
病学の進歩 2010.3 大阪

宮川潤一郎.  GLP-1シグナルに基づく新しい糖尿病治療と心
血管系. （ランチタイムセミナー）第74回日本循環器学会・
学術集会 2010.3 京都

宗和秀明,  門脇孝,  難波光義,  岩本和也,  今岡丈士,  山村
亜由子,  後藤若菜,  Boardman M.  経口血糖降下剤にて
血糖コントロールが不良な日本人2型糖尿病患者における
エキセナチドの有効性と安全性.  第53回日本糖尿病学会
年次学術集会 2010.5 岡山

難波光義.  進化する糖尿病治療. （ランチョンセミナー）第
53回日本糖尿病学会年次学術集会 2010.5 岡山

美内雅之,  宮川潤一郎,  永井悦子,  小西康輔,  勝野朋幸,  
神谷麻衣,  楠宜樹,  徳田八大,  村井一樹,  浜口朋也,  難
波光義.  日本人2型糖尿病膵島におけるα,β両細胞の組
織形態学的変化. （プレジデント表彰演題）第53回日本
糖尿病学会年次学術集会 2010.5 岡山

小西康輔,  宮川潤一郎,  永井悦子,  美内雅之,  勝野朋幸,  
神谷麻衣,  楠宜樹,  徳田八大,  村井一樹,  浜口朋也,  難
波光義.  2型糖尿病における結腸L細胞の変化～2型糖尿
病モデルマウスを用いた分析～.  第53回日本糖尿病学会
年次学術集会 2010.5 岡山

難波光義,  加来浩平,  山田祐一郎,  吉岡成人,  周東祐仁,  
門脇孝,  Japan Predictive Study Group.  2型糖尿病にお
けるインスリンデテミル単独又は経口糖尿病薬併用治療
の安全性･有効性−Japan Predictive Study（中間報告）
−.  第53回日本糖尿病学会年次学術集会 2010.5 岡山

森川浩子,  高橋貞夫,  鈴木仁弥,  稲葉聡,  宮森勇,  森川博
由,  浜口朋也,  難波光義.  血糖自己測定器の互換性を可
能にしたNet-SMBGシステムの臨床的検討.  第53回日本
糖尿病学会年次学術集会 2010.5 岡山

浜口朋也,  勝野朋幸,  徳田八大,  楠宜樹,  村井一樹,  美内
雅之,  宮川潤一郎,  難波光義.  脂質異常症および脂肪肝
合併2型糖尿病患者における脂質管理効果.  第53回日本
糖尿病学会年次学術集会 2010.5 岡山

渡辺伸明,  横山有子,  勝野朋幸,  岡崎一美,  安原孝子,  加



45兵庫医大業績録（2010）

藤孝子,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  ミチグリニ
ド治療患者に対するボグリボース併用とミチグリニド増量
の有用性.  第53回日本糖尿病学会年次学術集会 2010.5 
岡山

紺屋浩之,  美内雅之 ,  上山貴史,  小西康輔 ,  永井悦
子,  楠宜樹,  徳田八大,  村井一樹,  井田鈴子,  勝野朋
幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  Asymmetric 
dimetylarginine（ADMA）による2型糖尿病症例に対す
る心血管合併症への影響.  第53回日本糖尿病学会年次
学術集会 2010.5 岡山

永井悦子,  勝野朋幸,  渡辺伸明,  岡崎一美,  横山有子,  美
内雅之,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  ミチグリニ
ドの増量あるいはボグリボース併用に伴う食後高血糖の
是正−インクレチン分泌との関連性−.  第53回日本糖尿病
学会年次学術集会 2010.5 岡山

前田亜耶,  名引順子,  原納晶,  鈴木正昭,  宮川潤一郎,  難
波光義,  原納優.  クッキーミールテストの活用による糖尿
病及び予備軍の早期検出と病態把握による食事･運動療
法の強化と適切な薬剤の選択.  第53回日本糖尿病学会
年次学術集会 2010.5 岡山

難波光義.  糖尿病治療のParadigm shift−インクレチン治
療への期待と課題「2型糖尿病治療のParadigm shift」. 

（イブニングセミナー）第52回日本老年医学会学術集会 
2010.6 神戸

難波光義.  変革する糖尿病治療−DPP-4 阻害薬への期待
と課題. （ランチョンセミナー）第10回日本糖尿病情報学
会 2010.8 富山

難波光義.  変革する糖尿病治療−GLP-1 作動薬への期待
と課題. （ランチョンセミナー）第25回日本糖尿病合併症
学会 2010.10 大津

楠宜樹,  勝野朋幸,  竹原樹里,  越智史浩,  徳田八大,  村井
一樹,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  糖尿病合併
妊娠症例の血糖コントロール改善におけるCGMSの活用.  
第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 2010.11 埼玉

［地方会等］
北村倫子,  徳田八大,  塩田修三,  竹原樹里,  越智史浩,  楠

宜樹,  村井一樹,  美内雅之,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川
潤一郎,  難波光義.  早期に粘液水腫性昏睡と診断し救
命しえた2型糖尿病の1例.  第192回日本内科学会近畿地
方会 2010.9 大阪

難波光義.  糖尿病薬物治療のパラダイムシフト.  第44回北
海道支部内科学会生涯教育講演会 2010.9 北海道

浜口朋也.  インスリン治療の新展開. （教育講演）第47回日
本糖尿病学会近畿地方会 2010.11 大阪

赤崎愉子,  楠宜樹,  岡崎健,  竹原樹里,  越智史浩,  徳田八
大,  村井一樹,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波
光義.  リラグルチド使用後血糖管理改善を認めたインスリ
ン抗体陽性糖尿病患者の1例.  第47回日本糖尿病学会近
畿地方会 2010.11 大阪

美内雅之,  宮川潤一郎,  浜口朋也,  難波光義.  膵島病変か
らみたインクレチン治療の可能性.  第47回日本糖尿病学

会近畿地方会 2010.11 大阪
百武利枝,  永井悦子,  勝野朋幸,  小西康輔,  村井一樹,  美

内雅之,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  強化インス
リン療法中の1型糖尿病患者に対するミグリトールの併用
効果.  第47回日本糖尿病学会近畿地方会 2010.11 大阪

北村倫子,  徳田八大,  塩田修三,  竹原樹里,  越智史浩,  楠
宜樹,  村井一樹,  美内雅之,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川
潤一郎,  難波光義.  早期に粘液水腫性昏睡と診断し救
命しえた2型糖尿病の1例.  第21回老年医学会近畿地方会 
2010.11 大阪

角田拓,  楠宜樹,  栗並昇,  竹原樹里,  越智史浩,  徳田八大,  
村井一樹,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光
義.  リラグルチド使用後血糖管理改善を認めたインスリン
抗体陽性糖尿病患者の1例.  第193回日本内科学会近畿
地方会 2010.12 神戸

［研究会・講演会等］
美内雅之,  宮川潤一郎,  小西康輔,  永井悦子,  神谷麻衣,  

楠宜樹,  徳田八大,  村井一樹,  勝野朋幸,  浜口朋也,  難
波光義.  日本人2型糖尿病における膵島病変の検討.  第
15回Hyogo-Osaka-Takatsuki Triangle Conference 

（HOT-TC） 2010.2 大阪
美内雅之,  永井悦子,  小西康輔,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮

川潤一郎,  難波光義.  日本人2型糖尿病の膵島病変か
らみたインクレチン治療への期待.  インクレチン研究会 
2010.4 京都

Nagai E,  Miyagawa M,  Konishi K,  Miuchi M,  Katsuno 
T,  Kusunoki Y,  Tokuda M,  Murai K,  Hamaguchi T,  
Namba M.  Incretin responses to oral glucose load 
in Japanese non-obese healthy subjects.  Asia Islet 
Biology & Incretin Symposium（AIBIS 2010） 2010.7 
Kyoto

美内雅之.  血糖変動からみた糖尿病治療の提案.  第3回西
宮Insulin Expertセミナー 2010.10 尼崎

村井一樹,  塩田修三,  勝野朋幸,  越智史浩,  楠宜樹,  徳田
八大,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  2型糖尿病患
者におけるDPP-4阻害薬の効果−当科の経験から−.  第
10回日本先進糖尿病治療研究会 2010.11 埼玉

美内雅之,  宮川潤一郎,  小西康輔,  永井悦子,  村井一樹,  
勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  日本人2型糖尿病にお
ける膵α細胞の組織形態学的変化の検討.  3rd Incretin 
& Islet Initiative 2010.11 東京

楠宜樹,  勝野朋幸,  栗並昇,  井川貴資,  竹原樹里,  越智史
浩,  徳田八大,  村井一樹,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難
波光義.  リラグルチド使用後血糖管理改善を認めたイン
スリン抗体陽性糖尿病患者の1例.  近畿糖尿病談話会 
2010.12 大阪

■ その他■
浜口朋也,  難波光義.  夜間間欠的低酸素症と2型糖尿病発

症リスク（CIRCS研究）.  日本医事新報 2010;4483:41．
難波光義. 「糖尿病」第3回運動療法.  読売テレビ 2010.3.28
難波光義. 「糖尿病」第4回薬物療法.  読売テレビ 2010.4.4



46 兵庫医大業績録（2010）

美内雅之,  宮川潤一郎,  難波光義.  投与時に留意すべき患
者さんはいますか？また副作用モニタリングのポイントを
教えてください. （Q&A） 薬局 2010;61:2541-5.

難波光義. 「糖尿病に立ち向かう」.  朝日新聞 2010.10.16
宮川潤一郎.  インクレチン関連薬と1型糖尿病−臨床応用の

可能性−.  Diabetes In The News（DITN） 2010;384:5.
宮川潤一郎.  DPP-4阻害糖尿病治療薬ビルダグリプチン.  ラ

ジオNIKKEI 2010.4.8 
小田原雅人,  Charpentier G,  綿田裕孝,  宮川潤一郎.  2型

糖尿病をめぐる日仏の課題とその対策−インスリン治療を
中心に−. （座談会）日経メディカル 2010;9:106-9.

宮川潤一郎.  私の考える,  新・糖尿病治療戦略.  m3.com
（http://www.m3.com）

宮川潤一郎.  インクレチン関連薬による糖尿病の最新治療.  
べんちのーと 2010;21:12-3.

勝野朋幸,  難波光義.  シックデイになったら.月刊糖尿病ライ
フ「さかえ」 2010;50:9-13.

勝野朋幸,  徳田八大,  難波光義.  中間型インスリンと持効
型溶解インスリンの差異と使い分けについて教えてくださ
い. （Q&A）糖尿病レクチャー 2010;1:239-45.

肝・胆・膵科
Hepatobiliary and Pancreatic Disease

■著書■
飯島尋子.  超音波検査概論.  松田暉,  荻原俊男,  難波光

義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:129.

田中弘教.  腹部超音波検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:135-40.

西口修平  分担編.  2  肝・胆・膵の症状・徴候.  松田暉,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子.  疾病と治療Ⅱ.  
東京:南江堂, 2010:23-31.

西口修平  分担編.  4  肝胆膵疾患［病態生理・診断・治
療］.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子.  
疾病と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010:105-52.

榎本平之,  西口修平.  C型肝炎治療の新展開−プロテアー
ゼ阻害剤・ポリメラーゼ阻害剤への期待.  小俣政男  監
修,  河田純男,  横須賀収,  工藤正俊,  榎本信幸  編.  肝
疾患Review 2010-2011.  東京:日本メディカルセンター 
2010:65-170.

■学術論文■
［総説］
西口修平,  泉並木,  日野啓輔,  鈴木文孝,  熊田博光,  伊藤

義人,  朝比奈靖浩,  田守昭博,  平松直樹,  林紀夫,  工藤
正俊.  日本肝臓学会コンセンサス神戸2009:Ｃ型肝炎の診
断と治療.  肝臓 2009;50:665-77.

飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘 ,  池田直人,  山本晃久,  
岩田恵典,  榎本平之 ,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯

治,  中正恵二,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平.  Acoustic 
Radiation Force Impulseによる非侵襲的肝線維化診断
法の有用性.  肝臓 2010;51:54-5

榎本平之,  西口修平.  海外の開発（STAT-C）からみたわが
国の特殊性.  肝胆膵 2010;60:193-201.

田中弘教,  飯島尋子.  肝腫瘍診断および治療支援における
造影超音波の基礎～投与法,  装置法,  時相～.  肝胆膵 
2010;60:355-62.

飯島尋子,  山平正浩,  吉本直喜,  吉田昌弘,  吉川昌平,  田
中弘教,  池田直人,  齋藤正紀,  西上隆之,  西口修平.  
NASH/NAFLDの診断  NAFLDの画像診断.  肝胆膵 
2010;60:971-7.

會澤信弘,  西口修平.  肝癌進展抑制を目的としたPEG-IFN
単独長期投与.  肝胆膵 2010;61:134-41.

貴田岡正史,  熊田卓,  松田康雄,  飯島尋子,  小川眞広,  工
藤信樹,  小原和史,  紺野啓,  高倉玲奈,  西田睦,  南康
範,  森秀明,  山田昌彦,  日本超音波医学会用語・診断基
準委員会.  肝腫瘤の超音波診断基準（案）.  超音波医学 
2010;37:157-66．

田中弘教,  飯島尋子.  肝  転移性肝がんの診断・治療に
おけるアルゴリズム  2）内科の立場から.  Innervision 
2010;25:16-9.

飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘,  西口修平.  その他（最
新動向）超音波による非侵襲的肝線維化診断  剪断弾
性波の特性と臨床における有用性の検討.  Innervision 
2010;25:71-3.

田中弘教,  飯島尋子,  吉田昌弘 ,  西口修平.  Acoustic 
Radiation Force Impulseによる肝疾患診断.  消化器内
科 2010;50:476-81.

田中弘教,  飯島尋子.  早期肝細胞癌における造影超音波検
査の位置づけ.  消化器内科 2010;51:558-63.

飯島尋子,  山平正浩,  吉本直喜,  吉田昌弘,  田中弘教,  西
上隆之,  西口修平.  NASH/NAFLDの診断・治療  診断
法  画像診断.  臨床栄養 2010;116:677-82.

飯島尋子,  前山史朗.  NASH/NAFLDの組織・画像診断.  
The Lipid 2010;21:211-9.

飯島尋子.  肝胆膵領域における画像診断～超音波を中心に.  
Digital Medicine 2010;44:15-7.

岩田恵典,  西口修平.  Budd-chiari症候群.  日本臨牀 2010;
（別冊  新領域別症候群シリーズ14）:50-3．

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  肝臓編  肝細胞癌以外の
肝腫瘍 Liver cell dysplasia.  日本臨牀 2010;（別冊  新
領域別症候群シリーズ14）:178-82.

飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘,  會澤信弘,  西上隆之,  廣
田誠一,  西口修平.  慢性肝疾患の非侵襲的線維化診断
法.  綜合臨牀 2010;60:43-8.

今西宏安,  西口修平.  ペグインターフェロンα-2a.  消化器の
臨床 2010:13:249-55.

榎本平之,  坂井良行,  會澤信弘,  西口修平.  肝胆膵  慢性
肝炎.  内科 2010;105:980-5.

岩田恵典,  西口修平.  特発性門脈圧亢進症.  内科 2010; 



47兵庫医大業績録（2010）

105:1025.
西口修平,  松田二子.  慢性C型肝炎.  内科 2010;106:1102-5.
岩田恵典 ,  西口修平． Budd-ch i a r i症候群．日本臨牀 

2010;(別冊 新領域別症候群シリーズ14):50-3．
［原著］
西口修平.  C型慢性肝炎に対してPEG-IFNα2aとPEG-IFN

α2bの有用性と安全性は本当に同等か.  Therapeutic 
Research 2010;31:1021-7.

Toyonaga T,  Man-i M,  Chinzei R,  Takada N,  Iwata Y,  
Morita Y,  Sanuki T,  Yoshida M,  Fujita T,  Kutsumi 
H,  Hayakumo T,  Inokuchi H,  Azuma T.  Endoscopic 
treatment for early stage colorectal tumors: the 
comparison between EMR with small incision, 
simplified ESD,  and ESD using the standard flush 
knife and the ball tipped flush knife.  Acta Chir Iugosl 
2010;57:41-6.

Enomoto H,  Nakamura H,  Nishiguchi S.  Role of 
Hepatoma-derived Growth Factor in hepatocyte 
proliferation and differentiation.  Current Research in 
Gastroenterology & Hepatology 2010;4:79-88.

Komurasaki R,  Imaoka S,  Tada N,  Okada K,  Nishiguchi 
S,  Funae Y.  LKM-1 sera from autoimmune hepatitis 
patients that recognize ERp57,  carboxylesterase 1 and 
CYP2D6.  Drug Metab Pharmacokinet 2010;25:84-92. 

Nouso K,  Kobayashi Y,  Nakamura S,  Uematsu 
S,  Shiraga K,  Iwadou S,  Araki Y,  Taniguchi 
H,  Tanaka H,  Toshikuni N,  Kaneyoshi T,  Ikeda 
H,  Fujioka S,  Osawa T,  Iwasaki Y,  Shiraha 
H,  Yamamoto K.  Application of radiofrequency 
ablation for the treatment of metastatic liver cancers.  
Hepatogastroenterology 2010;57:117-20.

Ohnishi H,  Sakaguchi K,  Nouso K,  Kobayashi Y,  
Nakamura S,  Tanaka H,  Miyake Y,  Shoji B,  Iwadou 
S,  Shiratori Y.  Outcome of small liver nodules 
detected by computed tomographic angiography in 
patients with hepatocellular carcinoma.  Hepatol Int 
2010;4:562-8.

Namiki I,  Nishiguchi S,  Hino K,  Suzuki F,  Kumada 
H,  Itoh Y,  Asahina Y,  Tamori A,  Hiramatsu N,  
Hayashi N,  Kudo M.  Management of hepatitis C; 
Report of the Consensus Meeting at the 45th Annual 
Meeting of the Japan Society of Hepatology（2009）.  
Hepatol Res 2010;40:347-68. 

Yoshikawa S,  Iijima H,  Saito M,  Tanaka H,  Imanishi 
H,  Yoshimoto N,  Yoshimoto T,  Futatsugi-Yumikura 
S,  Nakanishi K,  Tsujimura T,  Nishigami T,  Kudo 
A,  Arii S,  Nishiguchi S.  Crucial role of impaired 
Kupffer cell phagocytosis on the decreased Sonazoid-
enhanced echogenicity in a liver of a nonalchoholic 
steatohepatitis rat model.  Hepatol Res 2010;40:823-31.

Sakamoto N,  Tanaka Y,  Nakagawa M,  Yatsuhashi 

H,  Nishiguchi S,  Enomoto N,  Azuma S,  Nishimura-
Sakurai Y,  Kakinuma S,  Nishida N,  Tokunaga 
K,  Honda M,  Ito K,  Mizokami M,  Watanabe M.  
ITPA gene variant protects against anemia induced 
by pegylated interferon-α and ribavirin therapy for 
Japanese patients with chronic hepatitis C.  Hepatol 
Res 2010;40:1063-1071.

Tomita T,  Iijima H,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Nishiguchi S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Abdominal 
ultrasonography as a new modality for the diagnosis 
of gastroesophageal reflux disease.  J Gastroenterol 
Hepatol 2010;25（Suppl.1）:S45-8.

Michitaka K,  Nishiguchi S,  Aoyagi Y,  Hiasa Y,  
Tokumoto Y,  Onji M.  Etiology of liver cirrhosis 
in Japan: a nationwide survey.  J Gastroenterol 
2010;45:86-94.

Iwadou S,  Nouso K,  Kuwaki K,  Kobayashi Y,  Nakamura 
S,  Tanaka H,  Miyoshi K,  Ohnishi H,  Miyake Y,  
Shiraha H,  Iwasaki Y,  Shiratori Y,  Yamamoto K.  
Time-dependent analysis of predisposing factors for 
the recurrence of hepatocellular carcinoma.  Liver Int 
2010;30:1027-32.

Liu W,  Nakamura H,  Deng H,  Enomoto H,  Yamamoto 
T,  Iwata Y,  Koh N,  Saito M,  Imanisi H,  Shimomura 
S,  Nishigushi S.  A higher expression of hepatoma-
derived growth factor in hepatocellular carcinoma 
cells and more tumor growth in vivo.  Trends Cancer 
Res 2010;5:29-36.

［症例報告］
吉田康彦,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  斉藤慎一,  西

上隆之,  辻村亨,  飯島尋子,  西口修平,  藤元治朗.  妊婦
に合併した肝細胞癌に対して妊娠を継続し肝切除を施行
した1例.  肝臓 2010:51:305-11.

榎本平之,  石井昭生,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋智之,  吉川
昌平,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島
尋子,  廣田誠一,  西口修平.  自己免疫性肝炎に発症した
肝細胞癌にUFT-E投与が有効であった1例.  癌と化学療
法 2010;37:919-22.

■学会発表■
［国際学会］
Tanaka H,  Iijima H,  Kudo A,  Ichinose S,  Yoshimoto 

S,  Yoshikawa S,  Nishigami T,  Nishiguchi S,  Arii S,  
Wake K.  What is the reason of the decrease in signal 
intensity level in Kupffer image of contrast enhanced 
ultrasonography in non-alcoholic steatohepatitis？.  
15th International Symposium on Cells of Hepatic 
Sinusoid Inaugural Meeting for the International 
Society for Hepatic Sinusoidal Research（ISHSR 
2010） 2010.8 California

Iijima H,  Tanaka H,  Ikeda N,  Enomoto H,  Iwata 



48 兵庫医大業績録（2010）

Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  Fujimoto J,  Hirota 
S,  Tsujimura T,  Mogushi K,  Tanaka H,  Nishiguchi 
S.  Usefulness of VTTQ（Virtual Touch Tissue 
Quantification）to diagnose fibrosis and inflammation 
in chronic hepatitis.  The 61st Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases 

（AASLD2010） 2010.10 Boston
Iijima H,  Tanaka H,  Aizawa N,  Ikeda N,  Enomoto H,  

Saito M,  Imanishi H,  Shimomura S,  Iimuro Y,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  Malignant grading system using the 
contrast enhanced agent “Sonazoid” could predict 
portal venous invasion by hepatocellular carcinoma?. 
The 61st Annual Meeting of the American Association 
for the Study of Liver Diseases （AASLD2010） 2010. 
10 Boston

Tanaka H,  Iijima H,  Nouso K,  Takashima T,  Sakai 
Y,  Aizawa N,  Ikeda N,  Iwata Y,  Enomoto H,  Saito 
M,  Imanishi H,  Shimomura S,  Nishiguchi S.  Cost-
ef fect iveness ana lysis on the survei l lance for 
hepatocellular carcinoma in liver cirrhosis patients 
using contrast-enhanced ultrasonography.  The 61st 
Annual Meeting of the American Association for 
the Study of Liver Diseases（AASLD2010） 2010.10 
Boston

Tanaka H,  Iijima H,  Higashiura A,  Aizawa N,  Ikeda N,  
Enomoto H,  Iwata Y,  Saito M,  Imanishi H,  Shimomura 
S,  Hirota S,  Nishigami T,  Tujimura T,  Fujimoto J,  
Nishiguchi S.  Prediction of portal venous invasion 
by malignant grading system for hepatocellular 
carcinoma using Sonazoid contrast enhanced 
ultrasonography.  12th International Symposium on 
Ultrasound Contrast Imaging 2010.12 Tokyo

Yamahira M,  Tanaka H,  Matsunaga M,  Okudaira K,  
Yoshida M,  Higashiura A,  Shibata Y,  Hashimoto M,  
Nishiguchi S,  Iijima H.  Assessment of liver function 
for patients with chronic HCV infection using the LS 
ratio by Sonazoid contrast enhanced ultrasonography.  
12th Internat iona l Symposium on Ultrasound 
Contrast Imaging 2010.12 Tokyo

Nishiguchi S.  Effectiveness of partial embolization 
（PSE）or splenectomy before combination therapy 
with PEG-IFN and ribavirin（RBN）to treat HCV-
related cirrhosis.  The 7th APASL Single Topic 
Conference "Hepatitis C Virus"  2010.12 Chiba

Matsuda F,  Torii Y,  Enomoto H,  Aizawa N,  Iijima H,  
Tsutsui H,  Tanaka Y,  Nishiguchi S.  Anti-Interferon-
α plus Ribavirin in Chronic Hepatitis C Including 
Patients with Interferon-Responsive IL28B-Type.  The 
7th APASL Single Topic Conference "Hepatitis C 
Virus"  2010.12 Chiba

［国内学会］

西口修平.  肝疾患の治療: とくに肝細胞癌背景病変の治療
について.  2009年度後期日本消化器外科学会教育集会 
2010.2 大阪

西口修平.  C型肝炎診療の最前線−インターフェロン抵抗性
とその対策−. （ランチョンセミナー）第96回日本消化器
病学会総会 2010.4 新潟

榎本平之 ,   西口修平,   中村秀次.  肝癌症例における
Hepatoma-derived growth factor（HDGF）の血中濃度
測定に関する検討. （ワークショップ）第96回日本消化器
病学会総会 2010.4 新潟

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平,  和気健二郎,  市野瀬志津
子,  工藤篤,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  
山本晃久,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  
今西宏安,  下村壯治,  有井滋樹.  Kupffer細胞の形態か
らみたNASH発症の要因.  第96回日本消化器病学会総
会 2010.4 新潟

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  楊和典,  岩井孝史,  石井
昭生,  高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田
直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村
壯治,  西口修平.  Sonazoid造影超音波のKupffer相にお
ける高音圧画像評価の有用性.  第96回日本消化器病学会
総会 2010.4 新潟

楊和典,  岩田恵典,  岩井孝史,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  池田直人,  田中弘教,  會澤信弘,  山本晃久,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平,  西上隆之,  奥村好邦,  松井聖.  膵癌との鑑別に苦
慮した縦隔リンパ節腫大を伴う膵腫瘤性病変の一例.  第
96回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

石井昭生,  岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋智之,  坂
井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平,  羽尾裕之,  廣田誠一.  閉塞性黄疸をきたした肺
小細胞癌膵転移の一例.  第96回日本消化器病学会総会 
2010.4 新潟

坂井良行,  齋藤正紀,  岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井
昭生,  高嶋智之,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中
弘教,  榎本平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  内視鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対
するBCAA顆粒製剤とBCAA髙含有経腸栄養剤との栄
養学的効果の比較検討.  第96回日本消化器病学会総会 
2010.4 新潟

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河野
友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当院
における胃切除後患者での胆膵内視鏡治療の現状.  第
79回日本消化器内視鏡学会総会 2010.5 東京

會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  山本晃久,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平,  河野
友彰,  中村志郎,  松本譽之.  十二指腸静脈瘤破裂に対し



49兵庫医大業績録（2010）

ダブルバルーン内視鏡によるEVLが奏功した1例.  第79回
日本消化器内視鏡学会総会 2010.5 東京

坂井良行,  岩田恵典,  齋藤正紀,  楊和典,  岩井孝史,  石井
昭生,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本
平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  内視
鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA
顆粒製剤とBCAA高含有経腸栄養剤との栄養学的効果
の比較検討.  第79回日本消化器内視鏡学会総会 2010.5 
東京

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島
尋子,  松久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対す
る,  in situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプ
ローチ.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

齋藤正紀,  會澤信弘,  高嶋智之,  坂井良行,  山本晃久,  池
田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本平之,  今西宏安,  下
村壮治,  飯島尋子,  西口修平.  体組成分析によるC型慢
性肝炎のインターフェロン/リバビリン治療効果の検討.  
第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

田中弘教,  飯島尋子,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  岩田
恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口
修平.  肝癌診断におけるEOB MRIと造影超音波検査の
位置づけ.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

會澤信弘,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平,  西上隆之,  山中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  C型
慢性肝炎組織におけるミトコンドリア遺伝子異常とインス
リン抵抗性についての検討. （ワークショップ）第46回日
本肝臓学会総会 2010.5 山形

高嶋智之,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  坂井良行,  會澤
信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  C型肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療法
の治療効果.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

松田二子,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平.  Peg-IFN-αとリバビリンを併用投与したC型慢性
肝炎患者における抗IFN-α中和抗体の発現について.  第
46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

山本晃久,  高嶋智之,  會澤信弘,  飯島尋子,  金守良,  城村
尚登,  奥新浩晃,  菅野雅彦,  二宮俊明,  大岡照二,  瀬尾
靖,  廣田誠一,  西口修平.  Peg-IFN＋RBV併用療法後の
天然型IFNα少量長期投与によるHCV再燃と肝発癌の抑
制効果に関する検討.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 
山形

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  飯島

尋子.  Virtual Touch Tissue Quantificationによる肝線
維化診断（想定値と乖離例の検討）.  第46回日本肝臓学
会総会 2010.5 山形

飯島尋子.  腫瘍性肝疾患の超音波診断. （教育セッション）
日本超音波医学会第83回学術集会・第9回教育セッショ
ン 2010.5 京都

飯島尋子,  神山直久,  吉田哲也.  びまん性肝疾患のための
肝表面凹凸のリアルタイム解析. （ワークショップ）日本超
音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 京都

飯島尋子,  田中弘教.  超音波指導医と高度専門超音波検
査士育成の教育システムを構築する  消化器領域. （パ
ネルディスカッション）日本超音波医学会第83回学術集会

（JSUM2010） 2010.5 京都
田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  西上隆之,  辻

村亨,  廣田誠一,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平.  造影
超音波検査を用いた肝細胞癌の悪性度評価および分子
標的薬治療効果判定. （シンポジウム）日本超音波医学会
第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 京都

橋本眞里子,  田中益水,  田中弘教,  飯島尋子.  ソノグラファー
のレポート  当院の現状と問題点. （パネルディスカッ
ション）日本超音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 
2010.5 京都

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  山平正浩 ,  東浦晶子,  柴田陽
子,  橋本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島
尋子.  肝線維化診断におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）法の有用性. （ワークショップ）
日本超音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 
京都

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  柴田陽子,  東浦晶子,  橋
本眞里子,  赤尾憲二,  池田直人,  西口修平,  飯島尋子.  
造影超音波検査を用いた肝と脾の輝度比（L/S比）による
慢性肝疾患進展度推定の試み. （ワークショップ）日本超
音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 京都

飯島尋子,  脇英彦,  佐々木俊一,  田中弘教,  工藤篤,  有
井滋樹,  市野瀬志津子,  西口修平,  和氣健二郎.  ペル
フルオロブタンマイクロバブルによる肝臓造影時相の
定義. （特別企画）日本超音波医学会第83回学術集会

（JSUM2010） 2010.5 京都
田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  西上隆之,  辻

村亨,  廣田誠一,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平.  造影
超音波検査による肝癌悪性グレード分類を用いた門脈
侵襲予測.（奨励賞）日本超音波医学会第83回学術集会

（JSUM2010） 2010.5 京都
奥平久美子,  合田亜希子,  小松知広,  中坊亜由美,  増山

理,  飯島尋子.  左室駆出率の保たれた心不全例において
左室内腔形態が球形に近いほど予後不良である.  日本超
音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 京都

吉田昌弘,  田中弘教,  吉本直喜,  會澤信弘,  齋藤正紀,  西
上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
腫慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
VTTQ法の乖離例の検討.  日本超音波医学会第83回学
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術集会（JSUM2010） 2010.5 京都
飯島尋子,  工藤篤,  吉本直喜,  有井滋樹,  市野瀬志津

子,  和氣健二郎,  田中弘教,  西口修平.  NASHにおける
肝実質染影低下の要因  NASHモデルラットのKupffer
細胞の形態の検討.  日本超音波医学会第83回学術集会

（JSUM2010） 2010.5 京都
吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  西村純子,  松永桃子,  奥平久美

子,  平山秀男,  山中潤一,  藤本治朗,  西口修平,  飯島
尋子.  肝腫瘍性病変におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）法の検討.  日本超音波医学会
第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 京都

柴田陽子,  松永桃子,  西村純子,  山平正浩,  吉田昌弘,  東
浦晶子,  橋本眞里子,  田中弘教,  西口修平,  飯島尋子.  
肝血管腫の「ゆらぎ（fluttering signal）」についての検
討.  日本超音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 
2010.5 京都

東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  藤元治朗,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid造影超音波でのHCCおよびDN診断における高
音圧モード併用の有用性.  日本超音波医学会第83回学術
集会 2010.5 京都

橋本眞里子,  田中弘教 ,  東浦晶子,  柴田陽子,  松永桃
子,  西村純子,  山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  飯島尋
子.  Sonazoid造影超音波検査の自覚症状および臨床検
査値に及ぼす影響.  日本超音波医学会第83回学術集会 
2010.5 京都

奥平久美子,  合田亜希子,  中坊亜由美,  大塚美里,  松本実
佳,  吉田千佳子,  小松知広,  江口明世,  藤原昌平,  川端
正明,  辻野健,  飯島尋子,  増山理.  拡張不全心において
左室内腔形態の球形化は予後不良である.  第21回日本心
エコー図学会学術集会 2010.5 札幌

奥平久美子,  合田亜希子,  小松知広,  中坊亜由美,  増山
理,  飯島尋子.  左室駆出率の保たれた心不全例において
左室内腔形態が球形に近いほど予後不良である.  日本超
音波医学会第83回学術集会 2010.5 京都

西口修平.  高齢者慢性C型肝炎・肝硬変の治療適応.  第13
回日本高齢消化器病学会 2010.7 東京

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河野
友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当院
における高齢者の胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療
の現状. （ワークショップ）第13回日本高齢消化器病学会 
2010.7 東京

田中弘教,  中野宏朗,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  
榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  西口修平.  高齢肝癌患
者に対するラジオ波熱凝固療法.  第13回日本高齢消化器
病学会 2010.7 東京

坂井良行.  門脈圧亢進症と栄養管理  内視鏡的食道静脈
瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA顆粒製剤と

BCAA高含有経腸栄養剤,  経腸栄養剤との栄養学的効
果の比較検討. （ワークショップ）第17回門脈圧亢進症学
会総会 2010.9 冨山

西口修平.  わが国におけるC型慢性肝炎治療の現状と今
後. （ランチョンセミナー）第52回日本消化器病学会大会

（JDDW 2010） 2010.10 横浜
齋藤正紀,  飯島尋子,  西口修平.  B型慢性肝炎に対する

HBc関連抗原,  HBs抗原定量測定の有用性と臨床的意
義. （パネルディスカッション）第14回日本肝臓学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
會澤信弘,  藤元治朗,  西口修平.  慢性肝疾患組織における

ミトコンドリア遺伝子異常と肝発癌.  第14回日本肝臓学会
大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  肝細胞癌診断の超音波検
査の最適化の方向性を探る. （ワークショップ）第14回日
本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯島
尋子,  松久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎の診
断と病態解明へのinsitu hybridizationによるアプローチ.  
第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

今西宏安,  吉川昌平,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中
弘教,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  下村壯治,  飯島
尋子,  西口修平.  慢性肝疾患患者の肝線維化における血
液型と血清アルカリホスファターゼの検討.  第14回日本肝
臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高
嶋智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯
島尋子,  西口修平.  未分化肝細胞の増殖因子Hepatoma-
derived growth factorの腫瘍間質非上皮細胞への作用
に関する検討.  第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

榎本平之,  會澤信弘,  西口修平.  C型慢性肝炎組織におけ
るミトコンドリア遺伝子異常と発癌についての検討. （シ
ンポジウム）第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

中村秀次,  榎本平之 ,  西口修平.  血漿中の肝癌由来増
殖因子HDGFは肝細胞癌の再発・予後マーカーとなり
うるか？. （ワークショップ）第14回日本肝臓学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
岩井孝史,  樋口和秀,  大崎往夫,  岡崎和一,  工藤正俊,  金

守良,  關寿人,  西口修平.  PEG-IFNα-2a/RBV併用療法
のResponse-Guided Therapyを考慮した至適投与法に関
する検討−多施設共同無作為化臨床試験−.  第14回日本
肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  費用効果からみたC型慢
性肝炎の効率的な肝癌早期診断システムを考える. （ワー
クショップ）第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
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2010.10 横浜
岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂

井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河
野友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当
院における胆膵内視鏡治療時の胆管挿管困難例への対
策.  第80回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

［地方会等］
飯島尋子.  肝疾患診療における着眼点. （教育講演）日本

消化器がん検診学会近畿支部超音波部会第11回総会・
学術集会 2010.7 大阪

高嶋智之 ,  榎本平之 ,  森脇英一朗,  岩井孝史,  坂井良
行,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  齋藤正
紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中正恵二,  西口修
平.  初診時に抗核抗体陰性,  IgGが正常であった自己免
疫性肝炎の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

青木智子,  上田通雅,  水田憲利,  竹中淳雄,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平.  公立豊岡病院における非B非C型肝癌の実態.  
日本消化器病学会近畿支部第93回例会 2010.9 大阪

井田美貴男,  大川敏久,  加納繁照,  原直樹,  岩田恵典,  吉
川昌平,  西口修平.  IgG4関連硬化性疾患の3症例−膵外
病変を中心に−.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

飯島尋子.  肝疾患における線維化診断.  日本超音波医学会
東北地方会第40回学術集会 2010.9 仙台

田中弘教,  矢田典久.  超音波は肝線維化の診断に有用か？. 
（ディベートセッション）日本超音波医学会第37回関西地
方会学術集会 2010.10 神戸

三角千香,  中坊亜由美,  牧原佐知子,  田中益水,  吉田千佳
子,  大塚美里,  合田亜希子,  川端正明,  増山理,  飯島尋
子.  心エコーで経過観察中に脳梗塞を発症した一例.  日
本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神
戸

奥平久美子,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  三角
千香,  牧原佐知子,  田中益水,  川端正明,  増山理,  飯島
尋子.  心疾患を伴わない肺高血圧症の症状と心エコー図
所見からみた特徴.  日本超音波医学会第37回関西地方会
学術集会 2010.10 神戸

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
脾実質の輝度比（LS比）による慢性肝疾患の線維化の進
展度予測.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

山平正浩,  田中弘教,  松永桃子,  奥平久美子,  吉本直喜,  
赤尾憲二,  中馬正志,  西口修平,  飯島尋子.  肝脾実質の
輝度比（LS比）とChild分類との比較検討.  日本超音波医
学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

吉田昌弘 ,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  橋本眞里

子,  森脇英一朗,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯
島尋子.  慢性肝疾患におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）測定値の測定時期による影響.  
日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 
神戸

松永桃子,  柴田陽子,  東浦晶子,  橋本眞里子,  黒田暢一,  
藤元治朗,  西上隆之,  廣田誠一,  田中弘教,  飯島尋子.  
造影超音波検査が診断に有用であった膵粘膜性嚢胞腫
瘍の一例.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

柴田陽子,  田中弘教,  松永桃子,  奥平久美子,  西村純子,  
山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  橋本眞里子,  飯島尋子.  
肝血管腫の「ゆらぎ現象（fluttering signal）」について
の検討.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 
2010.10 神戸

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  橋本眞里子,  
森脇英一朗,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
慢性肝疾患におけるVirtual Touch Tissue Quantification

（VTTQ）測定値の測定時期による影響.  日本超音波医学
会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

吉田昌弘,  田中弘教,  西村純子,  松永桃子,  平山秀男,  岩
井孝史,  會澤信弘,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  肝
腫瘍性病変におけるVirtual Touch Tissue Quantification

（VTTQ）法の検討.  日本超音波医学会第37回関西地方
会学術集会 2010.10 神戸

東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  藤元治朗,  西上隆之,  飯島尋子.  Sonazoid
造影超音波の肝細胞癌診断におけるADF（advanced 
dynamic Flow）併用の有用性.  日本超音波医学会第37
回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

飯島尋子,  山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  田中弘教,  赤尾憲二,  西口修平.  正常肝にお
けるKupffer相（後血管相）診断の再循環による影響.  日
本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神
戸

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  岩井孝史,  
西上隆之,  斉藤慎一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  
過形成結節と肝細胞癌を同時に認めたアルコール性肝硬
変の一例.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

西村純子,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  岩井孝史,  中
正恵二,  廣田誠一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  特
徴的な造影超音波像を呈した胆嚢線扁平上皮癌の一例.  
日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 
神戸

坂井良行,  岩田恵典,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  
内視鏡的デブリドメントが有効であった膵仮性嚢胞の一
例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 
大阪　
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飯島尋子.  肝疾患の超音波診断−その変遷と新しい展開−. 
（教育講演）第38回日本肝臓会東部会 2010.12 東京

［科学研究費等班会議］
西口修平,  鈴木一幸.  分岐鎖アミノ酸製剤による肝癌治療

後の再発抑制効果に関する臨床共同研究.  平成22年度
厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発癌を視
野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作成を目指
した総合的研究」鈴木班会議 2010.1 東京

齋藤正紀,  西口修平.  肝硬変患者に対するBCAA食品の追
加摂取および早期投与による栄養介入の検討.  平成22年
度厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発癌を
視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作成を目
指した総合的研究」鈴木班会議 2010.1 東京

飯島尋子.  画像変化から乏欠性肝細胞癌の診断アルゴリズ
ムを考える.  厚生労働省科学研究費補助金肝炎等克服
緊急対策研究事業「肝癌早期発見を目的とした分子マー
カーおよび画像診断システムの開発」平成22年度第5回班
会議 2010.5 東京

齋藤正紀 ,  西口修平.  BCAA製剤の1日用量に加えた
BCAA食品追加摂取の有用性の研究の中間報告.  平成
22年度厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発
癌抑制を視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン
作成を目指した総合的研究抑制」鈴木班会議 2010.7 盛
岡

齋藤正紀,  西口修平.  HBcrAg、HBsAgによる核酸アナロ
グ中止基準の検討.  平成22年度厚生労働科学研究費補
助金肝炎等克服緊急対策研究事業「B型肝炎の核酸アナ
ログ薬治療における治療中止基準の作成と治療中止を目
指したインターフェロン治療の有用性に関する研究」田中
班会議 2010.1 東京

齋藤正紀,  西口修平.  HBcrAgとHBsAg定量値による核酸
アナログ製剤およびインターフェロンの治療効果の検討.  
平成22年度厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急
対策研究事業「B型肝炎の核酸アナログ薬治療における
治療中止基準の作成と治療中止を目指したインターフェロ
ン治療の有用性に関する研究」田中班会議 2010.8 東京

飯島尋子.  早期肝癌診断における造影超音波検査位置づ
け.  厚生労働省科学研究費補助金肝炎等克服緊急対
策研究事業「肝癌早期発見を目的とした分子マーカーお
よび画像診断システムの開発」平成22年度第6回班会議 
2010.12 東京

［研究会・講演会等］
飯島尋子.  ＵＳ. （シンポジウム）第16回肝血流動態イメー

ジ研究会 2010.1 神戸
田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  岩井孝史,  楊和典,  石井

昭生,  高嶋智之,  會澤信弘,  坂井良行,  池田直人,  山本
晃久,  榎本平之,  岩田恵典,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村
壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  山中潤一,  藤元治
朗,  西口修平.  造影超音波検査による肝癌悪性度分類の
有用性.  第16回肝血流動態イメージ研究会 2010.1 神戸

飯島尋子.  ペルフルオロブタンマイクイロバブルによる肝臓

造影時相の定義. （パネルディスカッション）第28回超音
波ドプラ研究会 2010.3 東京

榎本平之,  會澤信弘,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  石井昭生,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋
智之,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  肝発がんとミトコンドリア異常.  第31回兵庫肝炎研
究会 2010.4 神戸

楊和典,  田中弘教,  西口修平,  飯島尋子,  藤元治朗,  黒田
暢一,  佐竹真,  西上隆之.  術中造影エコーで詳細な血流
を評価し得た膵内分泌腫瘍の一切除例.  第102回腹部エ
コー研究会 2010.4 東京

齋藤正紀.  C型慢性肝炎の治療と対策.  宝塚市医師会学術
講演会 2010.4 宝塚

飯島尋子.  最新の超音波医療の潮風−4Dプローグを用いた
超音波診断と治療への応用−. （ランチョンセミナー）日本
超音波医学会第83回学術集会・共催セミナー 2010.5 京
都

飯島尋子.  エコーで肝疾患の組織診断に迫る. （ランチョン
セミナー）日本超音波医学会第83回学術集会・共催セミ
ナー 2010.5 京都

飯島尋子.  慢性肝疾患の超音波機能診断とBCAA投与の
意義. （ランチョンセミナー）日本超音波医学会第83回学
術集会・共催セミナー 2010.5 京都

坂井良行,  岩田恵典,  齋藤正紀,  楊和典,  岩井孝史,  石井
昭生,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本
平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  内視
鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA
顆粒製剤とBCAA高含有経腸栄養剤との栄養学的効果
の比較検討.  日本消化器内視鏡学会総会第2回集学的静
脈瘤治療研究会 2010.5 東京

齋藤正紀,  西口修平.  HBcrAgとHBsAg定量値による核酸
アナログ製剤の治療効果の検討.  第3回HBs抗原定量研
究会 2010.5 山形

岩井孝史,  飯島尋子,  田中弘教,  蒲惠蔵,  中野宏朗,  高
嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平.  肝
細胞癌はPDであったが脳・骨転移にSorafenibが有効で
あった1症例.  第2回分子標的治療研究会 2010.6 東京

田中弘教,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  藤元治朗,  
西口修平.  造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期
治療効果予測の試み.  第2回分子標的治療研究会 2010.6 
東京

飯島尋子.  ソナゾイドはスクリーニングに使えるか.  第10回
関西肝血流動態イメージ研究会 2010.7 大阪

田中弘教,  飯島尋子.  肝細胞癌における造影超音波検査の
進歩.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

高嶋智之,  田中弘教,  森脇英一朗,  岩井孝史,  楊和典,  石
井昭生,  中野宏朗,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池
田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下



53兵庫医大業績録（2010）

村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  肝炎症性偽腫瘍の診断に
Sonazoid造影超音波検査が有用であった1例.  第46回日
本肝癌研究会 2010.7 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  中野宏朗,  高嶋智之,  坂井良行,  會
澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  斉藤
慎一,  藤元治朗,  中島収,  飯島尋子,  西口修平.  EOB-
MRIの肝細胞造影相すべて低信号であったアルコール性
肝硬変の3結節の画像と組織の対比.  第46回日本肝癌研
究会 2010.7 大阪

飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻
野泰包,  宇山直樹,  近藤祐一,  飯島尋子,  西口修平,  廣
田省三,  藤元治朗.  肝切除時R（−）精度の向上と積極的
再発治療に向けた肝予備能温存による肝細胞癌治療長
期予後改善への試み.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大
阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元
治朗,  西口修平.  肝細胞癌の血管構築から見た悪性度お
よび門脈侵襲の診断−組織と比較して−．（パネルディス
カッション）第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

飯島尋子.  肝癌診療における造影超音波の位置づけ.  第29
回Microwave Surgery研究会ランチョンセミナー 2010.9 
大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  高嶋智之,  池
田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下
村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元治朗,  西口
修平.  Sonazoid造影超音波検査による肝細胞癌の悪性
度分類の有用性.  第29回超音波ドプラ研究会 2010.9 旭
川

齋藤正紀,  西口修平.  核酸アナログ製剤増量効果の検討.  
第4回HBs抗原定量研究会 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻
村亨,  藤元治朗,  西口修平.  Kupffer機能と腫瘍微細血
管構築による肝細胞癌悪性度分類の有用性.  第24回肝
類胴壁細胞研究会 2010.11 福島

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人 ,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  
未分化肝細胞の増殖因子Hepatoma-derived growth 
factorは,  血管新生誘導を介して腫瘍増殖に関与する.  

（シンポジウム）第18回浜名湖シンポジウム 2010.12 浜松
■その他■
熊田卓,  飯島尋子,  西川徹,  是永圭子,  工藤大輔.  パネル

ディスカッションのまとめ.  Innervision 2010;25:81-2.
松井修,  角谷眞澄,  飯島尋子,  市川智章.  肝特異性造影

剤の最近の進歩. （座談会）The Liver Cancer Journal 
2010;2:85-97.

飯島尋子.  肝疾患診療における造影超音波の位置づけ.  八

鹿腹部超音波検査講演会 2010.1 八鹿
飯島尋子.  肝疾患超音波診断の現状−線維化と造影診断

−.  第二回札幌地区超音波セミナー 2010.1 札幌
飯島尋子.  肝癌の早期発見を目指して.  佐賀県医師会癌検

診会肝癌部会研修会 2010.1 佐賀
西口修平.  C型肝炎に合併する代謝障害とその対策.  第39

回肝研勤務医の会 2010.2 広島
飯島尋子,  楊和典,  藤元治朗.  MEDI QUIZ腹部エコー.  

日経メディカル 2010;39:81-2.
西口修平.  C型慢性肝炎の治療ガイドラインと対策.  熊本県

医療連携フォーラム 2010.3 熊本
西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるIFN β+リバビリン療

法の意義.  IT Feron Meeting 2010 in 美作 2010.3 津山
西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるIFN β+リバビリン療

法の意義.  Ｃ型肝炎EXPERT MEETING 2010.3 福島
西口修平.  C型慢性肝炎の最新の治療.  C型肝炎治療学術

講演会 2010.3 大阪
池田直人.  これからの肝硬変栄養治療について.  第13回兵

庫肝と栄養の会 2010.3 神戸
西口修平.  血症板低値例のインターフェロン治療.  C型肝炎

Update2010 2010.4 大阪
西口修平.  C型慢性肝炎の最新の治療.  OMC Gastroenterology 

& Hepatology Research Group 2010.4 大阪
西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  平成22年度第１回松

阪知久医師会臨床懇話会 2010.4 松阪
西口修平.  B型ウィルス性肝臓病の治療と展望.  Ｂ型ウィル

ス性肝臓病の治療講演会 2010.4 神戸
西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  Hepatitis C Forum 

2010.4 弘前
西口修平.  産業医のためのウイルス性肝炎の最新情報.  第

七回あわざ産業医セミナー 2010.4 大阪
西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略Response Guided 

therapy.  第二回丸の内消化器・肝疾患治療セミナー 
2010.5 東京

西口修平.  C型肝炎治療における最近の話題.  第15回阪神
消化器病勉強会 2010.5 芦屋

西口修平.  C型慢性肝炎治療に関する最近の話題.  第2回
播磨肝疾患治療研究会 2010.6 姫路

齋藤正紀.  ウイルス性肝炎のガイドラインと医療費助成制度
について.  平成22年度第１回兵庫肝疾患診療連携フォー
ラム 2010.6 西宮

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  肝炎肝癌学術講演会 
2010.6 立川

西口修平.  C型慢性肝炎治療に関する最近の話題.  第12回
入間肝臓懇話会 2010.6 入間

西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるIFNβ＋リバビリン療
法の意義.  肝炎治療新ガイドライン後援会 2010.6 高松

高嶋智之.  兵庫県下における天然型IFNαの長期投与によ
る肝発がん抑制の有用性に関する研究の登録症例のまと
め.  第7回兵庫県肝がん撲滅研究会 2010.6 神戸

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  Hepatitis C Forum 
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in Shiga 2010.6 大津
西口修平.  C型肝炎ウイルスとインターフェロン産生・応答系

との相互作用.  第75回日本インターフェロン・サイトカイン
学会学術集会 2010.6 北九州

飯島尋子.  医療崩壊と勤務医問題を語ろう. （シンポジウ
ム）第4回兵庫県女性医師の会フォーラム 2010.6 神戸

下村壯治,  西口修平.  C型慢性肝炎の発癌. （質疑応答）日
本医事新報 2010;4496:72-3

齋藤正紀.  拠点病院と病院の診療体制−地域連携パスにつ
いて−.  Medical Tribune B型肝炎セミナー 2010.7 神戸

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  第4回城東肝疾患治
療地域連携の会 2010.7 東京

西口修平.  肝疾患における栄養療法のトピックス.  宝塚肝
疾患治療を考える会 2010.7 宝塚

坂井良行.  兵庫県下における新規肝炎治療医療費助成制度
について.  平成22年度第２回兵庫肝疾患診療連携フォー
ラム 2010.7 神戸

西口修平.  C型慢性肝炎治療における最近の話題.  第10回
筑後ウイルス肝炎検討会 2010.7 久留米

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  平成22年度京都医師
会肝炎ウイルス研修会 2010.7 行橋

飯島尋子.  肝がんを早く見つけて治療しよう！.  第12回市民
公開講座 2010.7 神戸

飯島尋子.  肝疾患診療における造影超音波の位置づけ.  第
19回鳥取県西部腹部超音波研究会 2010.7 鳥取

飯島尋子.  NASHモデルラットに対するスタチンの効果−造
影剤超音波と形態学的検討−.  NASHとスタチンに関する
談話会 2010.7 神戸

田中弘教 .  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.7 名古屋

西口修平.  C型慢性肝炎患者に対するPeg-IFN-α/RBV併
用療法における抗IFN-α中和抗体の臨床的意義.  第28
回犬山シンポジウム 2010.8 犬山

飯島尋子.  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.8 大阪

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  唐津東松浦医師会学
術講演会 2010.9 唐津

田中弘教.  Virtual Touch Tissue Quantification法を用い
た非侵襲的な肝の硬さ診断.  第10回肝疾患フォーラム学
術集会 2010.9 大阪

飯島尋子.  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.9 東京

飯島尋子.  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.9 仙台

西口修平.  肝癌抑制を目指した総合的な治療戦略−栄養
療法からインターフェロン治療まで−.  Ibaraki Liver 
Forum 2010  2010.10 つくば

西口修平.  C型肝炎治療におけるIFN β+リバビリン療法の
意義.  C型肝炎治療Up to Date 2010.10 守口

西口修平.  肝疾患における栄養療法のトピックス.  第21回北
九州代謝栄養研究会 2010.10 小倉

飯島尋子.  肝の最新の画像診断−造影超音波と組織弾性
診断−.  函館消化器病懇談会学術講演会 2010.10 函館

飯島尋子.  肝細胞癌の超音波診断−治療方針をふまえて−. 
（特別講演）第18回肝癌治療シンポジウム 2010.10 名古
屋

坂井良行.  VARIXでの栄養治療.  OTUKA肝臓栄養治療
フォーラム 2010.10 東京

齋藤正紀.  現在の肝硬変における栄養病態とBCAA治療.  
徳島大学学術講演会 2010.10 徳島

齋藤正紀 .  ウイルス性肝炎について  ガイドラインと医療
費助成制度.  平成22年度第3回兵庫県肝疾患診療連携
フォーラム 2010.10 神戸

岩田恵典.  当院における胆膵疾患に対する内視鏡治療の現
状.  阪神肝臓病治療研究会  第3回学術講演会 2010.11 
兵庫

西口修平.  C型肝炎治療に対するPEG-IFNの今後の治療戦
略.  PEG-IFN Advisory Board Meeting 2010.11 東京

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  第6回豊田地区C型肝
炎治療研究会 2010.11 豊田

西口修平.  C型肝炎治療に関する最近の話題.  第3回明石
消化器懇話会 2010.11 明石

西口修平.  分岐鎖アミノ酸療法.  市民公開講座 2010.11 神
戸

飯島尋子.  慢性肝疾患の超音波機能診断とBCAA投与の
意義. （特別講演）第24回南大阪肝疾患研究会 2010.11 
大阪

飯島尋子.  慢性肝炎から肝がんの画像診断と進展抑制.  
（特別講演）第5回下関リバーカンファレンス 2010.11 下
関

西口修平.  ガイドラインに基づいたウイルス性肝炎の最新の
治療.  平成22年度第4回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 
2010.12 豊岡

西口修平.  C型肝炎の治療戦略.  Hepatitis Forum 2010.12 
水戸

榎本平之.  自己免疫性肝疾患について.  平成22年度尼崎市
難病医療講演会・相談会 2010.12 尼崎

田中弘教.  肝臓,および4D穿刺を中心とした臨床的トピック
ス.  おかやま医療機器開発プロフェッショナル（OBEP）セ
ミナー2010超音波診断最前線 2010.12 岡山

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  山
本晃久,  池田直人,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  松
久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対する,  in 
situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプローチ
の試み,  分子標的薬その作用機序と効果予測.  第17回浜
名湖シンポジウム記録集 2010:183-4.

西口修平.  兵庫医科大学内科学肝胆膵科（肝疾患セン
ター）における肝細胞癌治療の取り組み  背景肝病変を
考慮した治療戦略で予後改善を図る.  The Liver Cancer 
Journal 2010;2:297-303.
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内分泌・代謝科
Endocrinology and Metabolism

■著書■
山本徹也.  痛風治療薬.  松澤佑次  監,  奥村勝彦,  永井良

三,  千葉勉,  伊藤貞嘉  編.  ポケット判治療薬up-to-date 
2010.  東京:メディカルレビュー社, 2010:397.

髙橋澄夫,  森脇優司,  山本徹也.  ホルモン検査.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と
検査.  東京:南江堂, 2010:20-2.

■学術論文■
［総説］
山本徹也.  高尿酸血症の病態生理.  綜合臨牀 2010;59:201-

5.
森脇優司.  治療薬の副作用と対策.  綜合臨牀 2010;59:275-

80.
山本徹也.  動脈硬化のリスクファクターとしての尿酸.  高尿

酸血症と痛風 2010;18:38-42.
山本徹也.  脂肪細胞と尿酸代謝.  診断と治療 2010;98:513-

9.
森脇優司.  アルドステロン症を見逃さないために.  Modern 

Physician 2010;30:1466.
森脇優司.  生活指導.  Modern Physician 2010;30:1438-41.
森脇優司.  メタボリックシンドロームと痛風・高尿酸血症.  

兵庫医科大学医学会雑誌 2010;35:31-5.
［原著］
古賀正史,  村井潤,  斎藤博,  向井幹夫,  森脇優司,  山本徹

也,  笠山宗正.  2型糖尿病患者において血清尿酸値は血
清1,5-アンヒドログルシトール値と正に相関する.  人間ドッ
ク 2010;24:40-4.

Inokuchi T,  Tsutsumi Z,  Takahashi S,  Ka T,  Moriwaki 
Y,  Yamamoto T.  Increased frequency of metabolic 
syndrome and its individual metabolic abnormalities 
in Japanese patients with primary gout.  J Clin 
Rheumatol 2010;16:109-12.

Ka T,  Inokuchi T,  Tamada D,  Suda M,  Tsutsumi 
Z,  Okuda C,  Yamamoto A,  Takahashi S,  Moriwaki Y,  
Yamamoto T.  Relationship between plasma uridine and 
urinary urea excretion.  Metabolism 2010;59:441-5. 

Yamamoto T,  Inokuchi T,  Ka T,  Yamamoto A,  Takahashi 
S,  Tsutsumi Z,  Tamada D,  Okuda C,  Moriwaki Y.  
Relationship between plasma uridine and insulin 
resistance in patients with non-insulin-dependent 
diabetes mellitus.  Nucleosides Nucleotides Nucleic 
Acids 2010;29:504-8.

［症例報告］
Inokuchi T,  Ka T,  Moriwaki Y,  Asano Y,  Kuroda N,  

Takahashi S,  Tsutsumi Z,  Fujimoto J,  Yamamoto T.  
Two cases of insulinoma complicated with adrenal 
tumor: adrenocorticotropic hormone-independent 
cushing syndrome and nonfunctioning adenoma.  The 

Endocrinologist 2009;19:14-6.
■学会発表■

［国際学会］
Moriwaki Y,  Koga M,  Murai J,  Saito H,  Mukai M,  

Takahashi S,  Okuda C,  Inokuchi T,  Ka T,  Tsutsumi 
Z,  Kasayama S,  Yamamoto T.  1,5-Anhydroglucitol 
and uric acid are excreted through common renal 
t ransport system?-observat iona l study.  14th 
International Congress of Endocrinology（ICE2010） 
2010.3 Kyoto

Ka T,  Inokuchi T,  Tsutsumi Z,  Okuda C,  Tamada 
D,  Suda M,  Yamamoto A,  Takahashi S,  Moriwaki 
Y,  Yamamoto T.  Plasma concentration of uridine,  a 
marker for insulin resistance?.  14th International 
Congress of Endocrinology（ICE2010）2010.3 Kyoto

Yamamoto T,  Okuda C,  Ka T,  Tsutsumi Z,  Takahashi S,  
Yamamoto A,  Moriwaki Y.  Serum allantoin in patients 
with gout and effect of benzbromarone on it.  Annual 
European Congress of Rheumatology 2010.6 Rome

森脇優司,  奥田千尋,  華常祥,  堤善多,  髙橋澄夫,  山本
徹也,  北舘健太郎,  若命浩二.  低分子ポリフェノール
Oligonolの尿酸代謝に及ぼす影響.  第18回統合医療機能
性食品国際会議 2010.7 札幌

［国内学会］
山本徹也.  尿酸代謝と私. （会長講演）第43回日本痛風・核

酸代謝学会総会 2010.2 大阪
堤善多,  髙橋澄夫,  井野口卓,  華常祥,  森脇優司,  山本徹

也.  痛風治療前後のPentraxin3の検討.  第43回日本痛
風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪

髙橋澄夫,  堤善多,  奥田千尋,  井野口卓,  華常祥,  森脇優
司,  波田壽一,  山本徹也.  原発性痛風患者におけるイン
スリン抵抗性と血漿ウリジンの検討.  第43回日本痛風・核
酸代謝学会総会 2010.2 大阪

古賀正史,  笠山宗正,  森脇優司,  山本徹也.  正常耐糖能例
において血清1,5-AG値は血清尿酸値と正相関する.  第43
回日本痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪

奥田千尋,  華常祥,  井野口卓,  堤善多,  山本麻子,  髙橋澄
夫,  玉田大介,  梄田道雄,  森脇優司,  山本徹也.  痛風患
者における血清アラントイン.  第43回日本痛風・核酸代謝
学会総会 2010.2 大阪 

華常祥,  奥田千尋,  玉田大介,  井野口卓,  堤善多,  髙橋澄
夫,  森脇優司,  山本徹也.  Sucroseによるプリン塩基へ
の影響.  第43回日本痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大
阪

程継東,  郭羽白,  黄杰雄,  王欽加,  荊緒斌,  山本徹
也.  ヒト肝癌とその周辺肝組織におけるAMP-activated 
protein kinase 燐酸化に関する検討.  第43回日本痛風・
核酸代謝学会総会 2010.2 大阪

森脇優司.  飲酒による血清尿酸値の上昇. （シンポジウム）
第43回日本痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪

華常祥.  タンパク摂取と尿酸代謝. （シンポジウム）第43回



56 兵庫医大業績録（2010）

日本痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪
嶺尾郁夫,  木村武量,  西澤均,  森脇優司.  食行動パターン

と生活習慣病としての高尿酸血症の関連. （シンポジウ
ム）第43回日本痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪

森脇優司,  嶺尾郁夫,  浜田紀宏,  箱田雅之,  上田孝典.  高
尿酸血症のリスク（2）メタボリックシンドローム関連,  高
血圧・心血管疾患・悪性腫瘍,  総死亡. （ワークショップ）
第43回日本痛風・核酸代謝学会総会 2010.2 大阪

嶺尾郁夫,  森脇優司,  山本徹也.  合併症・併発症を有する
患者の治療（3）メタボリックシンドロームと脂質異常症. 

（ワークショップ）第43回日本痛風・核酸代謝学会総会 
2010.2 大阪

浜口朋也 ,   森脇優司 .   高尿酸血症・痛風の生活指導.  
（ワークショップ）第43回日本痛風・核酸代謝学会総会 
2010.2 大阪

華常祥,  奥田千尋,  井野口卓,  堤善多,  髙橋澄夫,  森脇優
司,  山本徹也.  不妊を契機に発見された21水酸化酵素欠
損症の2例.  第83回日本内分泌学会学術総会 2010.3 京
都

堤善多,  井野口卓,  華常祥,  髙橋澄夫,  玉田大介,  森脇優
司,  山本徹也.  2型糖尿病患者の血漿ウリジンはインスリ
ン抵抗性と相関する.  第83回日本内分泌学会学術総会 
2010.3 京都

斎藤博,  古賀正史,  村井潤,  向井幹夫,  笠山宗正,  森脇優
司,  山本徹也.  正常耐糖能例において1,5-AG値と血清尿
酸値は正の相関を示す.  第53回日本糖尿病学会年次学術
集会 2010.5 岡山

小山英則.  末梢動脈疾患（PAD）の早期診断とその内科的
治療戦略（糖尿病代血管障害研究報告会）.  第25回日本
糖尿病合併症学会 2010.10 大津

小山英則.  Metabol ic memory,  AGE/RAGE and 
vascular inflammation. （シンポジウム）第18回日本血管
生物医学会大会 2010.12 大阪

［地方学会］
吉岡奈美,  華常祥,  奥田千尋,  堤善多,  髙橋澄夫,  森脇優
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人,  石黒陽,  櫻庭裕丈,  長坂光夫,  阪上順一,  小林清
典,  猿田雅之,  高後裕,  日々紀文,  J-TREAT研究会.  ク
ローン病の予後  J-TREAT研究の現況.  IBD  Research 
2010;3:277-81.

大島忠之,  小瀬木順一,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  慢
性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運動量と
NK-1受容体.  Therapeutic Research 2010;31:503-5.

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  三輪洋人.  ディスペプ
シア症状発現に対する遺伝子多型の関与.  Progress in 
Medicine 2010;30:784-6.

小瀬木順一,  大島忠之,  三輪洋人.  気液界面培養システ
ムを用いた食道様重層扁平上皮細胞系の確立.  潰瘍 
2010;37:32-4.

［症例報告］
Tanaka J,  Oshima T,  Hori K,  Tomita T,  Kim Y,  Watari 

J,  Oh K,  Hirota S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Small 
gastrointest inal stromal tumor of the stomach 
showing rapid growth and early metastasis to the 
liver.  Dig Endosc 2010;22:354-6.

Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Yoshida K,  
Kikuyama R,  Nagase K,  Nakamura S,  Takei Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  Selective depletion of peripheral 
granulocyte/monocyte enhances the eff icacy of 
scheduled maintenance infliximab in crohn's disease.  
J Clin Apher 2010;25:226-8.

肥塚浩昌,  福田能啓,  富田寿彦,  松本譽之.  Infliximab
投与後に伝染紅斑を併発したステロイド依存症大腸型ク
ローン病の１例.  Progress in Medicine 2010;29:240-2.

應田義雄,  西上隆之,  樋田信幸,  河合幹夫,  河野友彰,  上
小鶴孝二,  中村志郎,  堀和敏,  三輪洋人,  松本譽之.  陳
旧性腸結核と考えられる背景粘膜から発生した早期大腸
癌の1例.  日本消化器内視鏡学会雑誌 2010;52:3303-8.

盛一健太郎,  渡二郎,  藤谷幹浩,  高後裕.  食道円柱上皮に
おけるgeneticおよびepigenetic異常とその解析法.  分子
消化器病 2010;7:274-80.

■学会発表■
［国際学会］
Kikuyama R,  Fukunaga K,  Yoshida K,  Yokoyama Y,  

Kamikozuru K,  Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  A 
combination of low trough of tacrolimus and intensive 
body-weight oriented leukocytapheresis is suitable 
for severe ulcerative colitis patient with high risk.  
The 4th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease 
Symposium 2010.1 Tokyo　

Oshima T,  Koseki J,  Gedda K,  Pierrou S,  Miwa H.  Acid 
Modulates the Squamous Epithelial Barrier Function 
by Modulating the Localization of Claudins.  Digestive 
Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Watari J,  Moriichi K,  Tanabe H,  Fujiya M,  Sakurai 
J,  Tanaka J,  Morita T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  

Matsumoto T,  Miwa H,  Das K,  Kohgo Y.  Biomarkers 
predicting future development of gastric cancer in 
Japanese patients with premalignant lesions after 
Helicobacter pylori  eradication.  Digestive Disease 
Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Chen X,  Oshima T,  Sakurai J,  Tanaka J,  Morita T,  
Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  Jiro W,  Matsumoto T,  Miwa 
H.  Donw-regulation of claudin-4 and up-regulation of 
claudin-18 associated with proliferative potential of 
intramucosal gastric cancer.  Digestive Disease Week 
2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The processed blood volume per 
leukocytapheresis session in patients with ulcerative 
colitis.  Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 
2010.5 New Orleans

Toyoshima T,  Oshima T,  Nakajima S,  Yamasaki T,  
Tomita T,  Kim Y,  Watari J,  Matsumoto T,  Miwa H.  
Association of the 5HT-2a recepter gene -1438g/a 
polymorphism in patients with functional dyspepsia.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Hongo M,  Ch iba T,  Harasawa S,  Haruma K,  
Matsueda K,  Miwa H,  Sugano K,  Uemura N.  
Comparison of GI symptom surveybetween electronic 
survey andmail survey in Japan（JFGID Surevey）.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Miwa H,  Nagahara A.  Symptomatic response pattern 
to PPI in FD/NERD patients is not so simple - When 
should we change the treatment option?.  Digestive 
Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Fukunaga K,  Kamikozuru K,  Hida N,  Ohda Y,  Yoshida 
K,  Yokoyama Y,  Kikuyama R,  Kato K,  Takeda N,  
Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  Inf liximab 
treatment modified immune profile,  associating with 
improved TH1/TH2 balance and immunoregulatory 
T-cell expression, in immunomodulator naive crohn’
s disease patients with short duration.  Digestive 
Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Hida N,  Ohda 
Y,  Yoshida K,  Kato K,  Takeda N,  Nakamura S,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  Prospective randomized double blind 
sham controlled study to assess the clinical efficacy of 
monthly selective granulocyte/monocyte adsorption 
as manintenance therapy in steroid refractory 
ulcerative colitis patients.  Digestive Disease Week 
2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Miwa H,  Takubo K,  Shimatani T,  Furuta T,  Oshima 
T,  Tanaka J,  Aida J,  Ito M,  Kurosawa S,  Joh T,  
Wada T,  Habu Y,  Watanabe Y,  Hongo M,  Chiba T,  
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Kinoshita Y.  Investigation whether histopathological 
f i nd ings of esophagea l mucosa a re ef fect ive 
preditive gactors of proton pomp inhibitor efficacy in 
nonerosive reflux disease and mild reflux esophagitis: 
multicenter study from Japan.  Digestive Disease 
Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Miwa H,  Kusano M,  Hongo M,  Shiozawa K,  Arai T,  
Shibata K,  Sakata Y.  Concomitant use of NSAIDs,  
not anti-hypertensive drugs,  appears to reduce 
symptom and HRQoL improvement in patients 
with gastroesophageal ref lux disease（GERD）on 
rabeprazole therapy.  Digestive Disease Week 2010

（DDW2010） 2010.5 New Orleans
Hongo M,  Kusano M,  Miwa H,  Siozawa K,  Arai 

T,  Shibata K,  Sakata Y.  Symptoms and QOL in 
leptosome GERD patients−Does difference in BMI 
affect the symptom and QOL of GERD patients?.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Yoshida K,  Fukunaga K,  Ikeuchi H.  Kamikozuru K,  
Yokoyama Y,  Hida N,  Ohda Y,  Kikuyama R,  Nakamura 
S,  Miwa H,  Matsumoto T.  Infliximab mono-therapy 
prevented post operat ive recurrence of crohn’
s disease after intestinal resection: a prospectie 
randomized open tria l in Japanese populat ion.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The significance of monitoring 
peripheral CD4+ T-cel ls expressing regulatory 
CD25High+ T-cel l phenotype and the immuno-
deficiency CD4+phenotype lacking CD28 in patients 
with crohn’s disease under inf l iximab therapy.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Oshima T,  Koseki J,  Hattori T,  Kase Y,  Tomita 
T,  Tanaka J,  K im Y,  Matsumoto T,  Miwa H .  
Transient receptor potential A1 suppresses gastric 
accommodation in a new conscious guinea pig model.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Miwa H.  Pathogenesis and management of NSAID 
induced gastrointestinal injuries.  The 4th National 
Conference on Mini-invasive Approaches to Digestive 
Disease 2010.5 Chendu 

Watari J,  Moriichi K,  Tanabe H,  Fujiya M,  Kohgo 
K,  Das M,  Matsumoto T,  Miwa H.  Molecular 
alterations,  the cellular phenotype and proliferation 
in Barrett’s esophagus in a Japanese population with 
H.pylori infection.  The 12th World Congress of the 
International Society for Diseases of the Esophagus

（2010 ISDE） 2010.9 Kagoshima
Tomita T,  Yamasaki T,  Okugawa T,  Toyoshima F,  Sakurai 

J,  Tanaka J,  Morita T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori 
K,  Arai E,  Yasuda H,  Terao H,  Bashuda H,  Oka 
H,  Watari J,  Matsumoto T,  Miwa H.  Symptoms and 
HRQOL in patients with silent esophagitis.  The 
12th World Congress of the International Society 
for Diseases of the Esophagus（2010 ISDE） 2010.9 
Kagoshima

Oshima T,  Koseki J,  Chen X,  Tomita T,  Watari J,  Miwa 
H.  Bile acids in acidic condition mocdulate the 
squamous epithelial barrier function.  The 12th World 
Congress of the International Society for Diseases of 
the Esophagus（2010 ISDE） 2010.9 Kagoshima

Miwa H.  Esophageal sensitivity and hypersensitivity.  
（Inrited Speaker）The 12th World Congress of the 
International Society for Diseases of the Esophagus

（2010 ISDE） 2010.9 Kagoshima
Yamasaki T,  Hori K,  Okugawa T,  Okamoto S,  Kondo T,  

Toyoshima F,  Sakurai J,  Tanaka J,  Morita T,  Oshima 
T,  Fukui H,  Watari J,  Matsumoto T,  Miwa H.  Clinical 
symptoms of silent esophagus.  Asian Pacific Digestive 
Week 2010（APDW2010） 2010.9 Kuala Lumpur

Tomita T,  Okugawa T,  Yamasaki T,  Kondo T,  Okamoto 
S,  Toyoshima F,  Sakurai J,  Tanaka J,  Morita T,  
Oshima T,  Fukui H,  Hori K,  Watari J,  Matsumoto 
T,  Miwa H.  Effect of 5-HT1A agonist,  tandospirone 
citrate,  on gastric emptying and accommodation in 
healthy volunteers-a double-blind placebo-contoroled 
cross over study.  Asian Pacific Digestive Week 2010

（APDW2010） 2010.9 Kuala Lumpur
Kondo T,  Oshima T,  Obata K,  Sakurai J,  Matsumoto T,  

Noguchi K,  Miwa H.  Activation of TRPA1 and p38 
MAPK mediates gastric distention-induced visceral 
pain in rats.  The 4th Japan & US Collaboration 
Conference in Gastroenterology（JUCC） 2010.10 
Tokyo

Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Hida N,  
Ohda Y,  Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  A 
Prospective randomised double blind sham controlled 
trial to assess the efficacy of monthly granulocyte/
monocyte adsorption apheresis as maintenance 
therapy for patients with steroid regractory ulcerative 
colitis.  18th United European Gastroenterology Week

（UEGW2010） 2010.10 Barcelona
Kikuyama R,  Fukunaga K ,  Ikeuchi H,  Miwa H,  

Matsumoto T.  Colorectal cancer rates in patients who 
received leukocytapheresis and patients who did not: 
A retrospective investigation involving 1168 patients 
with ulcerative colitis who had undergone colectomy: 
1984-2009.  18th United European Gastroenterology 
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Week（UEGW2010） 2010.10 Barcelona
Miwa H.  Current understanding of the pathogenesis 

of functional dyspepsia.  The 1st Asian Pacific Topic 
Conference（APTC） 2010.11 Tokyo

Oshima T,  Toyoshima F,  Nakajima S,  Miwa H.  Genetic 
factors for functional dyspepsia in Japanese.  The 
1st Asian Pacific Topic Conference（APTC） 2010.11 
Tokyo

［国内学会］
金鏞民,  堀和敏,  三輪洋人.  NSAIDおよびAspirin起因性

潰瘍の特徴についての検討. （ワークショップ）第6回日本
消化管学会学術集会 2010.2 福岡

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いたク
エン酸モサプリドの胃運動機能に対する影響. （コアシン
ポジウム）第6回日本消化管学会総会学術集会 2010.2 福
岡

吉田幸治,  中村志郎,  福永健,  上小鶴孝二,  横山陽子,  應
田義雄,  飯室正樹,  樋田信幸,  三輪洋人,  松本譽之.  ク
ローン病における術後抗TNF-α抗体製剤の再燃抑制効果

（無作為割付前向き検討にて）. （ワークショップ）第6回
日本消化管学会総会学術集会 2010.2 福岡

林慶紀,  河野友彰,  浅野晴紀,  富田寿彦,  金鏞民,  三輪洋
人,  松本譽之,  金宮義哲,  新井永達.  胆嚢炎を契機に結
腸瘻と総胆管瘻を併発した1例.  第6回日本消化管学会総
会学術集会 2010.2 福岡

中村志郎,  吉田幸治,  富田寿彦.  クローン病大量出血例に
関する臨床的検討. （コアシンポジウム）第6回日本消化
管学会総会学術集会 2010.2 福岡

大島忠之,  小瀬木順一,  櫻井淳,  田中淳二,  富田寿彦,  森
田毅,  金鏞民,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  
食道粘膜様重層扁平上皮細胞系の確率と酸に対する食
道粘膜防御機構. （トピックフォーラム）第6回日本消化管
学会学術集会 2010.2 福岡

三輪洋人,  大島忠之,  渡二郎,  堀和敏,  富田寿彦,  小瀬木
順一.  ラット逆流性食道炎モデルを用いたGERD症状の
評価と治療戦略. （トピックフォーラム）第6回日本消化管
学会学術集会 2010.2 福岡

豊島史彦,  富田寿彦,  山崎尊久,  奥川卓也,  櫻井淳,  田中
淳二,  富田寿彦,  森田毅,  金鏞民,  樋田信幸,  大島忠
之,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  腸管ベー
チェット病による食道潰瘍にシクロスポリンの投与が有
効であった一例.  第6回日本消化管学会総会学術集会 
2010.2 福岡

三輪洋人 .  GERD最前線−日本人での最新エビデンス 治
療. （ランチョンセミナー）第96回日本消化器病学会総会 
2010.4 新潟

三輪洋人,  渡二郎.  肥満と食道,  胃. （トピックスセミナー）
第96回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

島谷智彦,  古田隆久,  三輪洋人.  PPI抵抗GERD例の治療

前予測とPPI増量による対策の検討−ARS研究会多施設
共同Prospective Study−. （パネルディスカッション）第
96回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

大島忠之,  東健,  三輪洋人.  非びらん性逆流性食道症に対
するクエン酸モサプリドの効果−多施設無作為化二重盲
検比較対照試験−. （パネルディスカッション）第96回日
本消化器病学会総会 2010.4 新潟

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた食
事摂取後の機能性ディスペプシアの胃貯留パターン.  第96
回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

渡二郎,  盛一健太郎,  野村好紀,  山崎尊久,  奥川卓也,  豊
島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  金鏞民,  
大島忠之,  堀和敏,  田邊裕貴,  藤谷幹浩,  高後裕,  松本
譽之,  三輪洋人.  H.pylori感染から見たバレット粘膜と慢
性胃炎での腸上皮仮性における細胞増殖能の比較検討.  
第96回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

三輪洋人.  胃食道逆流症（GERD）の考え方−上部消化管
疾患のトレンドとそれへの対応−. （ランチョンセミナー） 
第52回全日本病院学会 2010.10 神戸

三輪洋人 .  機能性消化管疾患の病態と心理・社会的因子. 
（シンポジウム）第2回日本神経消化器病学会 2010.10 鹿
児島

渡二郎,  盛一健太郎,  三輪洋人.  H. pylori除菌治療の早
期胃癌内視鏡治療後の異時性発癌抑制効果に関する基
礎的検討. （シンポジウム）第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010）2010.10 横浜
河合幹夫,  應田義雄,  樋田信幸,  小川智広,  河野友彰,  加

藤恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  
武田直久,  飯室正樹,  福永健,  堀和敏,  中村志郎,  渡二
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の多発炎症性
ポリープを呈する緩解粘膜に発生し,  dysplasiaと鑑別が
問題となったLSTをESDで一括切除しえた一例.  第80回
日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 2010.10 横
浜

森田毅,  山崎尊久,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  富田
寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  三輪洋人.  
内視鏡的粘膜下層剥離術の難易度と予想切除時間の数
値化に関する試み.  第80回日本消化器内視鏡学会総会

（JDDW2010） 2010.10 横浜 
三輪洋人 ,  本郷道夫.  GERDの健康関連QOLに対する

Rabeprazoleの臨床効果−SF-8とFSSGを用いた大規模
観察研究−. （シンポジウム）第52回日本消化器病学会大
会（JDDW2010）2010.10 横浜

富田寿彦,  山崎尊久,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之 ,  三輪洋人 .  高齢者逆流性食道炎の逆
流症状と健康関連QOL.  第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  戸川昌代,  山崎尊久,  奥
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川卓也,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  堀和
敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  ディスペプシア症状
発現とニューロペプチドY（NPY）遺伝子多型との関連.  
第52回日本消化器病学会大会（JDDW2010） 2010.10 横
浜

奥川卓也,  大島忠之,  Chen X,  神谷紀子,  豊島史彦,  櫻井
淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  胃粘膜内癌におけるクローディンの
発現と増殖能は相関する.  第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
三輪洋人.  上腹部症状発現メカニズムと臨床的対応. （ブ

レックファーストセミナー）第52回日本消化器病学会大会
（JDDW2010） 2010.10 横浜

嘉島伸,  岡本耕太郎,  安藤勝祥,  杉山隆治,  奈田利恵,  野
村好紀,  上野伸展,  石川千里,  伊藤貴博,  佐藤龍,  盛
一健太郎,  田邊裕貴,  藤谷幹浩,  渡二郎,  高後裕.  潰
瘍性大腸炎の多発炎症性ポリープを呈する緩解粘膜に
発生し,  dysplasiaと鑑別が問題となったLSTをESDで
一括切除しえた一例.  第80回日本消化器内視鏡学会総会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
Chen X,  大島忠之,  小瀬木順一,  三輪洋人.  食道用重層

扁平上皮細胞系における胆汁酸の影響.  第38回日本潰瘍
学会 2010.11 大阪

［地方会等］
富田寿彦,  柏木徹,  三輪洋人.  総合的胃運動機能評価とし

ての胃シンチグラフィ検査の有用性. （ワークショップ）日
本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

中村寛子,  渡二郎,  森田毅,  櫻井淳,  住吉晃典,  山崎尊久,  
奥川卓也,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大
島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  LSBEに発生し
た多発バレット腺癌の一例.  日本消化器病学会近畿支部
第92回例会 2010.2 大阪

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奧順介,  河野友彰,  横
山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村
志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  重症の高齢発症潰瘍性大
腸炎の治療後に合併したpneumocystis pneumoniaeの一
例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

山崎尊久,  富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人,  山下英孝,  海邊展明,  松本友寛,  小
石健二,  菊地正二郎,  笹子三津留.  術前診断が困難で
あった幽門狭窄合併進行胃癌の一例.  第84回日本消化器
内視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

應田義雄,  河合幹夫,  豊島史彦,  奧順介,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  NBI拡大観察併用で診断した
大腸平坦型SM癌の最近の4症例.  第84回日本消化器内
視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

奧順介,  應田義雄,  豊島史彦,  河合幹夫,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯

室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナ
イフの使用経験.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地
方会 2010.3 大阪

田村彰朗,  豊島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  岡本聡子,  大島
忠之,  福井広一,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  クロー
ン病の経過観察中に間質性腎炎を認めた1例.  第192回日
本内科学会近畿地方会例会 2010.9 大阪

中村志郎,  吉田幸治,  富田寿彦.  インフリキシマブによる
Top down治療を施行したクローン病症例の臨床的検討. 

（シンポジウム）日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

田中淳二,  奥川卓也,  山崎尊久,  横山聡子,  近藤隆,  豊
島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  森田毅,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  S-1/
Lentinan+Paclitaxel併用療法により良好なQOLを維持し
長期生存が得られている癌性腹水を伴う切除不能進行胃
癌の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 2010.9 
大阪

小川智広,  應田義雄,  河合幹夫,  野上晃司,  河野友彰,  菊
山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  
福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志郎,  三輪
洋人,  松本譽之.  オリンパス社製高伝達受動湾曲スコー
プ（PCF-Y0005）の使用経験.  第85回日本消化器内視鏡
学会近畿地方会 2010.10 大阪

櫻井淳,  渡二郎,  森田毅,  山崎尊久,  奥川卓也,  岡本聡子,  
近藤隆,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  内視鏡的切除を
施行した早期十二指腸癌の一例.  第85回日本消化器内視
鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

富田寿彦,  渡二郎,  三輪洋人.  無症候性びらん性食道炎の
上腹部症状とQOL. （シンポジウム）第85回日本消化器
内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

池尾光一,  應田義雄,  横山陽子,  野上晃司,  小川智広,  上
小鶴孝二,  吉田幸治,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  
抗TNF-α製剤で乾癬樣皮疹を発症した大腸クローン病
の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

三輪洋人 .  ヘリコバクター・ピロリ感染症−最近の動向−. 
（教育講演）日本内科学会第43回近畿支部生涯教育講演
会 2010.12 神戸

［科学研究費等班会議］
土方康孝,  佐々木誠,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  千

葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  中瀬裕志,  奥山
祐右,  阪上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  岡
本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒陽,  
櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立雄
一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊光,  
辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水賢一,  柿本一城,  
阿部洋介,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次郎,  
十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原俊治,  
久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺守,  猿
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田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  
鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邊真,  中
井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  高津
典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富田寿
彦,  穂苅量太,  三浦総一郎,  永尾重昭,  久保田美和,  小
林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三宅
忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀実,  
金城福則,  高後裕,  日々紀文.  JTREAT研究中間解析結
果について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克
服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」
平成21年度第2回総会 2010.1 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  
千葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥
山祐右,  坂上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  
岡本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒
陽,  櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立
雄一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊
光,  辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一
城,  阿部洋平,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次
郎,  十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原
俊治,  久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺
守,  猿田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚
文瑛,  鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉
真,  中井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  
高津典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富
田寿彦,  三浦総一郎,  穂苅量太,  永尾重昭,  久保田美和,  
小林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三
宅忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀
実,  金城福則,  高後裕,  日比紀文,  武林亨.  JTREAT研
究中間解析結果と今後の解析について.  厚生労働科学研
究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸
管障害に関する調査研究」平成22年度第1回総会 2010.7 
東京

［研究会・講演会等］
渡二郎.  蛋白漏出をきたしたMenetrier病と考えられる１例.  

第257回広島胃と腸疾患研究会 2010.1 広島
三輪洋人.  過敏性腸症候群（IBS）−最新知見と新たな治

療の選択肢−.  過敏性腸症候群学術講演会 2010.1 津
三輪洋人.  GERDの新しい考え方.  第3回平成消化器懇話

会 2010.2 東京
渡二郎.  消化管癌の診断におけるX線検査と内視鏡検査の

役割.  第257回京都消化管技術懇話会 2010.2 京都
三輪洋人.  GERDの新しい考え方.  第6回金沢南消化器研

究会 2010.2 金沢
三輪洋人 .  胃はなぜ痛むのか？～腹部症状発現メカニズ

ムとディスペプシアの病態～.  第5回大阪胃腸病フォーラム
（OGIF） 2010.2 大阪

渡二郎.  バレット食道 Up-to-Date.  第4回兵庫医科大学消
化器内科同門会神戸支部学術講演会 2010.3 神戸

三輪洋人.  NSAIDにおける消化管障害の原因と治療.  第9
回関西膠原病フォーラム 2010.3 京都

渡二郎.  バレット食道−最近の知見−.  消化器診療研究会 
2010.4 大阪

三輪洋人.  機能性ディスペプシアにおける5HT1A受容体作
動薬（セディール）の治療効果.  第4回機能性ディスペプシ
ア研究会 2010.5 東京

渡二郎.  上部消化管における粘膜下腫瘍の形態を取る癌の
診断ポイント.  第32回尼崎消化器疾患談話会 2010.6 尼
崎

大島忠之.  NERDの病態と治療～最近の話題を中心に～.  
第8回旭川GERD講演会 2010.7 旭川

奥川卓也,  富田寿彦,  山崎尊久,  豊島史彦,  田村彰朗,  岡
本聡子,  近藤隆,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  大島忠
之,  福井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  
胃シンチグラフィを用いた総合的胃運動機能評価法として
の妥当性.  第42回胃病態機能研究会 2010.8 札幌

Chen X,  Oshima T,  Kamiya N,  Togawa M,  Miwa H.  
Acidic bile salt modulates the squamouse epithelial 
barrier function by modulating tight junction protein.  
潰瘍病態研究会第19回フォーラム 2010.8 東京

福井広一.  H.pylori感染症  除菌療法の話題を中心に.  第
11回大阪感染症カンファレンス 2010.10 大阪

三輪洋人.  感じる消化管−消化管知覚過敏とFGIDs.  京都
FGIDs（機能性消化管障害）講演会 2010.10 京都

大島忠之,  小瀬木順一,  近藤隆,  櫻井淳,  富田寿彦,  福井
広一,  渡二郎,  三輪洋人.  TRPA1は胃の適応性弛緩を
制御する−新規覚醒下モルモットモデルを用いて−.  第3
回J-FD研究会 2010.11 東京

三輪洋人.  胃癌とピロリ菌.  第1回Takarazuka消化管研究
会 2010.11 大阪

三輪洋人.  NSAID潰瘍～なぜ起きるのか？どう防ぐのか？
～.  阪神地区学術講演会 2010.11 尼崎

渡二郎.  消化管リンパ腫診断.  第24回日本消化器内視鏡学
会北海道セミナー 2010.12 札幌

■その他■
富田寿彦,  奥川卓也,  山崎尊久,  豊島史彦,  三輪洋人.  

Q&A  血液透析後に腹痛,  腹部膨満感が出現し来院  こ
の腹部単純CT検査から考えられる疾患は？.  日本消化
器病学会雑誌 2009;106:1672-3.

大島忠之,  三輪洋人.  食後から起こる激しい腹痛（Q&A）.  
日本医事新報 2010;4486:77-8.

渡二郎,  三輪洋人.  GERD・バレット食道と人種差との関連
（Q&A）.  日本医事新報 2010;4443;78-9.

三輪洋人,  金子宏,  富永和作.  セロトニン受容体からみた
機能性ディスペプシアへのアプローチ. （座談会）Pharma 
Medica 2010;28:157-64.

三輪洋人 .   日本語抄訳:I B Sにおける小腸内細菌異常
増殖:systemic review およびメタ解析.  Review of 
Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and 
Hepatology 2010;5:43-5.

富田寿彦.  胃シンチグラフィで排出能と貯蓄能を評価.  日経
メディカル 特別編集版 2010:49.
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三輪洋人,  松枝啓,  春間賢.  Rome III基準におけるFD
の診断基準は妥当か？. （座談会）The GI Forefront 
2010;6:53-62.

三輪洋人 .  日本語抄訳:ピロリ菌除菌法としての有効性は4
剤によるsequential療法とconcomitant療法で差はない.  
Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology 
and Hepatology 2010;5:41-3.

藤本一眞,  福土審,  中島淳,  三輪洋人.  下部消化管の機能
性疾患. （座談会）The GI Forefront 2010;6:41-9.

三輪洋人.  若手研究者のための論文の書き方講座.  The 
GI Forefront 2010;6:82-4.

三輪洋人,  乾明夫,  及川哲郎,  佐々木巌,  永原章仁,  帆足
誠司.  消化管疾患と漢方. （座談会）日本消化器病学会
雑誌 2010;107:1611-22.

三輪洋人,  大島忠之,  勝野達郎,  澤田典均.  細胞間ジャ
ンクションの新たなる展開. （座談会）Pharma Medica 
2010;28:163-9.

三輪洋人.  健康Q&A  水面に浮かぶ油,  薄黄色の便が続
く.  整腸剤で様子をみていいか？.  ばらんす 2010;29:12.

三輪洋人.  FD/IBS患者の現状と課題～その疫学と病態～.  
消化器診療 2010;89:4-5.

三輪洋人.  クリニックファイル 「胸やけ」は逆流性食道炎の
サイン.  神戸新聞  奥さま手帳 2010;89:20-1.

三輪洋人.  胃癌とピロリ菌～アジアのなぞを巡って～.  第2
回堺・黒土病診連携ネットワーク 2010.3 堺

渡二郎.  癌との鑑別からみた消化管非上皮性腫瘍の診断.  
第457回診療内容向上研究会 2010.3 神戸

三輪洋人.  ピロリ菌と胃の病気  あなたは大丈夫ですか？～
知っておきたい,  ピロリ菌の知識と対処法～.  社団法人
兵庫県薬剤師会県民公開講座 2010.2 尼崎

三輪洋人.  機能性消化管障害のメカニズムと治療を考える.  
AstraZenecca TV Symposium 2010.3 大阪

三輪洋人 .   エビデンスに基づいた上腹部症状の治療.  
Gastrointestinal Symposium 2010.3 横浜

三輪洋人 .  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療−新
しいGERDガイドラインを含めて−.  浜松GERDセミナー 
2010.4 浜松

三輪洋人.  胃がんについて−胃がんになりやすい人,  なりに
くい人−.  兵庫県予防医学協会  がんをよく知るための講
座 2010.7 神戸

福井広一.  消化管におけるreg蛋白の役割.  第13回no Side 
GI Conference in 堂島 2010.7 大阪

三輪洋人.  FD/IBS患者の現状と課題～その疫学と病態～.  
FGIDs Expert Meeting 2010.8 東京

大島忠之 .  NERDの病態にせまる−基礎的検討から−.  
GERD・NERD治療における新たな可能性 2010.9 札幌

三輪洋人.  感じる消化管−機能性消化管疾患と内臓知覚過
敏−.  第10回Shimane GI Club 2010.9 松江

大島忠之 .  食道粘膜重層扁平上皮細胞層培養系の確立
とその粘膜防御機構.  第5回消化管の炎症を考える会 
2010.10 東京

三輪洋人.  GERDに対するPPIの治療効果.  消化器Expert 
Forum 2010 2010.11 東京

下部消化管科
Lower Gastroenterology

■著書■
松本譽之.  クローン病.  山口徹,  北原光夫,  福井次矢  総

編.  今日の治療指針2010年版.  東京:医学書院, 2010:401-
2.

松本譽之.  急性下痢,  非感染症を中心に.  金澤一郎,  永
井良三  総編.  今日の診断指針.  第6版.  東京:医学書院, 
2010:339-41.

横山陽子,  松本譽之.  細菌培養.  幕内雅敏,  菅野健太郎,  
工藤正俊  編.  今日の消化器疾患治療指針.  第3版.  東
京:医学書院, 2010:67-8.

戸澤勝之,  松本譽之.  分類不能の大腸炎.  幕内雅敏,  菅野
健太郎,  工藤正俊  編.  今日の消化器疾患治療指針.  第
3版.  東京:医学書院, 2010:475-7.

千葉勉,  松本譽之,  樋口和秀,  安藤朗,  久松理一,  渡辺憲
治.  重度の下痢.  重篤副作用疾患別対応マニュアル4.  東
京:日本医薬情報センター, 2010:122-36.

飯室正樹.  カプセル内視鏡検査.  松田睴,  萩原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江
堂, 2010:212-3.

吉田幸治.  大腸内視鏡検査.  松田睴,  萩原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:214-7.

中村志郎.  小腸内視鏡検査.  松田睴,  萩原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂,  
2010:217-20.

樋田信幸,  松本譽之.  癌化・dysplasiaのサーベイランス.  
日比紀文  編.  炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:93-9.

應田義雄,  松本譽之.  合併症に対する治療.  日比紀文  編.  
炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:162-7.

飯室正樹.  非特異性多発性小腸潰瘍症（2.滞留例,  3.出血
例）.  寺野彰  監.  カプセル内視鏡スタンダードテキスト.  
東京:南光堂, 2010:66-7.

飯室正樹.  原発性小腸癌（1）,  小腸アミロイドーシス.  寺野
彰  監.  カプセル内視鏡スタンダードテキスト.  東京:南光
堂, 2010:82,92.

横山陽子.  食欲不振.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 
2010:2-4.

上小鶴孝二.  便秘.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久
美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 2010:15-
7.

應田義雄.  腸結核.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久
美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 2010:71-
2.



65兵庫医大業績録（2010）

新井永達,  河野友彰.  大腸憩室疾患.  松田睴,  荻原俊男,  
難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東
京:南光堂, 2010:72-3.

中村志郎.  虚血性大腸炎.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  
鈴木久美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 
2010:74-5.

福永健.  潰瘍性大腸炎.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  
鈴木久美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 
2010:75-8.

松本譽之.  クローン病.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 
2010:78-80.

樋田信幸.  大腸ポリープ,  消化管ポリポーシス.  松田睴,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾患と治
療Ⅱ.  東京:南光堂, 2010:80-3.

飯室正樹,  松本譽之.  Crohn病.  清野宏  編.  臨床粘膜免
疫学.  東京:シナジー, 2010:384-92．

飯室正樹,  松本譽之.  知っておくべき疫学的情報.  嶋田達
哉  編.  炎症性腸疾患を日常診療で診る.  東京:羊土社, 
2010:16-8．

福永健.  白血球除去療法の進め方.  日比紀文,  久松理一  
企画.  炎症性腸疾患を日常診療で診る.  東京:羊土社, 
2010:107-11．

■学術論文■
［総説］
戸澤勝之,  中村志郎,  松本譽之.  下血／血便をきたす下部

消化管の診断・治療的アプローチの包括解説  内科の立
場から.  Intestine 2010;14:7-12．

樋田信幸,  松本譽之.  IBD cancer/dysplasiaの内視鏡診断  
典型例から診断困難例まで.  大腸疾患NOW 2010;特別
号:234-9.

松本譽之.  5-ASA製剤による治療の実際.  消化器の臨床 
2010;13:25-30.

松本譽之.  炎症性腸疾患の最新治療と今後の展望.  日本内
科学会雑誌 2010.99:494-8.

飯室正樹,  松本譽之.  消化管ポリポーシス.  内科 2010;105: 
1049-52.

飯室正樹,  松本譽之.  薬剤性腸炎.  内科 2010;105:1077.
樋田信幸,  松本譽之.  Colitic cancer/dysplasiaの内視鏡診

断.  Modern Physician 2010;30:969-72.
池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  松本

譽之,  冨田尚裕.  クローン病直腸肛門部における癌合併.  
IBD Research 2010;4:107-12．

松本譽之 .   I BDの最新治療2010総論.  C CJA PA N 
2010;57:22-6.

中村志郎,  松本譽之.  急性出血性直腸潰瘍.  消化器内視
鏡 2010;22:1274-8．

吉田幸治,  松本譽之.  内科医からみたクローン病の外科治
療の適応.  Intestine 2010;14:457-61.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  佐々木寛文,  冨
田尚裕,  竹末芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病の

癌化と今後の対策.  Intestine 2010;14:505-10.
松本譽之 .  大腸の病気はなぜおこるのか.  からだの科学 

2010;267:15-8.
飯室正樹,  吉田幸治,  河野友彰,  松本譽之.  潰瘍性病変,  

炎症性腸疾患.  G.I.Research 2010;18:519-27.
福永健.  炎症性腸疾患へのアフェレシスの新展開,  難治性

クローン病患者への適応拡大.  日本アフェレシス学会雑
誌 2010;29:235-41.

樋田信幸 ,   松本譽之 .   直腸炎と癌に関係はあるのか.  
Intestine 2010;14:619-22.

菊山梨紗,  福永健,  應田義雄,  中村志郎,  松本譽之.  高齢
潰瘍性大腸炎患者にサイトメガロウイルス感染とニューモ
シスチス肺炎を合併した1例.  IBD Research 2010;4:331-
7.

松本譽之.  炎症性腸疾患への5-ASA製剤の有用性.  成人
病と生活習慣病 2010;40:1398-403.

［原著］
Ito H,  Iida M,  Matsumoto T,  Suzuki Y,  Sasaki H,  

Yoshida T,  Takano Y,  Hibi T.  Direct comparison 
of two different mesalamine formulations for the 
induction of remission in patients with ulcerative 
colitis: A double-blind,  randomized study.  Inflamm 
Bowel Dis 2010:16:1567-74.

Ito H,  I ida M,  Matsumoto T,  Suzuki Y,  Aida Y,  
Yoshida T,  Takano Y,  Hibi T.  Direct comparison 
of two different mesalamine formulations for the 
maintenance of remission in patients with ulcerative 
colitis: A double-blind,  randomized study.  Inflamm 
Bowel Dis 2010;16:1575-82.

Oshima T,  Nakajima S,  Yokoyama T,  Toyoshima 
T,  Sakurai J,  Tanaka J,  Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  
Matsumoto T,  Miwa H.  The G-Protein beta 3 subunit 
825 TT genotype is associated with epigastric pain 
syndrome-like dyspepsia.  BMC Med Genet 2010;11:13.

長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  松
本譽之 .  血液処理量からみたフィルタ白血球除去療法,  
治療の最適化を目指して.  日本アフェレシス学会雑誌 
2010;29:213-9．

Miwa H,  Koseki J,  Oshima T,  Kondo T,  Tomita T,  Watari 
J,  Matsumoto T,  Hattori T,  Kubota K,  I izuka 
S.  Rikkunshito,  a traditional Japanese medicine,  
may rel ieve abdominal symptoms in rats with 
experimental esophagitis by improving the barrier 
function of epithelial cells in esophageal mucosa.  J 
Gastroenterol 2010;45:478-87.

Ikeuchi H,  Uchino M,  Matsuoka H,  Bando T,  Matsumoto 
T,  Tomita N,  Syoji Y,  Kusunoki M,  Yamamura T,  
Utsunomiya J.  Surgery for ulcerative colitis in 1,000 
patients.  Int J Colorectal Dis 2010;25:959-65.

Tomita T,  Iijima H,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Nishiguchi S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Abdominal 



66 兵庫医大業績録（2010）

ultrasonography as a new modality for the diagnosis 
of gastroesophageal reflux disease.  J Gastroenterol 
Hepatol 2010;25（Suppl.1）:S45-8.

Uchino M,  Ikeuchi H,  Matsuoka H,  Matsumoto T,  Takesue 
Y,  Tomita N.  Long-term efficacy of strictureplasty for 
Crohn’s disease.  Surg Today 2010;40:949-53.

Hori K,  Kim Y,  Sakurai J,  Watari J,  Tomita T,  Oshima 
T,  Kondo T,  Matsumoto T,  Miwa H.  Non-erosive reflux 
disease rather than cervical inlet patch involves 
globus.  J Gastroenterol 2010;45:1138-45.

Watanabe T,  Ajioka Y,  Matsumoto T,  Tomotsugu 
N,  Takebayashi T,  Inoue E,  Iizuka B,  Igarashi 
M,  Iwao Y,  Ohtsuka K,  Kudo SE,  Kobayashi K,  
Sada M,  Matsumoto T,  Hirata I,  Murakami K,  
Nagahori M,  Watanabe K,  Hida N,  Ueno F,  Tanaka 
S,  Watanabe M,  Hibi T.  Target biopsy or step 
biopsy? Optimal surveillance for ulcerative colitis: a 
Japanese nationwide randomized controlled trial.  J 
Gastroenterol 2010;46（Suppl.1）:11-6.

［症例報告］
Watanabe K,  Hida N,  Ajioka Y,  Hori K,  Kamata 

N,  Sogawa M,  Yamagami H,  Tominaga K,  
Watanabe T,  Fujiyama Y,  Matsumoto T,  Arakawa 
T.  Photodynamic diagnosis of endoscopically invisible 
flat dysplasia in patients with ulcerative colitis by 
visualization using local 5-aminolevelinic acid-induced 
photosensitization.  Gastrointest Endosc 2010;71:1094-
6.

賀来佳子,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  池内浩基,  松
本譽之,  竹末芳生,  冨田尚裕.  Posterior reversible 
encephalopathy syndrome（PRES）を併発した小児潰瘍
性大腸炎の1例.  日本大腸肛門病学会雑誌 2010;63:509-
14.

Tanaka J,  Oshima T,  Hori K,  Tomita T,  Kim Y,  Watari 
J,  Oh K,  Hirota S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Small 
gastrointest inal stromal tumor of the stomach 
showing rapid groeth and early metastasis to the 
liver.  Dig Endosc 2010;22:354-6.

Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Yoshida K,  
Kikuyama R,  Nagase K,  Nakamura S,  Takei Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  Selective depletion of peripheral 
granulocyte/monocyte enhances the eff icacy of 
scheduled maintenance infliximab in crohn’s disease.  
J Clin Apher 2010;25:226-8.

應田義雄,  西上隆之,  樋田信幸,  河合幹夫,  河野友彰,  上
小鶴孝二,  中村志郎,  堀和敏,  三輪洋人,  松本譽之.  陳
旧性腸結核と考えられる背景粘膜から発生した早期大腸
癌の1例.  Gastroenterological Endoscopy 2010;52:3303-
8.

Nishigami T,  Kataoka TR,  Torii I,  Sato A,  Tamura 
K,  Hirano H,  Hida N,  Ikeuchi H,  Tsujimura T.  

Concomitant adenocarcinoma and colonic non-
Hodgkin's lymphoma in a patient with ulcerative 
colitis: a case report and molecular analysis.  Pathol 
Res Pract 2010;206:846-50.

［研究報告］
松本譽之.  クローン病治療指針改訂.  厚生労働科学研究費

補助金難治性疾患克服研究事業 「難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究」 平成21年度総括・分担研究報
告書 2010:37-43.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎指針改訂.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業 「難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究」 平成21年度総括・分担研究報
告書 2010:44-52.

松本譽之.  免疫調節治療が炎症性腸疾患患者の長期経過
に与える影響.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」 平成21年度総括・分担研究報告書 2010:69.

松本譽之.  クローン病治療指針改訂.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業 「難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究」 平成19-21年度総合研究報告書 
2010:63.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎治療指針改訂.  厚生労働科学研
究費補助金難治性疾患克服研究事業 「難治性炎症性腸
管障害に関する調査研究」 平成19-21年度総合研究報告
書 2010:64.

松本譽之.  免疫制御性T細胞に注目した難治性炎症性腸疾
患患者の病態理解.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」 平成19-21年度総合研究報告書 2010:79.

■学会発表■
［国際学会］
Fukunaga K.  Reoport of CCFA（Crohn’s & Colitis 

Fo u nd a t i o n  o f  A me r i c a）a n nu a l  me e t i n g . 
（Symposium）The 4th Korea-Japan Inf lammatory 
Bowel Disease Symposium 2010.1 Tokyo

Kawamura Y,  Toyota M,  Kawamura Y,  Konishi 
F,  Saito Y,  Yajima T,  Hibi T,  Matsumoto T,  Imai 
K,  Dohi T.  Epigenetic change causes aberrant 
glycosylation in ulcerative colitis and colitic cancer.  
The 4th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease 
Symposium 2010.1 Tokyo 

Kikuyama R,  Fukunaga K,  Yoshida K,  Yokoyama Y,  
Kamikozuru K,  Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  A 
combination of low trough of tacrolimus and intensive 
body-weight oriented leukocytapheresis is suitable 
for severe ulcerative colitis patient with high risk.  
The 4th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease 
Symposium 2010.1 Tokyo

Yokoyama Y,  Fukunaga K,  Ohda Y,  Yoshida K,  Iimuro 
M,  Hida N,  Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto 
T.  Pneumocystis pneumonia concomitant with a 



67兵庫医大業績録（2010）

remission UC under immunomodulative therapy.  
The 4th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease 
Symposium 2010.1 Tokyo 

Hisamatsu T,  Takazoe M,  Watanabe M,  Matsumoto T,  
Oshitani N,  Matsui T,  Hiwatashi N,  Hibi T.  Oral 
Alpha-4 Integrin Inhibitor（AJM300）in patients 
with active Crohn’s disease, a randomized,  double-
blind,  placebo-controlled trial.  The 4th Korea-Japan 
Inf lammatory Bowel Disease Symposium 2010.1 
Tokyo 

Uchino M,  Ikeuchi H,  Matsuoka H,  Matsumoto T,  Takesue 
Y,  Tomita N.  Clinical features and management of 
duodenal fistula in patients with Crohn’s disease.  
The 4th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease 
Symposium 2010.1 Tokyo

Ito H,  Iida M,  Matsumoto T,  Suzuki Y,  Koyama H,  
Yoshida T,  Takano Y,  Hibi T,  A direct comparative 
study of two different mesalamine formulations 
revealed appropriate use of mesalamine for patients 
with active ulcerative colit is depending on the 
characteristics of disease.  Digestive Disease Week 
2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Watari J,  Moriichi K,  Tanabe H,  Fujiya M,  Sakurai 
J,  Tanaka J,  Morita T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori 
K,  Matsumoto T,  Miwa H,  Das KM,  Kohgo Y.  
Biomarkers predicting future development of gastric 
cancer in Japanese patients with premalignant lesions 
after Helicobacter pylori  eradication.  Digestive 
Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Chen X,  Oshima T,  Sakurai J,  Tanaka J,  Morita T,  
Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  Watari J,  Matsumoto 
T,  Miwa H.  Down-regulat ion of claudin-4 and 
up-reguration of claudin-18 are associated with 
proliferative potential of intramucosal gastric cancer.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The processed blood volume per 
leukocytapheresis session in patients with ulcerative 
colitis.  Digestive Disease Week 2010（DDW2010）  
2010.5 New Orleans

Toyoshima F,  Oshima T,  Nakajima S,  Yamasaki T,  
Tomita T,  Kim Y,  Watari J,  Matsumoto T,  Miwa H.  
Association of the 5HT-2a receptor gene -1438g/a 
polymorphism in patients with functional dyspepsia. 
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Kawamura YI,  Toyota M,  Kawashima R,  Okada 
T,  Hagiwara T,  Kawamura YJ,  Konishi F,  Saito 
Y,  Matsumoto T,  Dohi T.  IL-6 induces expression 
of DNA methyltransferases,  gene silencing and 

malignant-type glycosylation in ulcerative colitis 
and colitic cancer.  Digestive Disease Week 2010

（DDW2010） 2010.5 New Orleans
Fukunaga K,  Kamikozuru K,  Hida N,  Ohda Y,  Yoshida 

K,  Yokoyama Y,  Kikuyama R,  Kato K,  Takeda N,  
Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  Inf liximab 
treatment modified immune profile,  associating with 
improved TH1/TH2 balance and immunoregulatory 
T-cell expression,  in immunomodurlator naive crohn’
s disease patients with short duration.  Digestive 
Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Hida N,  Ohda 
Y,  Yoshida K,  Kato K,  Takeda N,  Nakamura S,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  Prospective randomized double blind 
sham controlled study to assess the clinical efficacy of 
monthly selective granulicyte/monocyte adsorption as 
maintenance therapy in steroid refractory ulcerative 
col it is pat ients.  Digest ive Disease Week 2010
（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Yoshida K,  Fukunaga K,  Ikeuchi H,  Kamikozuru K,  
Yokoyama Y,  Hida N,  Ohda Y,  Kikuyama R,  Nakamura 
S,  Miwa H,  Matsumoto T.  Infliximab mono-therapy 
prevented post operat ive recurrence of crohn’
s disease after intestinal resection: a prospective 
randomized open tria l in Japanese populat ion.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  The significance of monitoring 
peripheral CD4+ T-cel ls expressing regulatory 
CD25High+ phenotype and the immuno-deficiency 
CD4+ T-cell phenotype lacking CD28 in patients with 
crohn’s disease under infliximab therapy.  Digestive 
Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 New Orleans

Oshima T,  Koseki J,  Hattori T,  Kase Y,  Tomita 
T,  Tanaka J,  K im Y,  Matsumoto T,  Miwa H .  
Transient receptor potential A1 suppresses gastric 
accommodation in a new conscious guinea pig model.  
Digestive Disease Week 2010（DDW2010） 2010.5 
New Orleans

Fukunaga K.  Adsorptive cytapheresis,  an effective 
treatment option in inflammatory bowel deseases.  
ASAIO’s 56th Annual Conference 2010.5 Baitimore

Fukunaga K.  Development of optium therapeutic 
strategy for refractory ulcerative colitis with acute 
flare: current status of the cellsorba leukocytapheresis 
i n Japan. （Sympos ium）The Jo i nt Cong ress 
Swisstransfusion 2010（WAA2010） 2010.9 Interlaken

Yokoyama Y,  Fukunaga K,  Kamikozuru K,  Nagase K,  
Kato K,  Kikuyama R,  Takeda N,  Matsumoto T.  The 
predictive markers of response for cytapheresis 



68 兵庫医大業績録（2010）

in active ulserative colit is.  The Joint congress 
Swisstransfusion 2010（WAA2010） 2010.9 Interlaken 

Nagase K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  
Kikuyama R,  Kato K,  Yamada M,  Miwa H,  Matsumoto 
T.  Cytokine prof i les during the granulocyte/
monocyte apheresis for crohn’s disease.  The Joint 
Congress Swisstransfusion 2010（WAA2010） 2010.9 
Interlaken

Watari J,  Moriichi K,  Tanabe H,  Fujiya M,  Kohgo 
Y,  Das M,  Matsumoto T,  Miwa H.  Molecular 
alterations,  the sellular phenotype and proliferation 
in Barrett’s esophagus in a Japanese population with 
H.pylori  infection.  The 12th World Congress of the 
International Society for Diseases of the Esophagus

（2010ISDE） 2010.9 Kagoshima
Tomita T,  Yamasaki T,  Okugawa T,  Toyoshima F,  Sakurai 

J,  Tanaka J,  Motira T,  Kim Y,  Oshima T,  Hori 
K,  Arai E,  Yasuda T,  Terao H,  Bashuda H,  Oka 
H,  Watari J,  Matsumoto T,  Miwa H.  Symptoms and 
HRQOL in patients with silent esophagitis.  The 
12th World Congress of the International Society 
for Diseases of the Esophagus（2010ISDE） 2010.9 
Kagoshima

Yamasaki T,  Tomita T,  Hori K,  Okugawa T,  Okamoto S,  
Kondo T,  Toyoshima F,  Sakurai J,  Tanaka J,  Morita T,  
Oshima T,  Fukui H,  Watari J,  Matsumoto T,  Miwa H.  
Clinical symptom of silent esophagitis.  Asian Pacific 
Digestive Week 2010 2010.9 Kuala Lumpur 

Tomita T,  Okugawa T,  Yamasaki T,  Kondo T,  Okamoto 
S,  Toyoshima F,  Sakurai J,  Tanaka J,  Morita T,  
Oshima T,  Fukui H,  Hori K,  Watari J,  Matsumoto 
T,  Miwa H.  Effect of 5-HT1A agonist,  tandospirone 
citate,  on gastric emptying and accommodation in 
healthy volunteers-a double-blind placebo-controlled 
cross over study.  Asian Pacific Digestive Week 2010

（ADDW2010） 2010.9 Kuala Lumpur
Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Hida N,  

Ohda Y,  Nakamura S,  Miwa H,  Matsumoto T.  A 
prospective randomized double blind sham controlled 
trial to assess the efficacy of monthly granulocyte/
monocyte adsorption apheresis as maintenance 
therapy for patients with steroid refractory ulcerative 
colitis.  18th United European Gastroenterology Week

（UEGW2010） 2010.10 Barcelona
Kikuyama R,  Fukunaga K ,  Ikeuchi H,  Miwa H,  

Matsumoto T.  Colorectal cancer rates in patients who 
received leukocytapheresis and patients who did not: 
a retrospective invesrigation involving 1168 patients 
with ulcerative colitis who had undergone colectomy: 
1984-2009.  18th United European Gastroenterology 
Week（UEGW2010） 2010.10 Barcelona

Tsujikawa T,  Andoh A,  Fujiyama Y,  Nakamura S,  
Matsumoto T,  Hosoe N,  Suzuki Y,  Hirai F,  Matsui 
T.  Exhaustive analysis of inf lammation,nutrition 
and oxidative stress crohn’s disease during induction 
therapy.  18th United European Gastroenterology 
Week（UEGW2010） 2010.10 Barcelona

Kuzuoka H,  Andoh A,  Suzuki Y,  Matsui T,  Fujiyama 
Y,  Matsumoto T.  Fecal microbiota showed remarkably 
skewing in patients with Crohn’s disease by terminal 
restriction fragment length polymorphism analysis.  
18th United European Gastroenterology Week

（UEGW2010） 2010.10 Barcelona
Matsumoto T.  Optimizing biologic therapy for IBD.  

China-Japan IBD Forum 2010 2010.11 Tokyo
Kondo T,  Oshima T,  Obata K,  Sakurai J,  Matsumoto T,  

Noguchi K,  Miwa H.  Activation of TRPA1 and p38 
MAPK mediates gastric distention-induced visceral 
pain in rats.  The 4th Japan & US Collaboration 
Conference in Gastroenterology（JUCC） 2010.11 
Tokyo

Yokoyama Y,  Fukunaga K,  Matsumoto T.  The relevance 
of the CD4+CD25h igh and the CD4+CD28- T 
cell phenotypes to the understanding if immune 
pathology,  similar to ilcerative colitis,in patients with 
pouchitis.  Crohn’s & Colitis Foundation’s National 
Clinical & Research Conference（CCFA2010） 2010.12 
Hollywood

Hida N,  Kono T,  Hori K,  Fukunaga K,  Ohda Y,  
Iimuro M,  Yoshida K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru 
K,  Nakamura S,  Matsumoto T.  Chromo-capsule 
endoscopy versus standard capsule endoscopy for 
the assessment of remaining small bowel lesions at 
the early postoperative period in Crohn’s disease: 
a randomized crossover study.  Crohn’s & Colitis 
Foundation’s National Clinical & Research Conference 

（CCFA2010） 2010.12 Hollywood
Kamikozuru K,  Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Hida N,  Miwa 

H,  Matsumoto T.  Granulocyte/ Monocyte Adsorption 
for Infliximab refractory Crohn’s Disease.  Crohn’s 
& Colitis Foundation’s National Clinical & Research 
Conference（CCFA2010） 2010.12 Hollywood

［国内学会］
池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  松本譽之,  竹末

芳生,  福田能啓.  炎症性腸疾患に合併した発癌症例の臨
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長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  山田真由美,  松本譽之.  クローン病に対する顆
粒球・単球除去療法の作用機序,  末梢血サイトカイン・ケ
モカインの変動より.  第31回日本アフェレシス学会学術大
会 2010.11 千葉

菊山梨紗,  福永健,  加藤恭一,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉
田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松
本譽之.  急性期潰瘍性大腸炎患者に対する顆粒球・単球
吸着療法（GMA）の至適施行条件.  第31回日本アフェレ
シス学会学術大会 2010.11 千葉

上小鶴孝二,  福永健,  三輪洋人,  松本譽之.  当院における
クローン病に対する顆粒球吸着療法の検討.  第31回日本
アフェレシス学会学術大会 2010.11 千葉

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松本
譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎重症・難治症例の手術適
応の変遷と長期予後. （シンポジウム）第65回日本大腸肛
門病学会学術集会 2010.11 浜松

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  クローン病肛門病変に対するInfliximab
の効果とQOL維持. （パネルディスカッション）第65回日本
大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

坂東俊宏,  松岡宏樹,  内野基,  池内浩基,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  治癒切除後10年で骨盤内再発をきたし
たクローン病直腸mucinous carcinomaの1例.  第65回日
本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松
本譽之,  冨田尚裕.  70歳以上で手術となった潰瘍性大
腸炎症例の検討.  第65回日本大腸肛門病学会学術集会 
2010.11 浜松

馬場谷彰仁,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  松
本譽之,  竹末芳生,  池内浩基.  Infliximab投与後,  急速
に肛門病変が悪化したクローン病の1例.  第65回日本大腸
肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

應田義雄,  小川智広,  松本譽之.  高齢者に対するオリン
パス社製高伝達受動湾曲スコープPCF-Y0005-L（PCF-
PQ260プロト）の使用経験. （パネルディスカッション）第
28回日本大腸検査学会総会 2010.11 東京

［地方会等］
中村寛子,  渡二郎,  森田毅,  櫻井淳,  住吉晃典,  山崎尊久,  

奥川卓也,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大
島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  LSBEに発生し
た多発バレット腺癌の一例.  日本消化器病学会近畿支部
第92回例会 2010.2 大阪

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  横
山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村
志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  重症の高齢発症潰瘍性大
腸炎の治療後に合併したpneumocystis pneumoniaeの一
例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

松本優子,  関裕美子,  安藤純哉,  名生諭史,  吉田俊一,  中
村志郎.  腸結核と鑑別を要する内視鏡像を呈したクロー
ン病の1例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 
2010.2 大阪

河野友彰,  飯室正樹,  中村志郎.  当院におけるカプセル内
視鏡検査の臨床的検討. （シンポジウム）第84回日本消
化器内視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

山崎尊久,  富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中
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淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人,  山下英孝,  海邊展明,  松本友寛,  小
石健二,  菊池正二郎,  笹子三都留.  術前診断が困難で
あった幽門狭窄合併進行胃癌の一例.  第84回日本消化器
内視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

應田義雄,  河合幹夫,  豊島史彦,  奥順介,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  NBI拡大観察併用で診断した
大腸平坦型SM癌の最近の4症例.  第84回日本消化器内
視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

奥順介,  應田義雄,  豊島史彦,  河合幹夫,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナ
イフの使用経験.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地
方会 2010.3. 大阪

中村志郎,  吉田幸治,  富田寿彦.  インフリキシマブによる
Top down治療を施行したクローン病症例の臨床的検討. 

（シンポジウム）日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

河合幹夫,  上小鶴孝二,  應田義雄,  吉田幸治,  河野友彰,  
横山陽子,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  三
輪洋人,  松本譽之.  IgA腎症・腎細胞癌を併発したクロー
ン病の一例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

田中淳二,  奥川卓也,  山崎尊久,  横山（岡本）聡子,  近藤
隆,  豊島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  森田毅,  大島忠之,  
福井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  S-1/
Lentinan+Paclitaxel併用療法により良好なQOLを維持
し長期生存が得られている癌性腹水を主なう切除不能進
行胃癌の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

中村志郎.  潰瘍性大腸炎内科治療における5-ASA製剤の
位置づけ. （ランチョンセミナー）第85回日本消化器内視
鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

河野友彰,  樋田信幸,  松本譽之.  術直後クローン病に残存
する小腸病変の評価,  通常および色素カプセル内視鏡に
よる前向き無作為交差試験. （シンポジウム）第85回日本
消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

應田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  生検瘢痕を伴う大腸平坦
型腫瘍（特にLST-NG）に対する内視鏡治療の経験. （ビ
デオワークショップ）第85回日本消化器内視鏡学会近畿
地方会 2010.10 大阪

半野田理恵,  勝部智也,  梅田修吾,  和田力門,  渡邊芳久,  
荒川哲男,  高橋亮,  松本譽之.  救命しえた重症アメーバ
性大腸炎の1例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方
会 2010.10 大阪

小川智広,  應田義雄,  河合幹夫,  野上晃司,  河野友彰,  菊
山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  
福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志郎,  三輪

洋人,  松本譽之.  オリンパス社製高伝達受動湾曲スコー
プ（PCF-Y0005）の使用経験.  第85回日本消化器内視鏡
学会近畿地方会 2010.10 大阪

奥順介,  金鏞民,  川添智太郎,  太田垣裕子,  柚木崎絋司,  
李兆亮,  山科武,  田村公佑,  山崎之良,  谷垣舞,  阿部
孝,  松本譽之.  Schonlein-Henoch紫斑病にて内視鏡像お
よび当院5年間におけるステロイド治療の有無による入院
期間の考察.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 
2010.10 大阪

櫻井淳,  渡二郎,  森田毅,  山崎尊久,  奥川卓也,  岡本聡子,  
近藤隆,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  内視鏡
的切除を施行した早期十二指腸癌の一例.  第85回日本消
化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

森脇英一朗,  岩田恵典,  岩井孝史,  中野宏朗,  高嶋智之,  
坂井良行,  会澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壮治,  飯島尋子,  西口修平,  
河野友彰,  中村志郎,  松本譽之.  ダブルバルーン内視鏡

（DBE）にて治療することができた膵頭十二指腸切除後患
者に発生した膵石症の一例.  第85回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会 2010.10 大阪

池尾光一,  應田義雄,  横山陽子,  野上晃司,  小川智広,  上
小鶴孝二,  吉田幸治,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  
抗TNF-α製剤で乾癬様皮疹を発症した大腸クローン病
の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

［科学研究費等班会議］
渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽

之,  中村志郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  
国民・患者・一般臨床医に対する啓発活動・広報活動・情
報企画.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡辺守,  中村哲也,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  佐々木巌,  松井敏幸,  岩男泰,  藤山佳秀,  辻川知之.  
専門医育成プログラムの創成.  厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に
関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  桑
原絵里加,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改訂ワー
キンググループ報告.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  
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千葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥
山祐右,  阪上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  
岡本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒
陽,  櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立
雄一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊
光,  辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一
城,  阿部洋介,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次
郎,  十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原
俊治,  久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺
守,  猿田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚
文瑛,  鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉
真,  中井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  
高津典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富
田寿彦,  穂苅量太,  三浦総一郎,  永尾重昭,  久保田美和,  
小林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三
宅忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀
実,  金城福則,  高後裕,  日比紀文.  JTREAT研究中間解
析結果について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  潰瘍
性大腸炎治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東
京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  ク
ローン病治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  潰瘍性大腸炎診療ガイドライン改訂の進捗状
況.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井
敏幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀
文,  中山健夫.  日本消化器病学会と共同開発したクロー
ン病診療ガイドライン−自己評価による問題点と今後の展
望.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

長沼誠,  仲瀬裕志,  千葉勉,  斉藤理子,  井上詠,  日比紀文,  
飯田三雄,  松本主之,  坪内博仁,  嵜山敏男,  本谷聡,  藤
山佳秀,  安藤朗,  松井敏幸,  高津典孝,  鈴木康夫,  松

本譽之,  石黒陽,  加藤順,  佐々木誠人,  猿田雅之,  城卓
志,  谷田諭史,  杉村一仁,  高添正和,  吉村直樹,  田中信
治,  上野義隆,  内藤裕二,  内山和彦,  松山竜三,  平田一
郎,  藤井久男,  三浦総一郎,  光山慶一,  吉岡慎一郎,  渡
辺憲治,  国崎玲子,  渡辺守.  タクロリムス使用時における
投与初期トラフ濃度の推移（多施設研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室正樹,  武
田直久,  吉田幸治,  上小鶴孝二,  横山陽子,  加藤恭
一,  河野友彰,  河合幹夫,  菊山梨紗,  長瀬和子,  中村志
郎,  池内浩基.  顆粒球単球吸着除去療法（Granulocyte/ 
Monocyte Adsorption Apheresis）によるステロイド抵抗
性難治性潰瘍性大腸炎患者の長期維持治療: シャムカラ
ムを用いた無作為2重盲検試験の結果から（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

飯塚文瑛,  長堀正和,  長沼誠,  国崎玲子,  樋田信幸.  炎症
性腸疾患手帳（厚労省渡辺班版）作成: 日常診療におけ
る効率の良い情報収集（各個研究）.  厚生労働科学研究
費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 
東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  XX3による潰瘍性大腸
炎合併癌ハイリスク例の選別（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  中村
志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるpouch機能率か
らみた、術式選択の妥当性についての検討（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

西海信,  大井充,  塩見優紀,  吉江智郎,  長瀬和子,  福永
健,  中村志郎,  松本譽之,  吉田優,  東健.  質量分析計を
用いたメタボローム解析による炎症性腸疾患のバイオマー
カー探索（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松井敏幸,  松本譽之,  鈴木康夫,  藤山佳秀.  クローン病の
腸内細菌叢プロファイル（ｔRFLP）: 多施設共同研究．厚
生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難
治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度
第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  マイクロアレイによる遺伝
子発現からみた、潰瘍性大腸炎合併癌と一般大腸癌の相
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違点（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

河村由紀,  豊田実,  河村裕,  小西文雄,  斉藤幸夫,  矢島知
治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩三,  土肥多惠子.  潰瘍
性大腸炎局所のサイトカイン応答異常が引き起こすDNA
メチル化亢進と糖鎖発現異常（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  高後裕,  蘆田知史,  松井敏幸,  平井
郁仁,  藤山佳秀,  安藤朗,  村岡良和,  日比紀文,  岩男泰,  
長沼誠,  渡辺守.  本邦の炎症性腸疾患患者・家族におけ
る炎症性腸疾患治療薬への意識調査（最終報告）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1
回総会 2010.7 東京

長沼誠,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  前本篤男,  松本
譽之,  福永健,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰,  
日比紀文,  藤山佳秀,  二見喜太郎,  小林清典,  田中正則,  
渡辺守.  IBD診療に有用な冊子作成にむけて（一般医の
先生を対象に）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  日本消化器病学会と共同開発中の市民向けク
ローン病ガイドブックについて.  厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に
関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  クローン病診療ガイドライン（厚生労働省研究
班バージョン）: 最終案の内部評価.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

松本譽之,  杉田昭,  余田篤,  蘆田知史,  安藤朗,  伊藤裕
章,  押谷伸英,  金井隆典,  鈴木康夫,  長堀正和,  松井
敏幸,  佐々木巌,  友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  
應田義雄.  標準化を目指した治療指針改訂.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確

立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22
年度第1回総会 2010.7 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  
千葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥
山祐右,  坂上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  
岡本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒陽,  
櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立雄
一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊光,  
辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一城,  
阿部洋平,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次郎,  
十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原俊治,  
久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺守,  猿
田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  
鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉真,  中
井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  高津
典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富田寿
彦,  三浦総一郎,  穂苅量太,  永尾重昭,  久保田美和,  小
林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三宅
忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀実,  
金城福則,  高後裕,  日比紀文,  武林亨.  JTREAT研究中
間解析結果と今後の解析について.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

佐々木巌,  羽根田祥,  小川仁,  渡辺和宏,  鈴木秀幸,  武林
亨,  渡辺守,  福島浩平,  岡崎和一,  吉岡和彦,  仲瀬裕志,  
長沼誠,  井上詠,  比紀文,  千葉俊美,  本谷聡,  小澤平
太,  荒木靖三,  太田章比古,  亀岡信悟,  加賀谷尚史,  山
本隆行,  吉川周作,  嵜山敏男,  高木智久,  吉田優,  木内
喜孝,  松田耕一郎,  二見喜太郎,  石黒陽,  後藤秀実,  国
崎玲子,  木村英明,  正木忠彦,  伊藤裕章,  渡邉聡明,  上
野義隆,  鈴木康夫,  池内浩基,  高橋賢一,  舟山裕士,  杉
田昭,  友次直輝,  井上永介,  樋渡信夫,  飯島英樹,  中村
好宏,  中村志郎.  術後レミケード併用による寛解維持効
果．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22
年度第1回総会 2010.7 東京

岡崎和一,  大宮美香,  藤山佳秀,  千葉勉,  高後裕,  松井敏
幸,  松本譽之,  平田一郎,  鈴木康夫,  花井洋行,  清水誠
治,  渡辺憲治,  藤井久男,  坪内博仁,  日比紀文,  渡辺守.  
我が国における炎症性腸疾患の急性増悪・再燃因子の
前向き実態調査（特に感染症との関連性）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  樋田信幸,  應
田義雄,  飯室正樹,  武田直久,  吉田幸治,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  河野友彰,  河合幹夫,  野上晃司,  長瀬和子,  堀
和敏,  中村志郎,  松本譽之.  周術期潰瘍性大腸炎におけ
る末梢血T細胞の動態.  厚生労働科学研究費補助金難治
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性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

藤山佳秀,  松井敏幸,  松本譽之,  鈴木康夫,  本谷聡.  ク
ローン病疾患マーカーとしての便中細菌叢ｔRFLPに関す
る多施設共同研究.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

［研究会・講演会等］
松本譽之.  IBDの新しい治療薬の開発と展望. （教育講演）

日本大腸肛門病学会第19回教育セミナー 2010.5 横浜
應田義雄,  小川智広,  野上晃司,  樋田信幸,  松本譽之.  生

検瘢痕を伴う大腸平坦型腫瘍（特にLST-NG）に対する
内視鏡治療の経験−EMR,ESD併用スネアEMR,ESDの
比較−.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

小川智広,  應田義雄,  野上晃司,  河合幹夫,  河野友彰,  樋
田信幸,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナイフの
使用経験.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

奥川卓也,  富田寿彦,  山崎尊久,  豊島史彦,  田村彰朗,  岡
本聡子,  近藤隆,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  大島忠
之,  福井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  
胃シンチグラフィを用いた総合的胃運動機能評価法として
の妥当性.  第42回胃病態機能研究会 2010.8 札幌

松本譽之.  炎症性腸疾患の病態と治療up to date. （教育
講演）日本消化器病学会東海支部113回例会第24回教育
講演会 2010.11 名古屋

■特許■
松本譽之,  鈴木康夫,  藤山佳秀,  安藤朗,  松井敏幸,  葛

岡博之,  定方めぐみ.  クローン病の活動性の分類.  出願
日:2010.5.12 出願番号: 特願2010-110437

■その他■
中村志郎.  下痢と血便の臨床 潰瘍性大腸炎との鑑別を中

心に.  第31回尼崎消化器疾患懇話会 2010.1 尼崎
中村志郎.  アダカラム長期out comeに関する多施設プロ

スペクティブ調査 中間報告.  GCAP Japan West 2010 
2010.1 那覇

福永健.  レミケード抵抗例クローン病に対するアダカラムの
有用性.  GCAP Japan West 2010 2010.1 那覇

樋田信幸.  炎症性腸疾患における治療の進歩.  第4回炎症
性腸疾患市民公開講座 2010.1 盛岡

中村志郎.  カプセル内視鏡を用いた小腸疾患の診断.  第
281回兵庫県消化管研究会 2010.1 神戸

中村志郎.  当院におけるレミケード治療の実際.  第1回関西
Biologics研究会 2010.1 大阪

中村志郎.  潰瘍性大腸炎の基礎知識,  ガイドラインを中心
に.  ゼリア新薬工業㈱社内研修講演会 2010.2 神戸

中村志郎.  下痢と血便の臨床，潰瘍性大腸炎との鑑別を中
心に.  高砂市医師会生涯教育研修会 2010.2 高砂

中村志郎.  Remicade治療のdeep impact.  播磨IBDセミ
ナー 2010.2 姫路

松本譽之.  平成21年度治療指針改訂案と潰瘍性大腸炎治
療における高用量5-ASA製剤の位置づけ.  炎症性腸疾患

学術講演会 2010.2 仙台
上小鶴孝二.  炎症性腸疾患の理解と日常生活について,  病

気と上手につきあうために.  龍野健康福祉事務所炎症性
腸疾患医療相談会 2010.2 龍野

松本譽之.  過敏性腸症候群,  診断と治療のup to date.  第
95回東播磨消化器懇話会特別講演会 2010.2 加古川

松本譽之.  大腸がん.  毎日新聞 2010.2.27:11.
松本譽之.  大腸がんの診断と内科治療.  毎日新聞社第4回

大腸がん死亡ゼロを目指して 2010.2 大阪
松本譽之 .  炎症性腸疾患診療の最前線.  第32回うず潮

フォーラム 2010.2 岡山
福永健.  JDDW2009（第51回日本消化器病学会大会）参加

印象記.  日本アフェレシス学会雑誌 2010;29:146.
應田義雄.  NBI拡大観察併用で診断した大腸平坦型SM癌

の最近の4症例.  第5回Bay area gut club 2010.3 神戸
應田義雄.  潰瘍性大腸炎に対する診療アプローチ.  第7回

IBD Seminar 2010.3 大阪
松本譽之.  平成21年度治療指針改定案と潰瘍性大腸炎治

療における5-ASA製剤4gの位置づけ.  千葉IBD学術講演
会 2010.3 千葉

松本譽之.  第4回大腸がん死亡ゼロを目指して.  朝日新聞 
2010.3.20:23.

中村志郎 .   クローン病に対するI F X投与の検証進む.  
Medical Tribune 2010.3.25:39.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎.  週刊朝日 2010.3.26:124-6.
樋田信幸.  潰瘍性大腸炎の長期経過における問題点,  サー

ベイランスを中心として.  アサコール錠新発売記念講演会 
2010.4 神戸

應田義雄.  新規メサラジン製剤の位置づけと今後の期待.  
アサコール錠新発売記念講演会 2010.4 神戸

渡辺守,  松本譽之,  松井敏幸,  日比紀文.  難治性炎症性腸
疾患の現状と将来.  ヒューマンサイエンス 2010;21:4-12.

中村志郎.  潰瘍性大腸炎のup to date.  府医学術講演会 
2010.4 京都

中村志郎.  クローン病,  内科の立場から.  第11回県民医療
公開講座 2010.5 神戸

松本譽之.  平成21年度治療指針改定案と潰瘍性大腸炎治
療における5-ASA製剤4gの位置づけ.  IBD学術講演会 
2010.5 松山

吉田幸治.  兵庫医科大学におけるIBD治療最前線.  IBD 
Biologics Clinical Young Seminar 2010.5 神戸

松本譽之.  IBDとサーベイランス.  第107回兵医内科カン
ファレンス 2010.6 西宮

中村志郎.  クローン病.  堺市難病支援ネットワーク協議会ク
ローン病医療講演会 2010.6 堺

松本譽之 .  炎症性腸疾患の免疫病態と治療法の新しい展
開.  日本消化器免疫学会NewsLetter 2010;11:3.

松本譽之.  IBDにおける発癌とそのサーベイランス. （特別
講演）第41回近畿消化器疾患研究会 210.6 大阪

上小鶴孝二.  IgA腎症を合併したクローン病の1例.  第34回
IBD Club Jr.研究会 2010.6 東京
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福永健.  ASAIO2010（第56回米国人工臓器学会）参加印
象記.  日本アフェレシス学会雑誌 2010;29:290-1.

吉田幸治.  炎症性腸疾患.  兵庫医科大学病院市民健康講
座 2010.7 西宮

松本譽之.  潰瘍性大腸炎治療の現状と未来,  治療指針改
訂とサーベイランスの意義.  北海道炎症性腸疾患学術講
演会 2010.7 札幌

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実際.  第10回阪和リウマチ研究会 2010.8 堺

上小鶴孝二.  潰瘍性大腸炎・クローン病.  西宮市難病連絡
協議会平成22年難病医療相談会 2010.8 西宮

中村志郎.  兵庫医科大学におけるレミケード治療の現状.  
相模原IBD Clinical Seminar 2010.9 相模原

吉田幸治.  Infliximab維持療法の効果減弱（LOR）に対す
る対策.  第9回IBDフォーラム 2010.9 神戸

横山陽子.  クローン病・潰瘍性大腸炎について.  尼崎市難
病連絡協議会医療相談会 2010.9 尼崎

中村志郎.  平成21年度治療指針改訂案と潰瘍性大腸炎に
おける5-ASA製剤4gの位置づけ.  第2回徳島炎症性腸疾
患講演会 2010.9 徳島

松本譽之,  福永健.  日本で初めてIBD治療にGMAを導入.  
CCJAPAN 2010;57:16-7.

吉田幸治.  Infliximab維持療法の効果減弱（LOR）に対す
る対策.  第17回大阪クローン病治療研究会 2010.10 大阪

中村志郎.  UC治療の最前線,  レミケードの新しい位置
づけ.  レミケード潰瘍性大腸炎効能追加記念講演会 
2010.10 大宮

松本譽之.  IBDの診断と治療,  up to date.  池田市医師会
合同研究会 2010.10 豊中

中村志郎.  IBD治療における抗TNFα抗体製剤の残され
た課題と解決策.  第5回IBDプロジェクト会議勉強会 
2010.10 横浜

渡辺守,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎.  週刊朝日 新「名医」の
最新治療2011 2010;増刊号:284-7.

中村志郎.  クローン病内科治療の基本.  第1回K-腸疾患研
究会 2010.11 大阪

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎の新規治療.  第39回兵医大腸疾
患研究会 2010.11 尼崎

應田義雄.  UC治療におけるもっとも恐ろしい日和見感染症,  
PCP（Pneumocysis jiroveci pneumonia）.  第39回兵医
大腸疾患研究会 2010.11 尼崎

樋田信幸.  UCにおけるタクロリムス,  摂食条件による効
果の違いについて.  第1回関西Tacrolimusu UCセミナー 
2010.11 大阪

樋田信幸.  大腸内視鏡,  挿入のコツ.  第290回兵庫県消化
管研究会 2010.11 神戸

中村志郎.  炎症性腸疾患診療の最前線,  治療指針におけ
る抗TNF-α抗体療法の位置付け.  第290回兵庫県消化
管研究会 2010.11 神戸

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎・クローン病.  神戸市難病団体連
絡協議会第54回「医療・生活・教育」に関する無料相談会 

2010.12 神戸
樋田信幸.  潰瘍性大腸炎に対する免疫調節剤の使用法.  第

10回兵庫IBDカンファレンス 2010.12 神戸
中村志郎.  炎症性腸疾患の治療,  標準治療.  第26回大腸

病態治療研究会 2010.12 大阪
松本譽之.  Crohn病2010.  第22回中之島リウマチセミナー 

2010.12 大阪
戸澤勝之,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の治療効果の判断基

準.  Medicament news  2010;2.25:6-8.
松本譽之 .  炎症性腸疾患とClostr id ium di f f ici le感染

の合併例における抗生剤と免疫調節薬併用療法の効
果について.  Review of gastroenterology & clinical 
gastroenterology and hepatology 2010;4:37-40.

松本譽之.  クローン病の外瘻に対するアダリムマブの治療効
果.  GI Explore 2010;11:6.

松本譽之.  成人ヒトの脂肪組織由来の幹細胞は実験腸炎や
敗血症への予防効果を示す.  GI Explore 2010;11:9.

松本譽之.  腸管切除術後の腸管炎症と線維化に関する新し
い動物モデル: 腸内細菌叢の影響について.  GI Explore 
2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎関連大腸癌におけるMHCクラスⅡ
分子.  GI Explore 2010;12:9.

松本譽之 .  副腎皮質ステロイド依存性クローン病における
sargramostimのステロイド減量効果に関するプラセボを
用いた無策胃二重盲検試験.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるdysplasia検出のモデル
解析.  GI Explore 2010;12:9.

松本譽之.  血中インフリキシマブのトラフ値: 急性期潰瘍性
大腸炎におけるインフリキシマブ治療の臨床的有効性を
予測する因子である.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎に対するインフリキシマブの治療
効果予測における粘膜の遺伝子パターン解析の意義.  GI 
Explore 2010;12:9.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎の寛解維持において遅延放出性
メサラミン製剤（400mg）の1日1回投与は1日2回投与と同
等の有効性を示した.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之 .  IBS患者において感情障害は内臓痛刺激の神
経処理機構を修飾する: 機能的MRI研究.  GI Explore 
2010;12:9.

松本譽之.  マウスの炎症性腸疾患モデルにおいて骨髄系細
胞と腸管上皮細胞系におけるp38α遺伝子欠損は異なっ
た効果を示す.  Review of Gastroenterology & Clinical 
Gastroenterology and Hepatology 2010;5:13-8.

呼吸器・ＲCＵ科
Respiratory and Critical Care Medicine

■著書■
中野孝司.  気管支鏡検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光

義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
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2010:223-4.
中野孝司.  胸膜腫瘍.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木

久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ,  東京:南江堂, 2010: 
121-3.

福岡和也.  胸膜炎.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木
久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ,  東京:南江堂, 2010: 
118-9.

■学術論文■
［総説］
中野孝司.  腹膜中皮腫.  最新医学 2010;（別冊  新しい診断

と治療のABC68）:43-52.
田端理英,  田端千春,  小林光,  大森公之助,  古家泉,  村山

美香,  谷後美鈴,  大谷敦子,  永井朝子.  大量γグロブリ
ン療法にて血小板増加が得られ安全に手術が施行され
たMDSの1例.  日本輸血学会雑誌 2009;55:611-6.

大槻剛巳,  中野孝司,  長谷川誠紀,  岡田守人,  辻村亨,  関
戸好孝,  豊國伸哉,  西本寛,  福岡和也,  田中文啓.  平成
20年度学術大会科学技術振興研究発表「悪性中皮腫」
より～概要と基礎研究からのアプローチ～.  日本職業・災
害医学会会誌 2010;58:1-8.

中野孝司 .   胸水の臨床所見と画像診断.  病理と臨床 
2010;28:1151-6.

［原著］
Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  

Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans-
retinoic acid inhibits tumour grouth of malignant 
pleura l mesothel ioma in mice.  Eur Respir J 
2009;34:1159-67.

Nishimura Y,  Miura Y,  Maeda N,  Kumagai S,  
Murakami S,  Hayashi H,  Fukuoka K,  Nakano 
T,  Otusuki T.  Impairment in cytotoxicity and 
expression of nk cell-activating receptors on human 
nk cells following exposure to asbestos fibers.  Int J 
Immunopathol Pharmacol 2009;22:579-90.

Yaguchi T,  Muramoto M,  Nakano T,  Nishizaki T.  
Urinary trypsin inhibitor suppresses migration of 
malignant mesothelioma.  Cancer Lett 2010;288:214-8.

Tabata R,  Tabata C,  Omori K,  Nagai T.  Disappearing 
MDS-associated autoimmune hemolytic hemolytic 
anemia in leukemic transformation.  Int Arch Allergy 
Immunol 2010;152:407-12.

Tabata R,  Tabata C,  Okamoto T,  Omori K,  Terada 
M,  Nagai T.  Autommune pancreatitis associated 
with myelodysplastic syndrome.  Int Arch Allergy 
Immunol 2010;151:168-72.

Saito M,  Yaguchi Y,  Yasuda Y,  Nakano T,  Nishizaki T.  
Adenosione suppresses CW2 human colonic cancer 
growth by inducing apoptosis via A（1） adenosine 
receptors.  Cancer Lett 2010;290:211-5.

Torii I,  Hashimoto M,  Terada T,  Kondo N,  Fushimi H,  

Shimazu K,  Takeda SI,  Takuwa T,  Okumura Y,  Sato 
A,  Yamamoto T,  Fukuoka K,  Tanaka F,  Nishigami 
T,  Nakano T,  Hasegawa S,  Tsujimura T.  Well-
differentiated papillary mesothelioma with invasion to 
the chest wall.  Lung Cancer 2010;67:244-7.

Yasumitsu A,  Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  
Murakami A,  Yamada S,  Terada T,  Iida S,  Tamura 
K,  Fukuoka K,  Kuribayashi K,  Nakano T.  Clinical 
significance of serum VEGF in malignant pleural 
mesothelioma.  J Thorac Oncol 2010;5:479-83.

Yang D,  Yaguchi T,  Lim CR,  Ishizawa Y,  Nakano 
T,  Nishizaki T.  Tuning of apoptosis-mediator 
gene transcript ion in HepG2 human hepatoma 
cells through an adenosine signal.  Cancer Lett 
2010;291:225-9.

Yaguchi T,  Saito M,  Yasuda Y,  Kanno T,  Nakano T,  
Nishizaki T.  Higher concentrations of extracellular 
ATP suppress proliferation of caco-2 human colonic 
cancer cells via an unknown receptor involving PKC 
inhibition.  Cell Physiol Biochem 2010;26:125-34.

Yang D,  Yaguchi T,  Nakano T,  Nishizaki T.  Adenosine-
induced caspase-3 activation by tuning Bcl-XL/
DIABLO/IAP expression in HuH-7 human hepatoma 
cells.  Cell Biol Toxicol 2010;26:319-30.

Sato A,  Torii I,  Okamura Y,  Yamamoto T,  Nishigamai T,  
Kataoka TR,  Song M,  Hasegawa S,  Nakano T,  Kamei 
T,  Tsujimura T.  Immunocytochemistry of CD146 is 
useful to discriminate between malignant pleural 
mesothelioma and reactive mesothelium.  Mod Pathol 
2010;23:1458-66.

Tabata C,  Hirayama N,  Tabata R,  Yasumitsu A,  
Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Fukuoka 
K,  Kuribayashi K,  Terada T,  Nakano T.  A Novel 
clinical role of angiopoietin-１in malignant pleural 
mesothelioma.  Eur Respir J 2010;36:1099-105.

Tabata C,  Tabata R,  Nakano T.  The calpain inhibitor 
calpeptin prevents Bleomycin-induced pulmonary 
fibrosis in mice.  Clin Exp Immunol 2010;162:560-7.

Takeda H,  Fujimori Y,  Kai S,  Ogawa H,  Nakno T.  
CD318/CUB-domain-containing protein 1 expression 
on cord blood hematopoietic progenitors.  Exp Ther 
Med 2010;1:497-501.

Eguchi R,  Fujimori Y,  Takeda H,  Tabata C,  Ohta 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  Arsenic 
trioxide induces apoptosis through JNK and ERK 
in human mesothel ioma cel ls.  J Cel l Physiol 
2010;226:762-8. 

Eguchi R,  Fujimori Y,  Ohta T,  Kunimasa K,  Nakano 
T.  Calpain is involved in cisplatin-induced endothelial 
injury in an in vitro three-dimensional blood vessel 
model.  Int J Oncol 2010;37:1289-96.
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［症例報告］
Hirano H,  Fujisawa T,  Maekawa K,  Ohkubo E,  

Okimura A,  Kuribayashi K,  Nakano T,  Nakasho 
K,  Nishigami T.  Malignant mesothelioma of the 
peritoneum:case reports and immunohistochemical 
f indings including Ki-67 expression.  Med Mol 
Morphol 2010;43:53-9.

［研究報告］
福岡和也.  アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍を含む,  がん

発症リスクとの関連死についての前向き調査研究.  第
55回（平成20年度）社会厚生事業助成医学研究報告集
2010:141-50.

■学会発表■
［国際学会］
Nakano T.  Advances in the clinical diagnosis and 

treatment of malignant mesothelioma.  The 17th Thai-
Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology 
2010.1 Chiang Mai

Yasumitsu A,  Fukuoka K,  Maeda R,  Mikami K,  Nogi 
Y,  Hirayama N,  Terada T,  Okada A,  Murakami A,  
Yamada S,  Tamura K,  Iida S,  Kuribayashi K,  Tabata 
C,  Nakano K.  Narrow Band Imaging in medical 
thoracoscopy; a new technology for the detection of 
early clinical stage malignant pleural mesothelioma.  
The 17th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic 
Cytopathology 2010.1 Chiang Mai

Maeda R,  Yamada S,  Fukuoka K,  Mikami K,  Nogi 
Y,  Hirayama N,  Terada T,  Yasumitsu A,  Okada 
A,  Murakami A,  Tamura K,  Iida S,  Kuribayashi K,  
Tabata C,  Nakano T.  Soluble Mesohelioma-related 
peptide （SMRP）in pleural effusion for the diagnosis 
of malignant pleural mesothelioma.  The 17th Thai-
Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology 
2010.1 Chiang Mai

Tanaka M,  Takeuchi S,  Honda O,  Tamura K,  Fukuoka 
K,  Maeda R,  Mikami K,  Nogi Y,  Hirayama N,  Terada 
T,  Yasumitsu A,  Okada A,  Murakami A,  Yamada 
S,  Iida S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Nakano T.  A 
case of early-stage malignant pleural mesothelioma.  
The 17th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic 
Cytopathology 2010.1 Chiang Mai

Yamada S,  Fukuoka K,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Tamura 
K,  Murakami A,  Okada A,  Yasumitsu A,  Terada 
T,  Torii I,  Tanaka F,  Tsujimura T,  Hasegawa S,  
Tsubota N,  Nakano T.  Localized malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Sato A,  Torii I,  Okamura Y,  Yamamoto T,  Nishigami 

T,  Kataoka TR,  Hasegawa S,  Nakano T,  Kamei T,  
Tsujimura T.  Immunocytochemistry of CD146 is 

useful for discrimination between malignant pleural 
mesothelioma and reactive mesothelium in effusion 
cytology.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto 
Yoshikawa Y,  Nakano T,  Sato A,  Fukuoka K,  Murakami 

A,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Fujimori 
Y,  Morinaga T,  Tsujimura T,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Frequent deletions in 3p21.1 region in malignant 
mesothelioma cell lines established from Japanese 
patients.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Tanaka F,  Yoneda K,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 

T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Shiomi K,  Sato A,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka 
K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating endothelial 
cells（CECs）in the diagnosis of malignant pleural 
mesothel ioma（MPM）. （Genera l Session）The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

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

（CTCs）in the d iagnosis of ma l ignant pleura l 
mesothel ioma（MPM）.  The 10th Internat ional 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Hasegawa S,  Tanaka F,  Yamanaka T,  Okada M,  Soejima 
T,  Kamikonya N,  Yoki K,  Fukuoka K,  Nakano T.  
Current status of surgical treatment and an ongoing 
feasibility study of multimodality treatment for 
resectable malignant pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Kondo N,  
Matsumoto S,  Orui H,  Shiomi K,  Tanaka F,  Torii 
I,  Tsujimura T,  Tsubota N,  Fukuoka K,  Nakano 
T,  Hasegawa S.  Discrepancy between cl in ica l 
and pathological stages in patients undergoing 
extrapleural pneumonectomy for malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Matsumoto S,  

Kondo N,  Tanaka F,  Orui H,  Shiomi K,  Tsubota N,  
Fukuoka K,  Nakano T,  Hasegawa S.  BNP is a useful 
biomarker for cardiac condition after EPP.  The 
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10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Hirayama N,  Tabat a C ,  Tabata R ,  Yasumit su 
A,  Yamada S,  Murakami A,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  Novel 
clinical role of angiopoietin-1 in malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Matsumoto S,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa T,  

Okumura Y,  Shiomi K,  Kondo N,  Tanaka F,  Torii I,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  
Nakano T,  Hasegawa S.  Diagnosis of malignant pleural 
mesothelioma: comparison between pleural effusion 
cytology and pleural biopsy.  The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Shiomi K ,  Kondo N,  Matsumot o S ,  Hash imot o 
M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Orui H,  Tanaka F,  
Tomomatsu M,  Tsubota N,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Hasegawa S.  Bronchopleural fistula after extrapleural 
pneumonectomy for pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest  Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  Yamada 
S,  Murakami A,  Tamura K,  Terada T,  Kuribayashi K,  
Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans -retinoic acid inhibits 
tumor growth of malignant pleural mesothelioma 
in mice.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  Yamada 

S,  Murakami A,  Tamura K,  Terada T,  Kuribayashi K,  
Fukuoka K,  Nakano T.  Clinical significance of serum 
VEGF in malignant pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto 

Tamura K,  Fukuoka K,  Kamiya H,  Honda M,  Masachika 
E,  Okuwa H,  Nogi Y,  Maeda R,  Otsuki T,  Mikami 
K,  Hirayama N,  Terada T,  Okada A,  Murakami 
A,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Tsubota N,  
Nakano T.  Platlet-derived growth factor（PDGF）in 
pleural effusion of malignant pleural mesothelioma 
and cancerous pleurisy due to lung cancer.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Yasumitsu A,  Fukuoka K,  Kamiya H,  Honda M,  

Masachika E,  Okuwa H,  Nogi Y,  Maeda R,  Otsuki 
T,  Mikami K,  Hirayama N,  Terada T,  Okada A,  
Murakami A,  Yamada S,  Tamura K,  Kuribayashi 
K,  Tabata C,  Tsubota N,  Nakano T.  Thoracoscopy 
combined with autofluorescence imaging and narrow 
band imaging for the diagnosis of malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Tsujimura T,  Sato A,  Torii I,  Kataoka T,  Nishigami 

T,  Yoshikawa Y,  Hashimoto-Tamaoki T,  Hasegawa 
S,  Nakano T.  Diagnostic significance of p16INK4A loss 
in molecular cytology of early malignant pleural 
mesothelioma. （Workshop）The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto 

Eguchi R,  Fujimori Y,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Arsenic trioxide induces apoptosis 
through JNK and ERK in human mesothelioma cells. 

（Workshop）The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Yaguchi T,  Nakano T,  Nishizaki T.  Extracellular 
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Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans-
retinoic acid inhibits tumor growth of malignant 
pleural mesothelioma in mice.  European Respiratory 
Society 2010.9 Barcelona

［国内学会］
田端理英,  田端千春.  高齢者自己免疫関連血球貪食症候

群の検討. （ミニシンポジウム）第59回日本アレルギー学
会秋季学術大会 2009.10 秋田

福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  
中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセド+シス
プラチン併用療法の外来化学療法における安全性の検
討.  第50回日本呼吸器学会学術講演会 2010.4 京都

山田秀哉,  福岡和也,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  
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本呼吸器学会学術講演会 2010.4 京都

田端千春,  平山倫子,  安光亮洋,  山田秀哉,  村上亜紀,  田
村邦宣,  寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司.  悪
性胸膜中皮腫に対するTGF-beta1/PDGF-BBを介した
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ATRAの抗腫瘍効果.  第50回日本呼吸器学会学術講演
会 2010.4 京都

平山倫子,  福岡和也,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  長
谷川誠紀,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  悪
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悪性胸膜中皮腫診断の胸腔鏡検査における画像強調観
察法の有用性に関する検討. （ワークショップ）第33回日
本呼吸器内視鏡学会学術集会 2010.6 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  田端千春,  栗林康造,  福
岡和也,  中野孝司.  Fyn低発現型の悪性中皮腫において
PP2はアポトーシスを誘導する.  第69回日本癌学会学術
総会（JCA2010） 2010.9 大阪

Sato A,  Torii I,  Kataoka TR,  Hasegawa S,  Nakano T,  
Tsujimura T.  Usefulness of CD146 for differential 
diagnosis of malignant mesothelioma and reactive 
mesothelium in effusion cytology.  第69回日本癌学会
学術総会（JCA2010） 2010.9 大阪

Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Sato A,  Fukuoka K,  Tsujimura 
T,  Hashimoto-Tamaoki T,  Nakano T.  Frequent genome 
deletions of BAP1（BRCA1-associated protein 1）in 
malignant mesothelioma cells.  第69回日本癌学会学術
総会（JCA2010） 2010.9 大阪

Tsujimura T,  Sato A,  Torii I,  Kataoka TR,  Hasegawa S,  
Nakano T.  Analysis of the p16INK4A locus is useful to 
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2010.9 大阪

田端千春,  田端理英,  栗林康造,  福岡和也,  江口良二,  藤
盛好啓,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin

（Ang）-1の臨床的新規役割について.  第69回日本癌学会
学術総会（JCA2010） 2010.9 大阪

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における外科治療の役割：呼吸
器内科医の立場から. （シンポジウム）第63回日本胸部外
科学会定期学術集会（JCA2010） 2010.10 大阪

安光亮洋,  田端千春,  神谷瞳,  本田実紀,  政近江利子,  大
桒久弥,  大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀
哉,  田村邦宣,  栗林康造,  福岡和也,  坪田紀明,  中野
孝司.  悪性胸膜中皮腫における血清VEGFの臨床的重要
性について. （ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会

（JCA2010） 2010.11 広島　
栗林康造,  寺田貴普,  安光亮洋,  田端千春,  福岡和也,  坪

田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対する化学療法
の効果判定におけるFDG-PETの有用性に関する検討. 

（ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広
島 

近藤展行,  田中文啓,  奥村好邦,  松本成司,  多久和輝尚,  

塩見和,  橋本昌樹,  大類隼人,  福岡和也,  中野孝司,  坪
田紀明,  長谷川誠紀.  胸膜肺全摘術における胸膜外剥
離の方法. （ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫の診断と治療の概略.  第51回日
本肺癌学会総会 2010.11 広島 

福岡和也.  早期診断指標の現況と展望.  第51回日本肺癌学
会総会 2010.11 広島 

平山倫子,  田端千春,  安光亮洋,  前田理沙,  山田秀哉,  村
上亜紀,  寺田貴普,  田村邦宣,  栗林康造,  福岡和也,  中
野孝司.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin（Ang）-1
の臨床的新規役割について.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

山田秀哉,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  
平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫と重複癌症例の検討.  第51回日本肺癌学
会総会 2010.11 広島

福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  長谷川誠紀,  辻
村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍発症リ
スクとの関連性についての検討.  第51回日本肺癌学会総
会 2010.11 広島

寺田貴普,  福岡和也,  栗林康造,  政近江利子,  大桒久弥,  
神谷瞳,  野木佳孝,  三上浩司,  大搗泰一郎,  前田理沙,  
平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  中野孝司.  
当科におけるベバシズマブの使用経験−プラチナ製剤＋
ペメトレキセドとの併用を中心として.  第51回日本肺癌学
会総会 2010.11 広島

奥村好邦,  橋本昌樹,  近藤展行,  松本成司,  田中文啓,  栗
林康造,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨,  長谷
川誠紀.  集学的治療を施行した悪性胸膜中皮腫の胸壁
再発に対して手術を施行した一例.  第51回日本肺癌学会
総会 2010.11 広島 

鳥井郁子,  佐藤鮎子,  辻村亨,  橋本昌樹,  長谷川誠紀,  中
野孝司.  胸水発見後早期より顕著なリンパ管侵襲を示
した悪性胸膜中皮腫の一例.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

細川健一,  西馬信一,  工藤翔二,  中野孝司.  悪性胸膜中皮
腫に対するPemetrexedの製造販売後全例調査について.  
第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島

山本信之,  海老規之,  尾崎智博,  上岡博,  横田総一郎,  大
泉聡史,  青木琢也,  中野孝司,  新海哲,  谷尾吉郎,  福岡
正博,  中川和彦.  未治療進行非小細胞肺がんに対する
S-1+carboplatinとpaclitaxel+carboplatinの第III相試験

（WJTOG3605）.  第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島
辻村亨,  佐藤鮎子,  鳥井郁子,  亀井敏昭,  長谷川誠紀,  中
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野孝司.  悪性胸膜中皮腫の早期診断への糸口中皮腫の
細胞的特徴を分子レベルで考える. （シンポジウム）第51
回日本肺癌学会総会 2010.11 広島

田端千春,  田端理恵,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における
angiopoietin（Ang）-1の臨床的新規役割について.  第60
回日本アレルギー学会秋季学術大会 2010.11 東京

［地方会等］
安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡

田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の1例.  第91回日本肺癌学会
関西支部会 2010.1 大津

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  横山陽子,  
松本譽之,  中正恵二,  寺田信行,  塚本吉胤,  廣田誠一,  
中野孝司.  多臓器に病巣を認めた絨毛癌の1例.  第91回
日本肺癌学会関西支部会 2010.1 大津

三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  
塚本吉胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎.  非結核性抗酸菌症を
合併した肺腺癌の1切除例.  第91回日本肺癌学会関西支
部会 2010.1 大津

上林美弥,  山田秀哉,  福岡和也,  村上亜紀,  栗林康造,  田
端千春,  田村邦宣,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  術
後15年目に癌性胸膜炎で再発した乳癌の1例.  第191回日
本内科学会近畿地方会 2010.6 京都

山田秀哉,  福岡和也,  田端千春,  栗林康造,  田村邦宣,  村
上亜紀,  岡田あすか,  安光亮洋,  寺田貴普,  平山倫子,  
野木佳孝,  三上浩司,  大搗泰一郎,  前田理沙,  政近江利
子,  大桒久弥,  本田実紀,  神谷瞳,  塚本吉胤,  廣田誠一,  
中野孝司.  呼吸器内視鏡検査にて診断し得た術後15年
目の再発乳癌の1例.  第87回日本呼吸器内視鏡学会近畿
支部会 2010.7 大阪

熊本牧子,  小口展生,  鵜山広樹,  村上伸介,  竹中英昭,  長
澄人,  岡田あすか.  左肺にのみ粒状影の分布を認め、マク
ロライド長期投与が奏効した副鼻腔気管支症候群の一例.  
第87回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2010.7 大阪

大搗泰一郎,  平山倫子,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実
紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  栗林
康造,  田端千春,  福岡和也,  中野孝司.  十二指腸癌を合
併した悪性胸膜中皮腫の1例.  第92回日本肺癌学会関西
支部会 2010.7 大阪

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠

紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一.  4年間の
経過観察中に発症した早期悪性胸膜中皮腫の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

三上浩司,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田端
千春,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  田中
文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田
誠一.  腺癌,  扁平上皮癌,  小細胞癌の3重癌の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

前田理沙,  福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  三上浩司,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  中野孝司,  坪田紀明,  
長谷川誠紀,  津田健吉,  芳川浩男,  森鑑二,  有田憲生,  
塚本吉胤,  廣田誠一,  中正恵二,  寺田信行.  抗Hu抗体
陽性,  傍腫瘍性脳炎を呈した小細胞肺癌の1例.  第92回
日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

岡田あすか,  平山倫子,  三上浩司,  前田理沙,  大搗泰一郎,  
野木佳孝,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和也,  長谷川誠
紀,  中井真由美,  塚本吉胤,  中野孝司.  喫煙女性に発症
した肺好酸球性肉芽腫症の1例.  第75回日本呼吸器学会
近畿地方会 2010.7 大阪

政近江利子,  山田秀哉,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩
司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  田村邦宣,  栗林康造,  田端
千春,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  中野
孝司.  若年女性に発症した悪性胸膜中皮腫の一例.  第75
回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

大桒久弥,  田村邦宣,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩司,  
前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  栗林康造,  田端千春,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝
司.  胸壁腫瘍で発見された多発性骨髄腫の一例.  第75回
日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

金森斎修,  神谷瞳,  花咲毅,  竹中雅彦,  松田良信.  気管
支鏡検査で確定診断でき無治療で病勢の進行の無い肺
MALTリンパ腫の1例.  第75回日本呼吸器学会近畿地方
会 2010.7 大阪

神谷瞳,  竹中雅彦,  金森斎修,  松田良信.  リネゾリドが有
効であった重症肺炎の1例.  第75回日本呼吸器学会近畿
地方会 2010.7 大阪

鵜山広樹,  小口展生,  熊本牧子,  村上伸介,  竹中英昭,  長
澄人,  岡田あすか.  胸水よりノカルジアを検出した肺膿瘍
の一例.  第75回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

中野孝司 .  悪性胸膜中皮腫の最近の話題と今後の展望. 
（コーヒーブレイクセミナー）日本肺癌学会関東支部会 
2010.12 東京

寺田貴普,  福岡和也,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  栗
林康造,  田端千春,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  
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Gefitinib投与にて劇的に全身状態の改善を認めた高齢者
肺癌の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神
戸

大搗泰一郎,  福岡和也,  大桒久弥,  神谷瞳,  本田実紀,  
三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
栗林康造,  田端千春,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  中野孝
司.  胸部CTにて瘢痕影を経過観察中に肺腺癌を発症し
た1例.  第76回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.12 大阪

小口展生,  岡田あすか,  鵜山広樹,  熊本牧子,  村上伸介,  
竹中英昭,  長澄人.  Mesalazine投与による薬剤性胸膜
炎と考えられた1例.  第76回日本呼吸器学会近畿地方会 
2010.12 大阪

本田実紀,  大搗泰一郎,  福岡和也,  政近江利子,  神谷瞳,  
大桒久弥,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  大類隼人,  橋本昌樹,  
塩見和,  松本成司,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  
坪田紀明,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  化学療法
が奏効し,  人工呼吸器から離脱し得た小細胞肺癌の1例.  
第88回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2010.12 大阪

［科学研究費等班会議］
中野孝司.  臨床試験総括.  平成21年度科学技術振興調整

費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班運営委員
会 2010.2 東京

福岡和也.  早期診断指標.  平成21年度科学技術振興調整
費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班運営委員
会 2010.2 東京

福岡和也,  中野孝司.  切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペ
メトレキセドを含む集学的治療に関する安全性試験  中
間解析の概要  術前導入化学療法.  科学技術振興調整費
「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」「中皮腫に対
する集学的治療法の確立を目的とした多施設共同臨床試
験」第4回全体会議 2010.3 大阪

福岡和也.  切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセ
ドを含む集学的治療に関する安全性試験  術前導入化学
療法.  科学振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的
取り組み」「中皮腫に対する集学的治療法の確立を目的と
した多施設共同臨床試験」第5回全体会議 2010.9 京都

中野孝司,  臨床試験総括と今後.  平成22年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班研
究委員会 2010.12 大阪

福岡和也.  早期診断指標.  平成22年度科学技術振興調整
費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班研究委員
会 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
中野孝司.  胸膜中皮腫の治療戦略と今後の課題.  東京がん

化学療法研究会1月例会 2010.1 東京
寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司,  中井真由美,  

塚本吉胤,  廣田誠一,  鈴木夕子,  春日井務.  症例3.  第10
回中皮腫パネル 2010.1 東京

三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  多久和輝
尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎,  中野孝司.  非結核性抗酸菌
症を合併した肺腺癌の一切除例.  第32回兵庫呼吸器疾
患研究会 2010.2 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  田中文啓,  
長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の一例.  第105回兵庫県肺癌
懇話会 2010.3 神戸

中野孝司.  中皮腫  臨床での問題点と対策.  NPO法人西日
本呼吸器内科医療推進機構学術講演会 2010.7 姫路

政近江利子,  山田秀哉,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩
司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  田村邦宣,  栗林康造,  田端
千春,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  中野
孝司.  若年女性に発症した悪性胸膜中皮腫の一例.  兵庫
県肺癌懇話会 2010.7 神戸

中野孝司.  画像診断を中心とする肺がんと中皮腫.  大阪府
がん診療連携拠点大手前講演会 2010.7 大阪

前田理沙,  福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  三上浩司,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  
傍腫瘍性脳炎を合併した抗Hu抗体陽性小細胞肺癌の1
例.  第107回兵庫県肺癌懇話会特別講演会 2010.10 神戸

■その他■
田端千春.  意外といるCOPD！in阪神.  第5回阪神COPD研

究会 2009.11 西宮
中野孝司.  第10回国際中皮腫会議（10th IMIG Meeting）

の報告.  産業医学ジャーナル 2010;33:72-8.
福岡和也.  非小細胞肺癌に対する薬物療法のパラダイムシ

フト.  第106回兵医内科カンファレンスレクチャー 2010.5 
西宮

田端千春.  アスベストを吸うとがんになる.  平成21年度科学
技術振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組
み」市民公開講座 2010.3 大阪

中野孝司.  ほこりを吸うとはい（肺）が悪くなる？―ほこりと
肺の病気の話―.  平成21年度科学技術振興調整費「ア
スベスト関連疾患への総括的取り組み」市民公開講座 
2010.3 大阪

中野孝司.  画像診断を中心とする呼吸器病学.  阪神三市呼
吸器研究会 2010.3 尼崎

寺田貴普,  福岡和也,  栗林康造,  大桒久弥,  政近江利子,  
本田実紀,  大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳
孝,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田
秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  中
野孝司.  当科におけるアバスチンの使用経験.  Avastin 
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Creating Certain Evolution of Lung Cancer Treatment 
in Kobe 2010.5 神戸

福岡和也.  肺がんの話.  兵庫医科大学病院市民健康講座 
2010.7 西宮

岡田あすか.  非小細胞肺癌に対する抗VEGF抗体併用化学
療法の有効性と安全性に関する検討.  兵庫医科大学大
学院博士課程「がんプロフェッショナル養成プラン」第2
回博士課程第2学年研究成果中間報告会（平成22年度）
2010.7 西宮

野木佳孝 .   既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセル
+TS-1併用療法の有効性と安全性に関する検討.  兵庫医
科大学大学院博士課程「がんプロフェッショナル養成プラ
ン」第2回博士課程第2学年研究成果中間報告会（平成22
年度）2010.7 西宮

前田理沙.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin（Ang）-1
の臨床的新規役割について.  兵庫医科大学大学院博士課
程「がんプロフェッショナル養成プラン」第2回博士課程第
2学年研究成果中間報告会（平成22年度） 2010.7 西宮

三上浩司.  CDDP+Pemetrexedによる初回治療後増悪もし
くは再発した悪性胸膜中皮腫に対するセカンドライン化学
療法としてのGEM+CPT-11併用療法の検討.  兵庫医科大
学大学院博士課程「がんプロフェッショナル養成プラン」
第2回博士課程第2学年研究成果中間報告会（平成22年
度） 2010.7 西宮

寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  
本田実紀,  大搗泰一郎,  野木佳孝,  三上浩司,  前田理
沙,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田
秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  中野孝司.  ゲフィチニブ投
与により劇的に全身状態の改善した高齢者肺癌の1例.  阪
神Lung Cancer Conference 2010.9 大阪

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司.  当科における
Aprepitantの使用経験.  イメンド発売記念講演会 2010.9 
尼崎

中野孝司.  画像を中心とする肺癌と中皮腫の最近の話題.  
兵庫県内科医会内科学セミナー 2010.10 神戸

福岡和也.  呼吸困難,  消化器症状等の身体症状に対する
緩和ケアについて.  がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会（兵庫県・阪神南圏域） 2010.10 西宮

金村晋吾,  寺田貴普,  栗林康造,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大桒久弥,  大搗泰一郎,  野木佳孝,  三上浩司,  
前田理沙,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  藤盛好啓,  
坪田紀明,  中野孝司.  EGFR-TKI投与にて全身状態の劇
的な改善を認めた高齢者肺癌の1例.  第13回阪神呼吸器
カンファレンス 2010.10 神戸

福岡和也.  インフルエンザと肺炎.  平成22年市民健康シン
ポジウム 2010.10 東大阪

福岡和也.  非小細胞肺癌に対する薬物療法のパラダイムシ

フト.  奈良県北和肺癌研究会 2010.10 大阪
田端千春.  カルパインと肺の線維化.  第6回関西喘息・

COPD研究会 2010.10 大阪
中野孝司.  高齢者に多い「肺がん」の話−肺がんがこうして

見つかる−.  第2回ひょうごがんシンポジウム 2010.11 神
戸

福岡和也. 「肺がん」はこのように治療する.  第2回ひょうご
がんシンポジウム 2010.11 神戸

福岡和也.  当院における肺がん外来化学療法の実際−アリ
ムタ＋シスプラチン併用療法を中心として−.  出雲肺がん
化学療法セミナー 2010.11 出雲

田端千春.  納得の吸入療法−より早く,  よりつよく,  より安
全に−.  Asthma Meeting in 西宮 2010.11 西宮

田端千春.  納得の吸入療法−より早く,  よりつよく,  より安
全に−.  Asthma Meeting in 尼崎 2010.11 尼崎

岡田あすか.  当科におけるベバシズマブの使用経験～プ
ラチナ製剤＋ペメトレキセドとの併用を中心として～.  
Avastin Creating Certain Evolution of Lung Cancer 
Treatment in HANSHIN 2010.12 尼崎

神経・脳卒中科
Neurology

■著書■
武田正中.  脳波検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木

久美,  林直子 総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 2010:82-
4.

梶山幸司.  末梢神経伝導検査,  針筋電図検査.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と
検査.  東京:南江堂, 2010:84-9.

芳川浩男.  脳・神経系の検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:249-50.

武田正中.  意識障害,  けいれん.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南
江堂, 2010:84-9.

梶山幸司.  頭痛,  頭蓋内圧,  めまい,  運動失調.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と
治療Ⅲ.  東京:南江堂,  2010:89-99.

武田正中.  不随意運動,  パーキンソニズム.  松田暉,  荻原
俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と治療.  
東京:南江堂, 2010:97-103.

芳川浩男.  運動麻痺,  筋力低下・筋萎縮,  感覚障害.  松田
暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病
と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:103-9.

芳川浩男.  ウイルス性脳炎,  髄膜炎,  クロチフェルト・ヤコ
ブ病（プリオン病）,  ヒトTリンパ球向性ウイルス脊髄症.  
多発神経炎,  ギラン・バレー症候群,  神経痛,  末梢性顔
面神経麻痺（ベル麻痺）,  自律神経失調症.  松田暉,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と治療



83兵庫医大業績録（2010）

Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:110-6,142-7,149-50.
高岡俊雄.  脳梗塞,  一過性脳虚血発作,  慢性脳循環不全

症,  高血圧性脳症.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子 総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 
2010:116-27.

武田正中.  パーキンソン病,  本態性振戦,  ハンチントン病.  
松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  
疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:128-32.

梶山幸司.  脊髄小脳変性症,  筋萎縮性側策硬化症,  多発
性硬化症.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林
直子 総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:133-42.

木村卓.  周期性四肢麻痺,  進行性筋ジストロフィー,  ミトコ
ンドリア脳筋症.  重症筋無力症.  松田暉,  荻原俊男,  難
波光義,  鈴木久美,  林直子 総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:
南江堂, 2010:147-9,150-7．

■学術論文■
［総説］
芳川浩男 .   神経変性疾患の緩和ケア.  臨床精神医学 

2010;39:913-7.
［原著］
Takeda M,  Tachibana H,  Tsuda K,  Wada S,  Kasama 

S,  Watanabe S,  Takaoka T,  Kimura T,  Kajiyama 
K,  Yoshikawa H.  CNS involvement in chronic 
inf lammatory demyelinating polyneuropathy: A 
visual evoked potential study.  J Neurol Neurophysiol 
2010;1:105.

Kinoshita M,  Nakatsuji Y,  Kimura T,  Moriya M,  
Takata K,  Okuno T,  Kumanogoh A,  Kajiyama K,  
Yoshikawa H,  Sakoda S.  Anti-aquaporin-4 antibody 
induces astrocytic cytotoxicity in the absence of 
CNs antigen-specific T cells.  Biochelm Biophys Res 
Connun 2010;394:205-10.

Nakano-doi A,  Nakagomi T,  Fujikawa M,  Nakagomi 
N,  Kubo S,  Lu S,  Yoshikawa H,  Soma T,  Taguchi 
A,  Matsuyama T.  Bone marrow mononuclear cells 
promote proliferation of endogenous neural stem cells 
through vascular niches after cerebral infarction.  
Stem Cell 2010;28:1292-302.

Saino O,  Taguchi A,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  
Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  Soma T,  
Yoshikawa H,  Stern DM,  Okamura H,  Matsuyama 
T.  Immunodeef ia iency reduces neura l stem/
progenitor cell apoptosis and enhances neirogenesis 
in the cerebral cortex after stroke.  J Neurosci Res 
2010;88:2385-97.

武田正中,  立花久大,  津田健吉,  笠間周平,  芳川浩男.  慢
性炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける聴覚脳幹誘
発電位の検討.  臨床神経生理学 2010;38:143-7.

［症例報告］
和田沙代子,  高岡俊雄,  笠間周平,  木村卓,  梶山幸司,  武

田正中,  芳川浩男.  高ゴナドトロピン性性腺機能低下症

をともなう小脳性運動失調症の1女性例.  臨床神経学 
2010;50:20-3.

■学会発表■
［国際学会］
Tachibana H,  Yamanishi Y,  Hashimoto M,  Oku T,  

Danno D,  Kawabata K,  Lu S,  Kodama N,  Takeda 
M.  Elevtrophysiological components predicting 
levodopa responsiveness patients with Parkinson’
s disease.  29th International Congress of Clinical 
Neurophysiology 2010.10 Kobe

［国内学会］
武田正中,  立花久大,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  

渡邊将平,  笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳
川浩男.  慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける
視覚誘発電位の検討.  第51回日本神経学会総会 2010.5 
東京

梶山幸司,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  笠間周平,  
渡邊将平,  高岡俊雄,  木村卓,  武田正中,  芳川浩男,  末
永浩一.  多発性硬化症患者におけるSIENAXを応用した
脳萎縮計測の試み.  第51回日本神経学会総会 2010.5 東
京

木村卓,  松村剛,  久保田智哉,  穀内洋介,  高橋正紀,  佐古
田三郎.  本邦の遺伝性周期性四肢麻痺実態調査−小児
神経,  神経内科専門医に対するアンケート−.  第51回日本
神経学会総会 2010.5 東京

渡邊将平,  木村卓,  末永浩一,  和田沙代子,  津田健吉,  笠
間周平,  高岡俊雄,  梶山幸司,  武田正中,  芳川浩男.  筋
萎縮性側策硬化症患者の髄液クロール値の検討.  第51回
日本神経学会総会 2010.5 東京

津田健吉,  山﨑博充,  山本麻未,  和田沙代子,  渡邊将平,  
笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳
川浩男.  慢性炎症性脱髄性多発根神経炎における免疫
学的パラメーターの測定意義.  第51回日本神経学会総会 
2010.5 東京

末永浩一,  木村卓,  中森雅之,  高橋正紀,  松村剛,  藤村晴
俊,  陣内研二,  玉置（橋本）知子,  芳川浩男.  筋強直性ジ
ストロフィー患者脳におけるCaMKIIδスプライシング異常
の検討.  第51回日本神経学会総会 2010.5 東京

芳川浩男,  和田沙代子,  辰己由記,  杉浦悠毅,  梁賢性,  和
田圭司,  瀬藤光利.  Axonal dystrophy の成因解明への
新しい試み−質量顕微鏡による解析−.  第42回日本臨床
分子形態学会学術集会 2010.9 三島

武田正中,  山﨑博充,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  
渡邊将平,  笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳
川浩男,  立花久大,  黒田美穂,  井垣歩.  大脳誘発電位を
もちいた慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける
潜在性中枢神経障害の検討.  第40回日本臨床生理学会
学術大会 2010.11 神戸

［地方会等］
山﨑博充,  笠間周平,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  

渡邊将平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳
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川浩男.  免疫グロブリン静注療法が有効であったラン
バート・イートン筋無力症候群の一例.  日本神経学会第
92回近畿地方会 2010.7 大阪

山本麻未,  津田健吉,  山﨑博充,  和田沙代子,  渡邊将平,  
笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳
川浩男,  森鑑二,  有田憲生.  両前頭葉に病変を認め抗
Hu抗体陽性であった脳炎の1例.  日本神経学会第92回近
畿地方会 2010.7 大阪

笠間周平,  山﨑博充,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  
渡邊将平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳
川浩男.  視覚症状を主訴とし,  MRIで広範な白質病変を
認めた橋本脳症の一例.  日本神経学会第93回近畿地方
会 2010.12 大阪

山﨑博充,  笠間周平,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  
渡邊将平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳
川浩男.  アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の経過
中にChurg-Strauss症候群が発症した一例.  日本神経学
会第93回近畿地方会 2010.12 大阪

［科学研究費等班会議］
陣内健二,  木村卓.  筋強直性ジストロフィー患者脳でのスプ

ライシング異常の検討. 「リサーチネットワークを用いた神
経・精神疾患の研究資源（剖検脳等）の確保と病態解明
を目指した研究」 平成20年度研究会議 2009.1 東京

木村卓.  筋強直性ジストロフィーの大阪府下受療動向調査
―循環器・糖尿病専門医に対するアンケートから. 「本邦
における筋チャネル病の実態に関する研究班」 平成21年
度班会議 2010.2 大阪

［研究会・講演会等］
武田正中,  山本麻未,  和田沙代子,  末永浩一,  津田健吉,  

渡邊将平,  笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳
川浩男,  立花久大.  慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ
チーにおける聴性脳幹反応の検討.  第10回兵庫県神経免
疫研究会 2010.2 神戸

津田健吉,  山﨑博充,  山本麻未,  和田沙代子,  渡邊将平,  
笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳
川浩男,  森鑑二,  有田憲生.  異常行動で発症し,  頭部
MRIで前頭葉,  側頭葉に病変を認めた46歳女性例.  第
59回兵庫神経内科研究会 2010.3 神戸

木村卓,  渡邊将平,  芳川浩男,  岡本陽子,  玉置（橋本）知
子.  遺伝性プリオン病（Gerstman-Sträussler-Scheinker
病）の一家系.  第36回臨床細胞分子遺伝研究会 2010.6 
西宮

梶山幸司.  多発性硬化症と視神経脊髄炎における脳梗塞
萎縮.  第8回阪神MSセミナー 2010.10 神戸

■特許■
松山知弘,  田口明彦,  芳川浩男.  脳梗塞疾患モデルマウス.  

登録日:2010.3.26  特許番号:4481706
■その他■
梶山幸司,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  笠間周平,  

渡邊将平,  高岡俊雄,  木村卓,  武田正中,  芳川浩男.  レ
ム期睡眠行動異常症はパーキンソン病において認知症予

測因子となり得るか？.  第11回兵庫パーキンソン病治療研
究会 2010.2 神戸

笠間周平.  IVIg療法を行ったChurg-Strauss syndrome2症
例の経験.  第10回神経・筋の免疫疾患を考える会 2010.2 
大阪

芳川浩男.  脳卒中医療の現状.  2010年度インターカレッジ
西宮 2010.4 西宮

芳川浩男.  脳卒中・パーキンソン病における最近の話題.  作
用群医師会講演会 2010.5 佐用

芳川浩男.  最近追加された3つの神経特定疾患について−
SMA,  SBMA,  CIDP−.  第36回阪神地区整形外科を語
る会 2010.5 西宮

渡邊将平.  筋萎縮性側索硬化症症患者における髄液クロー
ル値の検討.  第13回Osaka Neurology Forum 2010.8 大
阪

木村卓.  筋無力症.  西宮市難病医療相談会 2010.8 西宮
芳川浩男.  むずむず脚症候群に関する最近の話題.  神戸市

長田区医師会学術講演会 2010.9 神戸
山本麻未,  蓬莱政,  永田格,  野田佳克,  樋口佳菜子,  石原

広之,  苅田典生.  亜急性に複視,  ふらつきが出現した84
才男性.  第60回兵庫神経内科研究会 2010.9 神戸

武田正中.  認知症にならないために.  第7回SYBA研究会 
2010.11 伊丹

笠間周平.  両下肢の症状による歩行障害の鑑別.  頭部MRI
で異常がない疾患−脊髄,  末梢神経,  筋疾患について−.  
尼崎地区脳疾患勉強会 2010.11 尼崎

笠間周平.  認知症の診断−治療可能なアルツハイマー病の
鑑別−.  尼崎地区脳疾患勉強会 2010.11 尼崎

腎・透析科
Nephrology and Dialysis

■著書■
中西健,  蓮池由起子,  倉賀野隆裕.  腎性貧血治療におけ

る鉄の評価として何を用いるか？鉄剤の投与法は？.  深川
雅史,  秋澤忠男  編.  EBM透析療法.  東京:中外医学社, 
2010:204-8.

倉賀野隆裕,  古田穣,  木田有利,  中西健.  無酢酸・クエン
酸含有透析液がESA低反応性貧血に果たす役割.  秋葉
隆,  秋澤忠男  編.  透析療法ネクストⅩ  無酢酸透析液の
課題と展望.  東京:医学図書出版, 2010:53-6.

■学術論文■
［総説］
倉賀野隆裕,  中西健.  人工透析における鉄代謝管理.  日本

内科学会雑誌 2010;99:1226-32.
倉賀野隆裕,  古田穣,  木田有利,  中西健.  高齢者透析症例

に対して実施したAN69膜とPS膜を用いたクロスオーバー
試験から得られた知見.  腎と透析 2010;69:516-8.

倉賀野隆裕.  鉄の囲い込みを考慮した腎性貧血治療の必要
性.  日本透析医会雑誌 2010;25:324-6.
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倉賀野隆裕,  中西健.  透析の病態における酸化ストレスの
意義: 腎不全病態と透析療法に起因する酸化ストレス−総
合的抗酸化透析療法の可能性−.  日本透析医学会雑誌 
2010;43:260-3.

［原著］
Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Tokuyama M,  Ohue M,  Nagai 

T,  Yahiro M,  Nanami M,  Otaki Y,  Nakanishi T.  
Serum ferritin predicts prognosis in hemodialysis 
patients: the Nishinomiya study.  Clin Exp Nephrol 
2010;14:349-55.

Kuragano T,  Shimonaka Y,  Kida A,  Furuta M,  Nanami 
M,  Otaki Y,  Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  
Determinants of hepcidin in patients on maintenance 
hemodialysis: role of inflammation.  Am J Nephrol 
2010;31:534-40.

Kuragano T,  Kida A,  Furuta M,  Nanami M,  Otaki Y,  
Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  The impact 
of beta2-microglobulin clearance on the risk factors 
of cardiovascular disease in hemodialysis patients.  
ASAIO J 2010;56:326-32.

Nakanishi T,  Kuragano T,  Nanami M ,  Otaki Y,  
Nonoguchi H,  Hasuike Y.  Importance of ferritin for 
optimizing anemia therapy in chronic kidney disease.  
Am J Nephrol 2010;32:439-46.

［症例報告］
Kuragano T,  Furuta M,  Kida A,  Kitamura R,  Nanami 

M,  Otaki Y,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  A case of a 
maintenance hemodialysis patient in whom a change 
of sensitivity to acetate was suspected.  ASAIO J 
2010;56:488-90.

■学会発表■
［国際学会］
Kuragano T,  Shimonaka Y,  Yasuno H,  Kida A,  Itoh K,  

Furuta M,  Nanami M,  Otaki Y,  Hasuike Y,  Nonoguchi 
H,  Nakanishi T.  Arterial stiffness in maintenance 
hemodialysis patients（mHD）was determined by 
serum hepcidin and TNF-α levels.  ISN-NEXUS 
2010.4 Kyoto

Furuta M,  Kuragano T,  Kida A,  Nisihara F,  Nanami 
M,  Otaki Y,  Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  
AN69 membrane attenuated malnutrition and chronic 
inf lammatory condition of hemodialysis patients.  
XLVII ERA-EDTA Congress-I I DGfN Congress 
2010.6 Munich 

Kuragano T,  Kida A,  Furuta M,  Nisihara F,  Kitamura 
R,  Nanami M,  Otaki Y,  Hasuike Y,  Nonoguchi H,  
Nakanishi T.  The impact of ferritin cycling on stable 
Hb levels in hemodialysis patients.  XLVII ERA-
EDTA Congress-II DGfN Congress 2010.6 Munich

Kuragano T,  Furuta M,  Kida A,  Nisihara F,  Nanami 
M,  Otaki Y,  Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Nakanishi 

T.  Clinical advantage of  acetate free dialysate 
containing citrate.  XLVII ERA-EDTA Congress-II 
DGfN Congress 2010.6 Munich 

Hasuike Y,  Nonoguchi H,  Otaki Y,  Nagai T,  Nanami 
M,  Kuragano T,  Nakanishi T.  Decrease in frataxin 

（FRX）is linked to oxidative stress in patients on 
maintenance hemodialysis（MHD）.  ASN Renal Week 
2010 2010.11 Denver

Kuragano T,  Nakanishi T.  High serum NTBI levels 
induced by impaired utilization of iron may accelerate 
vascular stiffness in hemodialysis patients.  ASN 
Renal Week 2010 2010.11 Denver

Kuragano T,  Nakanishi T.  Clinical advantage of acetate 
free dialysate containing citrate.  ASN Renal Week 
2010 2010.11 Denver

Kitamura R,  Nanami M,  Nagai T,  Kida A,  Otaki Y,  
Hasuike Y,  Kuragano T,  Nonoguchi H,  Nakanishi T.  
Hydroxyl radical production is increased in combind 
exposure of iron and TNF-αin human mesothelial 
cell.  ASN Renal Week 2010 2010.11 Denver

Hori K,  Nagai T,  Izumi Y,  Nakayama Y,  Hasuike 
Y,  Nanami M,  Yasuoka Y,  Otaki Y,  Tanoue A,  
Kawahara K,  Nakanishi T,  Nonoguchi H.  Mechanisms 
of type 4（hyperkatemic）renal tubular acidosis.  ASN 
Renal Week 2010 2010.11 Denver

［国内学会］
倉賀野隆裕,  木田有利,  古田穣,  北村理恵,  八尋真名,  豊

田和寛,  徳山正徳,  名波正義,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  
野々口博史,  中西健.  鉄貯蔵量の変動（フェリチン変動）
がHb変動に与える影響.  第53回日本腎臓学会 2010.6 神
戸

北村理恵,  名波正義,  木田有利,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  
倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  腹膜透析療法での
腹膜中皮細胞（PMC）障害における細胞内鉄輸送障害の
関与.  第53回日本腎臓学会 2010.6 神戸

堀加穂理,  齊藤正憲,  深尾亘,  櫨木聡,  徳山正徳,  小瀧
慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西健.  アルドステロン
による酸・塩基平衡においてバソプレシンV1a受容体は必
須である.  第53回日本腎臓学会 2010.6 神戸

名波正義,  櫨木聡,  豊田和寛,  八尋真名,  北村理恵,  徳
山正憲,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博
史,  中西健.  ヒト単球由来細胞（THP-1）における炎症性
サイトカインによるCD163発現への影響.  第53回日本腎
臓学会 2010.6 神戸

蓮池由起子,  堀加穂理,  櫨木聡,  八尋真名,  豊田和寛,  
德山正徳,  野々口博史,  中西健.  血液透析（HD）患者
の心血管疾患（CVD）発症における血清ホモシステイ
ン （Hcy）増加の関与−西宮研究.  第53回日本腎臓学会 
2010.6 神戸

中西健.  鉄剤の適正使用法. （主要講演）第55回日本透析
医学会学術集会 2010.6 神戸
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高橋レイ子,  吉矢邦彦,  中西健,  坂井瑠実,  林由美子,  安
達麗子. 「腎不全治療食をおいしく食べる会」の実践指導
9年間の報告.  第55回日本透析医学会学術集会 2010.6 神
戸

山本清子,  櫨木聡,  豊田和寛,  名波正義,  小瀧慶長,  蓮
池由起子,  野々口博史,  中西健.  Leukocytapheresis

（LCAP）が奏功した汎発型膿疱性乾癬の一例.  第55回
日本透析医学会学術集会 2010.6 神戸

櫨木聡,  深尾亘,  堀加穂理,  八尋真名,  豊田和寛,  木田
有利,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  中心静脈狭窄
による静脈高血圧症に対しCTA検査が有用であった透析
患者の一例.  第55回日本透析医学会学術集会 2010.6 神
戸

倉賀野隆裕,  古田穣,  木田有利,  北村理恵,  名波正義,  小
瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西健.  無酢酸・ク
エン酸含有透析液が透予後不良透析患者に与える影響.  
第55回日本透析医学会学術集会 2010.6 神戸

深尾亘,  濱畑早百合,  豊田和寛,  木田有利,  徳山正徳,  名
波正義,  小瀧慶長,  野々口博史,  中西健.  肺出血を契機
に診断されたANCA関連腎症の2症例.  第55回日本透析
医学会学術集会 2010.6 神戸

濱畑早百合,  北村理恵,  櫨木聡,  八尋真名,  徳山正徳,  小
瀧慶長,  蓮池由起子,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西
健.  血液透析導入後,  長期間を経て透析療法離脱となっ
たループス腎炎の一例.  第55回日本透析医学会学術集会 
2010.6 神戸

古田穣,  倉賀野隆裕,  木田有利,  北村理恵,  名波正義,  小
瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西健.  高齢透析患
者でのAN69膜の尿毒症物質の除去効率と栄養状態の検
討.  第55回日本透析医学会学術集会 2010.6 神戸

齊藤正憲,  八尋真名,  木田有利,  徳山正徳,  名波正義,  蓮
池由起子,  倉賀野隆裕,  中西健.  肺カンジダ症に対し
liposomal amphotericim B（L-AMB）が奏功した血液透
析（HD）患者の一例.  第55回日本透析医学会学術集会 
2010.6 神戸

蓮池由起子,  徳山正徳,  豊田和寛,  野々口博史,  中西健,  
鈴木尚紀,  川﨑由記,  橘銀平,  中野智彦.  免疫吸着療法
によるtransforming growth factor-beta（TGF-β）およ
びvascular endothelial growth factor（VEGF）への影
響.  第55回日本透析医学会学術集会 2010.6 神戸

蓮池由起子,  濱保江,  小瀧慶長,  名波正義,  倉賀野隆裕,  
野々口博史,  中西健.  維持透析患者におけるfrataxin減
少と酸化ストレスの関連.  第34回日本鉄バイオサイエンス
学会 2010.9 東京

倉賀野隆裕,  生田克哉,  古田穣,  木田有利,  北村理恵,  名
波正義,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  高後裕,  中
西健.  維持透析患者における血清nontransferrinboundiron

（NTBI）値とerythropoiesisstinmlatingagent（ESA）反
応性との関連.  第34回日本鉄バイオサイエンス学会 2010.9 
東京

鈴木尚紀,  蓮池由起子,  中西健.  溶質移動シュミレーショ

ンを用いた二重濾過膜血漿交換の安全な施行.  第31回日
本アフェレシス学会 2010.11 千葉

［地方会等］
川田博昭,  豊田和寛,  木田有利,  徳山正徳,  名波正義,  小

瀧慶長,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  悪性胸膜中
皮腫に合併したMCNSの一例.  第40回日本腎臓学会西部
学術大会 2010.10 広島

高橋果里,  櫨木聡,  豊田和寛,  八尋真名,  木田有利,  海邉
正治,  徳山正徳,  名波正義,  蓮池由起子,  小瀧慶長,  倉
賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  脳静脈洞血栓症を合併
したネフローゼ症候群の一例.  第40回日本腎臓学会西部
学術大会 2010.10 広島

中西健.  アフェレシス療法の適応病態について. （教育セミ
ナー）第40回日本腎臓学会西部学術大会 2010.10 広島

蓮池由起子,  鈴木尚紀,  徳山正徳,  豊田和寛,  中田文,  川
﨑由記,  中野智彦,  橘銀平,  野々口博史,  中西健.  血漿
吸着療法による免疫・炎症関連因子への影響.  第29回日
本アフェレシス学会関西地方会 2010.12 和歌山

名波正義,  櫨木聡,  小瀧慶長,  蓮池由起子,  倉賀野隆裕,  
野々口博史,  中西健,  今井康友,  山西清文.  白血球除去
療法が奏功した汎発型膿疱性乾癬の一例.  第29回日本ア
フェレシス学会関西地方会 2010.12 和歌山

［研究会・講演会等］
豊田和寛.  シクロスポリンの腎障害が疑われた1例.  第13回

阪神腎病理勉強会 2010.1 西宮
倉賀野隆裕.  高齢者透析症例に対して実施したAN69膜と

PS膜を用いたクロスオーバー試験から得られた知見.  （教
育講演）第8回日本高齢者腎不全研究会 2010.2 大阪

深尾亘,  齊藤正憲,  濱畑早百合,  山本清子,  櫨木聡,  豊田
和寛,  八尋真名,  木田有利,  徳山正徳,  名波正義,  蓮池
由起子,  小瀧慶長,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  
脳静脈洞血栓症を合併したネフローゼ症候群の一例.  第
55回兵庫県腎臓研究会 2010.3 神戸

濱畑早百合,  山本清子,  櫨木聡,  八尋真名,  豊田和寛,  木
田有利,  徳山正徳,  野々口博史,  中西健.  血液透析導入
後,  長期間を経て透析療法離脱となったループス腎炎の
一例.  第55回兵庫県腎臓研究会 2010.3 神戸

倉賀野隆裕,  古田穣,  木田有利,  名波正義,  小瀧慶長,  蓮
池由起子,  野々口博史,  中西健.  無酢酸・クエン酸含有
透析液が骨回転に与える影響.  第62回関西カルシウム懇
話会 2010.3 京都

倉賀野隆裕.  積層型ダイアライザー（AN69膜）とMIA症候
群改善の因果関係.  第20回日本臨床工学学会 2010.5 横
浜

倉賀野隆裕,  中西健.  TRAP試験の現状報告.  第二回貧血
治療アウトカム研究会 2010.6 神戸

倉賀野隆裕,  中西健. 「透析における慢性炎症克服の青写真
は？正常化透析液と生体適合性膜,  そして何が必要か」過
酸化刺激をどう防ぐか. （シンポジウム）第19回日本次世
代人工腎臓研究会 2010.9 東京

倉賀野隆裕.  透析患者の低栄養・慢性炎症・動脈硬化への
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最新治療戦略. （シンポジウム）第22回兵庫県透析合同
研究会 2010.10 神戸

櫨木聡,  堀加穂理,  八尋真名,  豊田和寛,  木田有利,  倉
賀野隆裕,  西影裕文,  野々口博史,  中西健.  腕頭静脈
狭窄による静脈高血圧に対しＣＴＡ検査が有用であった
透析患者の一例.  第22回兵庫県透析合同研究会 2010.10 
神戸

中西健.  慢性腎臓病患者における鉄の代謝異常と酸化スト
レス. （特別講演）第14回秋田腎不全研究会 2010.11 秋
田

倉賀野隆裕,  松村治,  清元秀泰,  村田敏晃,  北村健一郎,  
藤元昭一,  長谷弘記,  深津敦司,  井上徹,  板倉行宏,  中
西健.  維持血液透析患者におけるESA製剤低反応性に
及ぼす因子の検討.  第19回腎とエリスロポエチン研究会 
2010.11 東京

倉賀野隆裕,  古田穣,  木田有利,  北村理恵,  名波正義,  小
瀧慶長,  蓮池由起子,  野々口博史,  中西健.  使用透析膜
が高齢透析患者の栄養状態に及ぼす影響.  第13回腎と
栄養代謝研究会 2010.12 京都

蓮池由起子,  北村理恵,  堀加穂理,  永井孝憲,  小瀧慶長,  
名波正義,  倉賀野隆裕,  野々口博史,  中西健.  維持透析
患者におけるfrataxin減少と酸化ストレスの関連.  第１回
腎不全研究会 2010.12 東京

■その他■
倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後

増悪因子に及ぼす影響.  倉敷「無酢酸透析液を考える
会」 2010.1 倉敷

中西健.  慢性腎臓病（CKD）と薬剤投与.  第28回森之宮循
環器レクチャー 2010.2 大阪

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に果たす影響.  無酢酸透析液「カーボスター」講
演会 2010.2 千葉

倉賀野隆裕.  透析膜によるMIA症候群改善の可能性. （特
別講演）第12回多摩透析勉強会 2010.3 東京

中西健.  慢性炎症による鉄の偏在（‘鉄の囲い込み’）とその
傷害.  第10回血液細胞療法フォーラム 2010.3 大阪

倉賀野隆裕 .  今後の透析患者への透析膜選択とその重
要性. （特別講演）第10回血液浄化セミナー記念大会 
2010.3 西宮

中西健.  慢性腎不全の病態と治療: CKD（慢性腎臓病）へ
の効率的対策.  西宮市薬剤師会学術研修会 2010.4 西宮

中西健 .  慢性腎臓病における鉄代謝と鉄投与の問題点.  
CKD-Anemiaマネジメントセミナー 2010.4 横浜

中西健.  透析患者における鉄の偏在（‘鉄の囲い込み’）とそ
の傷害.  水戸腎性貧血学術講演会 2010.5 水戸

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に果たす影響.  無酢酸透析液カーボスター学術
講演会 2010.5 富山

倉賀野隆裕.  TRAP研究の現状報告.  第二回貧血治療アウ
トカム研究会 2010.6 神戸

中西健.  腎性貧血と鉄調節: CKD患者における鉄代謝.  第

8回CKD合併症研究会 2010.7 大阪
中西健.  透析患者における鉄の偏在（‘鉄の囲い込み’）とそ

の傷害.  第5回びわこ臨床透析カンファレンス 2010.7 大
津

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に果たす影響.  カーボスター講演会 in Tokyo 
2010.7 東京

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に果たす影響.  アセテートフリー透析剤意見交
換会 2010.7 長崎

中西健 .  血液透析患者における鉄代謝と鉄投与の問題点. 
（特別講演）第8回ネフロサマーフォーラム 2010.8 岡山

倉賀野隆裕.  慢性腎臓病（CKD）患者における最適な降圧
療法の在り方.  Hanshin Kidney 勉強会 2010.9 西宮

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予後
増悪因子に果たす影響.  西区・垂水区アセテートフリー透
析液懇話会 2010.11 神戸

倉賀野隆裕.  無酢酸クエン酸含有透析液が透析患者予
後増悪因子に果たす影響.  第4回宮城県透析液研究会 
2010.11 仙台

総合診療科
General Medicine

■著書■
立花久大.  神経痛性筋萎縮（症）.  国分正一,  岩谷力,  落

合直之,  佛淵孝夫  編.  今日の整形外科治療指針.  第6
版.  東京:医学書院, 2010:295-6.

Tachibana H,  Yamanishi T,  Hashimoto M,  Oku T,  Danno 
D,  Kawabata K.  Memory function in patients with 
Parkinson disease or subcortical lacunar infarcts 
evaluated by visual event related potentials.  In: The 
2010 IEEE/ICME Internal Conference on Complex 
Medical Engineering.  IEEE Catalog Number 1 
CFP10CME.  East Brisbane: Entegy, 2010:146-50. 

（CD-ROM）
■学術論文■

［総説］
立花久大.  鑑別診断のポイント.  最新医学2010;（別冊  新

しい診断と治療のABC10）:81-8.
［原著］
Oguru M,  Tachibana H,  Toda K,  Okuda B,  Oka N.  

Apathy and depression in Parkinson’s disease.  J 
Geriatr Psychiatry Neurol 2010;23:35-41.

武田正中,  立花久大,  津田健吉,  笠間周平,  芳川浩男.  慢
性炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける聴覚脳幹誘
発電位の検討.  臨床神経生理学 2010;38:143-7.

Takeda M,  Tachibana H,  Tsuda K,  Wada S,  Kasama 
S,  Watanabe S,  Takaoka T,  Kimura T,  Kajiyama 
K,  Yoshikawa H.  CNS involvement in chronic 
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inf lammatory demyelinating polyneuropathy: A 
visual evoked potential study.  J Neurol Neurophysiol 
2010;1:105.

Obata K,  Matsuyama T,  Iso H,  Tachibana H.  Mild 
ischemia in mice causes cognit ive def icits in 
association with reduction of the limbic-specific 
protease neuropsin.  Hyogo Ika Daigaku Igakkai 
Zasshi（Acta Med Hyogo） 2010;35:97-104.

［症例報告］
西村裕之,  中嶋匡,  浮田透,  辻雅夫,  三宅裕治,  大村武

久,  立花久大.  左房粘液腫に伴った脳梗塞にtPA治療を
行った１例.  脳卒中 2010;32:156-62.

小畔美弥子,  奥田文悟,  團野大介,  川端啓太,  立花久大.  
副鼻腔炎により群発頭痛類似の発作を呈した2例.  神経
内科 2010;72:527-9.

松井聖博,  奥智子,  團野大介,  川端啓太 ,  立花久大 .  
L imb shak ingを呈した内頚動脈閉塞症の1例.  内科 
2010;106:170-3.

■学会発表■
［国際学会］
Oguru M,  Harai H,  Okajima M.  MI as a prelude for 

Exposure and Response Prevention（ERP）of OCD.  
Second International Conference on Motivational 
Interviewing（ICMI2010） 2010.6 Stockholm

Tachibana H,  Yamanishi T,  Hashimoto M,  Oku T,  
Danno D,  Kawabata K.  Memory function in patients 
with Parkinson's disease or subcortical lacunar 
infarcts evaluated by visual event-related potentials. 

（Symposium）CME2010 IEEE/ICME International 
Conference on Complex Medical Engineering 2010.7 
Gold Coast

Tachibana H,  Yamanishi T,  Hashimoto M,  Oku T,  
Danno D,  Kawabata K,  Lu S,  Kodama N,  Takeda 
M.  Electrophysiological components predicting 
levodopa responsiveness in patients with Parkinson's 
disease.  29th International Congress of Clinical 
Neurophysiology 2010.10 Kobe

Tachibana,  H.  Physiological studies of cognit ive 
functions: movement disorders. （Symposium）29th 
International Congress of Clinical Neurophysiology 
2010.10 Kobe

Danno D,  Tachibana H,  Yamanishi T,  Hashimoto M,  
Matsui K,  Oku T,  Kawabata K.  Efficacy of stellate 
ganglion block on new daily persistent headache.  2nd 
European Headache and Migraine Trust International 
Congress（EHMTIC2010） 2010.11 Nice

Tachibana H,  Oguru M,  Yamanishi T,  Hashimoto M,  
Matsui K,  Oku T,  Danno D,  Kawabata K.  Cognitive-
behavioral treatment for depression and apathy in 
Parkinson’s disease.  7th International Congress on 
Mental Dysfunctions 2010.12 Barcelona

［国内学会］
團野大介,  奥智子,  小畔美弥子,  川端啓太,  立花久大,  柳

本富士雄,  村川和重.  新規発症持続性連日性頭痛―星
状神経節ブロックの有効性について.  第107回日本内科学
会講演会 2010.4 東京

小畔美弥子,  立花久大,  奥智子,  團野大介,  川端啓太,  原
井宏明.  パーキンソン病に伴ううつに対する認知行動療
法.  第51回日本神経学会総会 2010.5 東京

武田正中,  立花久大,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  
渡邊将平,  笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳
川浩男.  慢性炎症脱髄性多発ニューロパチーにおける視
覚誘発電位の検討.  第51回日本神経学会総会 2010.5 東
京

寺山靖夫,  大塚千久美,  鈴木則宏,  高橋一司,  立花久大,  
田中耕太郎,  棚橋紀夫,  吉井文均.  抗パーキンソン病薬
の薬効評価−QSSPDによる評価と妥当性の検討−.  第51
回日本神経学会総会 2010.5 東京

岡本陽子,  斉藤優子,  管原由恵,  三村博子,  堀内功,  立花
久大,  小森慎二,  田村周,  玉置知子.  血液疾患の染色体
分析で偶然判明した生殖細胞系列の染色体異常に対す
る臨床遺伝部の関わり.  第34回日本遺伝カウンセリング学
会学術集会 2010.5 東京

横田正幸,  浅枝正浩,  西道隆臣,  立花久大.  局所・前脳脳
虚血におけるカルパインによる神経細胞骨格の分解―そ
の分布と経時的変化.  日本脳神経外科学会第69回学術
大会 2010.10 福岡

小畔美弥子,  松井聖博,  山西敏之,  飯田康,  橋本満喜子,  
奥智子,  團野大介,  川端啓太,  立花久大.  パーキンソン
病に対する認知行動療法.  第4回パーキンソン病・運動障
害疾患コングレス 2010.10 京都

橋本満喜子,  川端啓太,  松井聖博,  山西敏之,  奥智子,  團
野大介,  澁谷直美,  小畔美弥子,  立花久大.  乳がんホル
モン療法により前兆のない片頭痛発作が修飾された1例.  
第38回日本頭痛学会総会 2010.11 東京

山西敏之,  横田正幸,  松井聖博,  橋本満喜子,  奥智子,  團
野大介,  川端啓太,  澁谷直美,  小畔美弥子,  立花久大.  
大脳円蓋部限局性クモ膜下出血の1例.  第38回日本頭痛
学会総会 2010.11 東京

團野大介,  松井聖博,  山西敏之,  橋本満喜子,  澁谷直美,  
小畔美弥子,  奥智子,  川端啓太,  立花久大.  ノイロトロピ
ンが有効であった貨幣状頭痛の１例.  第38回日本頭痛学
会総会 2010.11 東京

西村裕之,  立花久大.  慢性間欠性頭痛を呈した若年Wilson
病女性の１例.  第38回日本頭痛学会 2010.11 東京

武田正中,  山崎博充,  山本麻未,  和田沙代子,  津田健吉,  
渡邊将平,  笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳
川浩男,  立花久大,  黒田美穂,  井垣歩.  大脳誘発電位を
もちいた慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける
潜在性中脳神経障害の検討.  第40回日本臨床神経生理
学会学術大会 2010.11 神戸

岡田文明,  武田正中,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之
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内豊,  黒田美穂,  井垣歩,  立花久大.  表皮内電気刺激法
による痛み関連電位−健常人での検討−.  第40回日本臨
床神経生理学会学術大会 2010.11 神戸

盧山,  中野（土居）亜紀子,  中込隆之,  田片将士,  斉野織
恵,  岡本紀夫,  廣瀬遥香,  田口明彦,  立花久大,  松山
知弘.  可溶化シロスタゾール脳梗塞急性期投与の脳血流
に及ぼす影響の検討.  第22回日本脳循環代謝学会総会 
2010.11 豊中

田片将士,  中込隆之,  柏村信一郎,  斉野織恵,  土居亜
紀子,  盧山,  田口明彦,  田浦映恵,  三村治,  松山知弘.  
Glucocorticoid-induced TNF receptor（GITR）刺激が
脳梗塞後の神経再生に及ぼす影響.  第22回日本脳循環
代謝学会総会 2010.11 豊中

百田義弘,  中込隆之,  中野（土居）亜紀子,  沖中由佳,  斉
野織恵,  笠原由紀子,  田口明彦,  塚本吉胤,  田片将士,  
盧山,  宮前雅見,  小谷順一郎,  松山知弘.  マウス虚血再
灌流モデルにおける神経幹細胞発現の検討.  第22回日本
脳循環代謝学会総会 2010.11 豊中

［地方会等］
團野大介,  山西敏之,  橋本満喜子,  奥智子,  川端啓太,  立

花久大.  糖尿病に合併した抗利尿剤ホルモン不適合分泌
症候群の1例.  第191回日本内科学会近畿地方会 2010.6 
京都

團野大介,  山西敏之,  橋本満喜子,  澁谷直美,  奥智子,  川
端啓太,  立花久大.  百日咳感染により小脳性運動失調を
呈した1例.  日本神経学会第92回近畿地方会 2010.7 大阪

飯田康,  松井聖博,  山西敏之,  橋本満喜子,  奥智子,  團
野大介,  川端啓太,  立花久大.  頭痛で発症し,  初期に
はMRI上出血が明らかでなかった慢性硬膜下血腫の1例.  
第192回日本内科学会近畿地方会 2010.9 大阪

橋本満喜子,  奥智子,  松井聖博,  松原健太,  山西敏之,  團
野大介,  川端啓太,  立花久大.  HTLV-1抗体陽性を伴っ
た封入体筋炎と考えられた1例.  日本内科学会第193回近
畿地方会 2010.12 神戸

團野大介,  山西敏之,  橋本満喜子,  松井聖博,  松原健太,  
奥智子,  川端啓太,  立花久大.  バラシクロビルにて改善
傾向を認めた慢性片頭痛の1例.  日本内科学会第193回近
畿地方会 2010.12 神戸

徳永隆司,  西村裕之,  立花久大.  右片麻痺と意識障害で発
症した低血糖性片麻痺の1例.  日本神経学会第93回近畿
地方会 2010.12 豊中

山西敏之,  松井聖博,  橋本満喜子,  奥智子,  團野大介,  川
端啓太,  立花久大,  林由起子,  西野一三.  若年で脳血管
障害を合併したDysferlin欠損症の姉妹例.  日本神経学
会第93回近畿地方会 2010.12 豊中

［研究会・講演会等］
立花久大.  頭痛診療における留意点.  灘区医師会生涯教

育・学術講演会 2010.1 神戸
立花久大.  群発頭痛を考える  群発頭痛の病態  対処法に

関して.  阪神頭痛勉強会 2010.1 西宮
武田正中,  山本麻未,  和田沙代子,  末永浩一,  津田健吉,  

渡邊将平,  笠間周平,  高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  芳
川浩男,  立花久大.  慢性炎症性脱髄多発性ニューロパ
チーにおける聴性脳幹反応の検討.  第10回兵庫県神経免
疫研究会 2010.2 神戸

立花久大.  脳梗塞慢性期の治療−脳卒中ガイドライン2009
を踏まえて−.  北播内科医会学術講演会 2010.3 小野

團野大介,  奥智子,  川端啓太,  立花久大.  百日咳感染によ
り小脳性運動失調を呈した1例.  第5回阪神脳疾患医療連
携懇話会 2010.3 西宮

立花久大.  脳梗塞慢性期の治療−ガイドライン2009と新た
なエビデンス−.  Fighting Vascular in 阪神北 2010.5 伊
丹

立花久大.  脳梗塞慢性期の治療−ガイドライン2009と新た
なエビデンス−. （特別講演）相生市医師会学術講演会 
2010.10 相生

松井聖博,  市村真貴子,  松原健太,  山西敏之,  橋本満喜
子,  奥智子,  團野大介,  川端啓太,  立花久大.  皮疹と
筋肉痛を主訴に来院した62歳女性.  1st Hyogo General 
Medicine Network 2010.11 西宮

■その他■
立花久大,  高橋一司,  大崎康史,  大塚千久美.  パーキンソ

ン病治療の真の評価とは.  Pharma Medica 2010;28:161-
7.

團野大介,  奥智子,  小畔美弥子,  川端啓太,  立花久大,  柳
本富士雄,  村川和重.  新規発症持続性連日製頭痛−星状
神経節ブロックの有用性について−.  第15回阪神頭痛勉
強会 2010.4 西宮

團野大介.  貧血について.  兵庫医科大学市民公開講座 
2010.6 西宮

團野大介,  松井聖博,  神﨑暁慶,  石村直也,  山西敏之,  橋
本満喜子,  奥智子,  澁谷直美,  小畔美弥子,  川端啓太,  
立花久大.  バルトレックス®にて改善傾向を認めた慢性片
頭痛の1例.  第17回阪神頭痛勉強会 2010.9 西宮

小児科学
Pediatrics

■著書■
谷澤隆邦.  1.小児の症状・徴候（A.小児の特性,  B.発熱,  

C.けいれん,  D.脱水,  E.浮腫,  L.発育不全症,  M.低身
長）.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  
総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:326-34,341-3.

服部益治.  1.小児の症状・徴候（F.咳･喘鳴･呼吸困難,  G.頭
痛,  H.腹痛,  I.嘔吐,  J.下痢,  K.発疹）.  松田暉,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療
Ⅲ.東京:南江堂, 2010:334-9.

皆川京子.  1.小児の症状・徴候（N.新生児の症候）.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と
治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:343-6.

皆川京子.  2.出生前・新生児の疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難
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波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:
南江堂, 2010:347-54.

服部益治.  3.小児の代謝性疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南
江堂, 2010:355-60.

谷澤隆邦.  4.小児の内分泌疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南
江堂, 2010:361-8.

服部益治.  5.小児の神経疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江
堂, 2010:369-72.

服部益治.  6.小児の運動器疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南
江堂, 2010:373-4.

服部益治.  7.小児の精神疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江
堂, 2010:375-8.

前寛.  8.小児のアレルギー・結合組織病.  松田暉,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  
東京:南江堂, 2010:379-86.

澤木潤子.  9.小児の感染症.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  
鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 
2010:387.94

磯野員倫.  10.小児の呼吸器疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難
波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:
南江堂, 2010:395-400.

髙橋千晶.  11.小児の循環器疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難
波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:
南江堂, 2010:401-7.

谷澤隆邦.  12.小児の腎・泌尿器疾患.  松田暉,  荻原俊男,  
難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東
京:南江堂, 2010:408-12.

前川講平.  13.小児の消化器疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難
波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:
南江堂, 2010:413-9.

大塚欣敏.  14.小児の血液疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南
江堂, 2010:420-3.

大塚欣敏.  15.小児の腫瘍疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南
江堂, 2010:424-8.

前川講平,  三﨑真生子,  山田英智,  西山久美子,  矢藤慎也,  
柴野貴之,  西村実果,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  大塚
欣敏,  服部益治,  谷澤隆邦.  生体腎移植10年で骨髄異
形成症候群を発症した一例.  第43回日本臨床腎移植会
記録集 2010:153-6.

■学術論文■
［総説］
谷澤隆邦.  腎・尿路疾患の処方  2.急性糸球体腎炎.  小児

科臨床 2010;63:701-6.
谷澤隆邦.  特集:臓器移植  V.小児臓器移植  小児臓器移植

と虐待問題.  日本臨牀 2010;68:2339-46.
服部益治.  チャイルドシート使用100％へ,  CPSをご存じで

すか.  小児保健研究 2010;69:202-5.
大塚欣敏.  血液・腫瘍  骨髄異形成症候群.  小児科診療 

2010;73（増刊）:457-9.
大塚欣敏,  矢部みはる.  若年性骨髄単球性白血病における

最近の知見.  日本小児血液学会雑誌 2010;24:155-60.
奥田真珠美,  福田修久,  栄谷直美,  山田英智,  小野淳

一郎,  山本憲康,  福田能啓.  Helicobacter研究の年
間レビュー  感染ルートはどこまで明らかになったか.  
Helicobacter Research 2010;14:151-6.

［症例報告］
小倉妙美,  梶梅輝之,  世羅康彦,  川口浩史,  小畠牧人,  岡

本恭明,  大塚欣敏,  松元加奈,  森田邦彦,  小林剛,  大段
秀樹,  小林正夫.  慢性肉芽腫症患者に合併した多発真菌
性肝膿瘍に対するLiposomal Amphotericin Bの肝動注
療法.  臨床血液 2010;51:345-8.

山田英智,  三﨑真生子,  西山久美子,  柴野貴之,  西村実
果,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  移植後再発したネフローゼ症候群にリツ
キシマブ投与を行った一例.  日本小児腎不全学会雑誌 
2010;30:139-41.

［研究報告］
市川知則,  山中龍宏,  塙佳生,  秋山千枝子,  川鰭市郎,  服

部益治.  消えゆくチャイルドシート助成事業.  小児保健研
究 2010;69:457-61.

■学会発表■
［国際学会］
Nishimura M,  Yato S,  Maekawa K,  Sawaki J,  Takahashi 

C,  Mae H,  Hattori M,  Tanizawa T.  A case of IgM 
nephropathy diagnosed with frequently relapsing of 
steroid dependent nephrotic syndrome.  8th Korea-
Japan Pediatric Nephrology Seminar 2010.5 Gyeongju

Sawaki J,  Nishimura M,  Maekawa K,  Takahashi C,  Mae 
H,  Hattori M,  Tanizawa T.  3 cases of childhood onset 
asymptomatic systemic lupus erythematosus.  8th 
Korea-Japan Pediatric Nephrology Seminar 2010.5 
Gyeongju

Maekawa K,  Kawashima F,  Shibano T,  Takagi N,  
Nishimura M,  Sawaki J,  Mae H,  Hattori M,  Tanizawa 
T.  Anti-factor H antibodies in Japanese children 
with atypical hemolytic uremic syndrome.  15th 
Congress of the International Pediatric Nephrology 

（IPNA2010） 2010.8 New York
［国内学会］
大塚欣敏,  中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  谷澤隆邦.  

モノソミー7を有するMDS/AMLに幹細胞移植を行った2
例.  第32回造血細胞移植学会総会 2010.2 浜松

小川智美,  三﨑真生子,  山田英智,  樋上敦紀,  磯野員倫,  
皆川京子,  服部益治,  谷澤隆邦.  気管無形成Floyd分類
３型の１例.  第113回日本小児科学会学術集会 2010.4 盛
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岡
市川知則,  服部益治,  川鰭市郎,  塙佳生,  秋山千枝子,  山

中龍宏.  消えゆくチャイルドシート助成事業  第２報:ふさ
わしい助成形態とは.  第113回日本小児科学会学術集会 
2010.4 盛岡

服部益治,  高井徹,  日野利治.  兵庫県西宮市におけるBCG
個別接種化の現状.  第113回日本小児科学会学術集会 
2010.4 盛岡

釜江剛,  大塚欣敏,  清水一亘,  中澤剛士,  秋山正夫,  田所
誠司,  白鹿正通,  柏木浩和,  金倉譲,  冨山佳昭.  血小板
トロンボキサン受容体異常症患者（Nt.167-8における1塩
基挿入）の血小板機能解析.  第33回日本血栓止血学会学
術集会 2010.4 鹿児島

前川講平,  川島文恵,  柴野貴之,  澤木潤子,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  小児腎疾患におけるCD68染色の臨床的
有用性.  第53回日本腎臓学会学術総会 2010.6 神戸

服部益治.  腎疾患児の経口補水療法と輸液療法. （モー
ニングセミナー）第45回日本小児腎臓病学会学術集会 
2010.7 大阪

前川講平,  西山久美子,  矢藤慎也,  柴野貴之,  澤木潤子,  
髙橋千晶,  前寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  IgA腎症,  紫斑
病性腎炎31例における臨床病理学的検討.  第45回日本小
児腎臓病学会学術集会 2010.7 大阪

柴野貴之,  前寛,  前川講平,  川島文恵,  西村実果,  澤木潤
子,  髙橋千晶,  服部益治,  谷澤隆邦.  小児期IgA腎症3
例に対する扁摘パルス療法前後の腎組織像の検討.  第45
回日本小児腎臓病学会学術集会 2010.7 大阪

前川講平,  川島文恵,  柴野貴之,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前
寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  小児腎疾患におけるCD68染
色の臨床的有用性.  第45回日本小児腎臓病学会学術集
会 2010.7 大阪

磯野員倫,  三﨑真生子,  西山久美子,  樋上敦紀,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦,  澤井英明.  胎児診断された四肢短
縮症例の新生児管理についての検討.  第46回日本周産
期・新生児医学会学術集会 2010.7 神戸

樋上敦紀,  三﨑真生子,  西山久美子,  磯野員倫,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  ホスカルネットを使用した先天性サ
イトメガロウイルス感染症の一例.  第46回日本周産期・新
生児医学会学術集会 2010.7 神戸

谷澤隆邦.  小児からの臓器提供:現状と課題. （シンポジウ
ム）第32回日本小児腎不全学会 2010.9 札幌

服部益治,  加藤尚子.  教育カリキュラムとして行った「チャイ
ルドシート講習会」.  第57回日本小児保健学会 2010.9 新
潟

中村寛子,  前川講平,  柴野貴之,  西村実果,  澤木潤子,  髙
橋千晶,  前寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  血液濾過透析を要
し,  経過中PRESを発症したアシクロビル過量投与による
急性腎障害の一例.  第32回日本小児腎不全学会学術集
会 2010.9 札幌

髙橋千晶,  岡本陽子,  島田裕充,  管原由恵,  三村博子,  齊
藤優子,  皆川京子,  谷澤隆邦,  玉置知子.  四倍体モザイ

ク男児の一例.  日本人類遺伝学会第55回大会 2010.11 さ
いたま

磯野員倫,  三﨑真生子,  西山久美子,  樋上敦紀,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  当院で経験した早産児の腸瘻造設
症例6例の検討.  第55回日本未熟児新生児学会・学術集
会 2010.11 神戸

西山久美子,  三﨑真生子,  樋上敦紀,  磯野員倫,  小川智
美,  皆川京子,  谷澤隆邦.  重症先天性脊椎骨端異形成症

（SDEC）の一例.  第55回日本未熟児新生児学会・学術
集会 2010.11 神戸

樋上敦紀,  三﨑真生子,  西山久美子,  磯野員倫,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  胸水貯留をきたした6例.  第55回日
本未熟児新生児学会・学術集会 2010.11 神戸

小川智美,  三﨑真生子,  西山久美子,  樋上敦紀,  磯野員倫,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  高ビリルビン血症を呈し,  退院後
に胆石と診断された超低出生体重児の1例.  第55回日本
未熟児新生児学会・学術集会 2010.11 神戸

大塚欣敏,  中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  川越里佳,  
谷澤隆邦.  TAMからMDSに移行したモザイク型ダウン
症の一例.  第52回日本小児血液学会総会・第26回日本小
児がん学会学術集会 2010.12 大阪

［地方会等］
西村実果,  前寛,  前川講平,  清水義之,  佐々木隆士,  奥

山宏臣,  服部益治,  谷澤隆邦.  乳児期に発症した壊死
性筋膜炎の2例.  第249回日本小児科学会兵庫県地方会 
2010.2 西宮

西山久美子,  西村実果,  中島有香,  岡本恭明,  小野淳一
郎,  前川講平,  服部益治,  谷澤隆邦.  広節裂頭条虫症の
2例.  第249回日本小児科学会兵庫県地方会 2010.2 西宮

磯野員倫,  山田英智,  中島有香,  西村実果,  樋上敦紀,  小
川智美,  皆川京子,  服部益治,  谷澤隆邦.  胎児期に四肢
短縮を指摘された4症例の検討.  第23回近畿小児科学会 
2010.3 滋賀

矢籐慎也,  柴野貴之,  西村実果,  前川講平,  澤木潤子,  髙
橋千晶,  前寛,  服部益治,  谷澤隆邦.  学校検尿で発見さ
れたネフローゼ症候群を呈したIgM腎症の1例.  第41回近
畿小児腎臓病研究会 2010.3 大阪

三﨑真生子,  中島有香,  岡本恭明,  小野淳一郎,  大塚欣
敏,  池内浩基,  谷澤隆邦.  潰瘍性大腸炎にITPを合併し
た1症例.  第23回近畿小児科学会 2010.3 滋賀

三﨑真生子,  西山久美子,  樋上敦紀,  磯野員倫,  小川智美,  
皆川京子,  服部益治,  谷澤隆邦.  先天性中枢性肺胞低換
気症候群の1例.  第251回日本小児科学会兵庫県地方会 
2010.9 姫路

澤木潤子,  西村実果,  前川講平,  髙橋千晶,  前寛,  服部
益治,  谷澤隆邦.  小児期発症の無症候性全身性エリテマ
トーデス（SLE）の3例.  第40回日本腎臓学会西部学術大
会 2010.10 広島

福田典子,  内山良介,  筒井ひろ子.  Helicobacter pylori感
染マウスモデルにおけるIL-33依存的な菌の排除機構.  第
63回日本細菌学会関西支部総会 2010.11 枚方
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［研究会・講演会等］
服部益治.  BCG接種の個別化に向けて.  平成22年度枚方

市医師会学術講演会 2010.1 枚方
前寛,  澤木潤子,  村尾吉規,  服部益治,  谷澤隆邦.  小児気

管支喘息の長期管理におけるJPACの意義.  阪神小児ア
レルギー 2010.1 西宮

谷澤隆邦.  臓器移植法一部改正と小児脳死について. （特
別講演）平成21年度兵庫県臓器 提供病院連絡 会議  
2010.2 神戸

服部益治.  小児の発熱をどう考えるか.  小児救急医療アド
バンス研修会 2010.2 神戸

前寛.  当科におけるアレルギー治療.  阪神臨床アレルギー懇
話会 2010.2 尼崎

服部益治.  STOP TBとBCG接種.  平成22年度三田市医師
会学術講演会 2010.3 三田

服部益治.  BCG接種の正しい接種法.  平成22年度川西市
医師会学術講演会 2010.3 川西

服部益治.  脱水症を考える.  第1回ORTフォーラム 2010.3 
東京

前寛,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  服部益治,  谷澤隆
邦.  カクテル療法6か月後に扁桃摘出パルス療法を行った
1例.  第55回兵庫県腎臓研究会 2010.3 神戸

前寛.  当科におけるアレルギー治療.  丸亀小児アレルギー懇
話会 2010.3 丸亀

服部益治.  脱水症−失うのは「水分」と「塩分」などなど.  
ORTフォーラム春季セミナー大阪 2010.5 大阪

服部益治.  脱塩水症と経口補水療法.  ORTフォーラム春季
セミナー東京 2010.5 東京

服部益治.  予防接種の位置づけ～VPDとGo-between～.  
神戸市小児科医会学術講演会 2010.5 神戸

大塚欣敏.  JMML治療計画の進捗状況JPLSG-JMML10. 
（委員会セッションシンポジウム）第15回小児骨髄異形成
症候群治療研究会 2010.5 名古屋

服部益治.  ワクチンの新たな展開.  高知県小児科医会学術
講演会 2010.6 高知

樋上敦紀,  三﨑真生子,  西山久美子,  磯野員倫,  小川智美,  
皆川京子,  谷澤隆邦.  胸水貯留の5症例.  第38回阪神周
産期勉強会 2010.6 西宮

西村実果,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  カクテル療法後,  扁摘パルス･ミゾリビン
後療法を行ったIgA腎症の一例.  第14回兵庫県腎疾患治
療懇話会 2010.7 神戸

西村実果,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前寛,  服部益
治,  谷澤隆邦.  総排泄外反症の１例.  第12回関西小児腎
不全・移植研究会 2010.7 大阪

西村実果,  樋上敦紀,  前川講平,  澤木潤子,  髙橋千晶,  前
寛,  皆川京子,  野島道生,  山本新吾,  佐々木隆士,  奥山
宏臣,  島田憲次,  服部益治,  谷澤隆邦.  急性腎機能障害
を呈した膀胱外反症の1乳児例.  第12回関西小児腎不全
移植研究会 2010.7 大阪

服部益治.  BCG接種による結核対策.  御坊市医師会学術

講演会 2010.7 御坊
服部益治.  小児肺炎治療の新たな選択.  小児肺炎治療を考

える学術講演会 2010.7 神戸
服部益治.  脱水症の本質は「脱塩水症」.  ORTフォーラム

秋季セミナー 2010.9 東京
髙橋千晶.  持続する発熱と腹痛の5歳男児の1例.  西宮市小

児科医会学術講演会 2010.9 西宮
樋上敦紀,  三﨑真生子,  西山久美子,  磯野員倫,  小川智美,  

皆川京子,  谷澤隆邦.  治療に難渋した先天性筋ジストロ
フィーの一例.  阪神超音波研究会 2010.9 西宮

谷澤隆邦. 「子ども脳死下臓器移植の課題」−いのちの贈り
もの−. （特別講演）第21回KIBI-KIDSセミナー 2010.10 
岡山

服部益治.  小児の傷害予防と救命のQOR（Qua l ity of 
Result）.  平成22年度和歌山県医師会救急医療研修会 
2010.10 和歌山

■その他■
服部益治.  新型インフルエンザ流行の今後.  毎日放送TV

ちちんぷいぷい  2010.1.13
大塚欣敏,  中島有香,  小野淳一郎,  岡本恭明,  谷澤隆

邦.  手掌部腫瘍の一例.  第3回兵庫県小児Tumor Board 
2010.1 神戸

谷澤隆邦.  どうなる  子どもたちの心臓移植. （特別講演）
はあとネット兵庫全国心臓病の子どもを守る会兵庫県支
部 2010.2 神戸

服部益治.  ポリオワクチンの二次感染（VAPP）.  神戸新聞  
2010.2.19:28.

谷澤隆邦.  小児の脳死臓器移植:小児科医にとっての問題
点.  教育医事新聞 2010.2.25:4.

服部益治.  ワクチン行政を総括する.  神戸新聞 2010.2.27:21.
服部益治.  ワクチンの位置づけ−VPD.  gsk勉強会 2010.3 

神戸
服部益治.  予防接種の課題と現状.  Wyeth プレベナー発

売記念講演会 2010.3 神戸
服部益治.  経口補水療法とは.  教育医事新聞 2010.3.25:4.
服部益治.  チャイルド・ファースト（子ども優先）.  小児保健

ひょうご 2010.3.31:34.
皆川京子.  NICUとその卒業生外来の診療の中で:重い障害

がある人の暮らしと地域医療−ICUから在宅  地域で暮
らし続けるために.  地域コーディネート事業シンポジウム 
2010.3 西宮

服部益治.  小児の外来治療薬の動向と使い方.  守口市医師
会会報 2010:183-9.

服部益治.  経口補水療法最前線−点滴の前に,  まずはオー
エスワン.  大塚薬報 2010:26-8.

服部益治.  車内の熱中症死を防ごう.  ゴーゴー育児ドットコ
ム 2010:461.

服部益治.  傷害予防−なくしたい不慮の事故.  毎日放送TV
ちちんぷいぷい 2010.4.27

服部益治.  車内の子どもの安全−子どもたちの驚きの行動.  
フジTVとくダネ！ 2010.4.30
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服部益治.  学校での熱中症,  嘔吐下痢症の対策.  第61回指
定都市学校保健協議会 2010.5 大阪

前寛,  澤木潤子,  村尾吉規,  服部益治,  谷澤隆邦.  当科に
おける食物アレルギー患児の予後について.  兵庫医科大
小児科臨床カンファレンス 2010.5 西宮

服部益治.  いのちの水−経口補水液（リーフレット）. （株）
大塚製薬工場 2010.5.1.

服部益治.  車内の子どもの安全−子どもたちの驚きの行動.  
フジＣＳとくダネ！特撮プレミアム 2010.5.14

服部益治 .   車内熱中症死の警告.  しろうジャーナル 
2010.5.15:21.

服部益治.  流行する手足口病.  毎日放送TVちちんぷいぷい 
2010.5.19

服部益治.  点滴の前に,  まずはオーエスワン.  経口補水療
法のすすめ Vol.2 2010.5.20:29-31.

服部益治.  熱中症や嘔吐下痢症で失うのは水分と塩分.  相
生市民公開健康フォーラム 2010.7 相生

澤木潤子.  学校における救急処置−アレルギー疾患を中心
に−.  平成22年度大阪教育大学養護教諭養成過程卒後
研修会 2010.7 大阪

谷澤隆邦.  子ども脳死下臓器移植の課題. 子ども脳死講演
会「臓器の移植に関する法律の一部改正」における講演
会 2010.8 西宮

服部益治.  熱中症Q&A.  毎日放送TVちちんぷいぷい 
2010.8.3

服部益治.  熱中症とは.  ラジオ関西みんなの健康相談 
2010.8.14

服部益治 .   経口補水療法の活用.  しろうジャーナル 
2010.8.15:24.

服部益治 .  今年の手足口病に注意.  しろうジャーナル 
2010.8.15:25.

服部益治.  脱塩水症,  失われるのは｢水分｣と｢塩分｣などな
ど.  Ort Forum 2010;2:3.

服部益治.  日本の救急を考える.  毎日放送TVちちんぷいぷ
い 2010.9.22

服部益治.  子供の救急箱をのぞいてみよう.  中山寺プレマ
マフェスティバル2010 2010.10 宝塚

服部益治.  今年のインフルエンザ.  毎日放送TVちちんぷい
ぷい 2010.10.1

服部益治.  秋の健康維持と病気.  毎日放送TVちちんぷい
ぷい 2010.10.15

服部益治 .   VPDとは.  ラジオ関西放送MaMa Nav i 
2010.10.24

服部益治.  学校における熱中症・嘔吐下痢症と対応.  平成
22年度神戸市学校保健会大会 2010.10 神戸

服部益治.  脱水症～ヒトの中には｢海｣がある.  子どもの脱
水症ホームケア講座 2010.10 東京

服部益治.  小児の初期医療の動向.  No Side Conference 
in Primary Care 2010 2010.10 大阪

服部益治.  小児の初期応急の対応.  平成22年度小児初期
救急医療研修会 2010.10 神戸

服部益治.  ワクチンで防げる病気.  平成22年度神戸市東灘
区医師会学術講演会 2010.11 神戸

峰淳史,  服部益治,  谷澤隆邦.  生後6か月頃より,  筋緊張低
下,  精神運動発達遅滞が明らかとなった一例.  第22回兵
庫医大小児科臨床カンファレンス 2010.11 西宮

服部益治.  子供の脱水状態,  その対策は？.  ドクター
OSワンの子どもの脱水状態ホームケア講座 2010.11.1.  

（http://www.os-1.jp/sp/）
服部益治.  ワクチン後進国”日本の現状.  フジＴＶとくダネ！ 

2010.11.9
服部益治.  気になるインフルエンザとノロ.  毎日放送TVち

ちんぷいぷい 2010.11.12
服部益治.  ベビーファースト～赤ちゃんの幸せを祈念して.  

元気な赤ちゃんフォーラム 2010.11 神戸
服部益治 .  ワクチンQ&A.  元気な赤ちゃんフォーラム

2010.11 神戸
服部益治.  細菌性髄膜炎とワクチン.  サンTVひるカフェ 

2010.11.19
服部益治 .  風邪の対応.  毎日放送TVちちんぷいぷい

2010.11.19
服部益治.  子どもの急病の対応～あわてる事を少なく,  大難

を小難に～.  Happy-Note2011 特別編集号 2010.12.25:16
服部益治.  不慮の事故の応急処置～予防の意識・環境整

備が世界の常識です～.  Happy-Note2011 特別編集号 
2010.12.25:17.

服部益治.  第113回日本小児科学会学術集会見聞記.  兵庫
県小児科医会報 2010.12.26:77-8.

放射線医学
Radiology

■著書■
安藤久美子,  石藏礼一.  頭瘤  脳瘤  髄膜瘤  脱髄: 脳梁

形成不全  全前脳胞症とその類縁奇形  頭瘤・脳瘤・髄
膜瘤  Chiari 奇形,  Chiari奇形: 変性疾患,  disorders of 
neuronal proliferation differentiation: 大脳皮質形成異
常,  molar-tooth anomalyを伴う疾患群: 小脳形成異常,  
小脳葉形成異常  皮質形成異常: 小脳形成異常,  脳幹の
形成異常: 小脳形成異常,  Lhermitte-Duclos病  Cowden
病: 小脳形成異常.  大場洋  編.  小児神経の画像診断.  
東京:学研メディカル秀潤社, 2010:222-49,54-61.

若田ゆき,  石藏礼一.  X線単純撮影検査.  松田睴,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東
京:南江堂, 2010:92-101.

池田譲太,  森川努,  安藤久美子.  X線透視検査.  松田睴,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と
検査.  東京:南江堂, 2010:102-8．

廣田省三  分担編.  X線単純撮影検査,  X線透視検査,  X
線造影検査,  血管造影検査,  CT検査,  MRI検査.  松田
暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾
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病と検査.  東京:南江堂, 2010:92-128,142-167.
小林薫.  X線造影検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  

鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:109-17.

山本聡.  血管造影検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  
鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:118-28.

前田弘彰.  CT検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:142-53.

山野理子.  MRI検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:154-67.

前田弘彰,  廣田省三.  本当に肺動静脈奇形？.  放射線診療
安全向上研究会  編.  画像診断ヒヤリ・ハット.  東京:南山
堂, 2010:48-9.

原田潤太,  松永尚文,  廣田省三,  北垣一  編.  画像検査診
断用語辞典.  東京:金芳堂, 2010.

■学術論文■
［総説］
石藏礼一,  安藤久美子,  若田ゆき,  髙田恵広 .  悪性リ

ンパ腫の画像診断  1.中枢神経,  頭頸部.  画像診断 
2010;30:272-80.

石藏礼一 ,  安藤久美子.  MR I Pr i nc ip le of Echo -
Shifting with a Train of Observation（PRESTO）法と
Susceptibility Weighted Imaging（SWI）法の中枢神経
領域疾患での有用性について.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2010;35:63-9.

廣田省三,  前田弘彰,  小林薫,  阿知波左千子,  加古泰一,  
山本聡.  Ⅰ.Vascular interventional radiology  4.門脈系
のinterventional radiology.  外科 2010;72:823-8.

松本一真,  藤田知子,  源貴裕,  前田勝彦,  寺西敏美,  坂
本清,  廣田省三,  舛谷元丸 .  システムの構築・運用時
の具体的留意点を評価・改善の両面から探る.  新医療 
2010;37:87-91.

阿知波左千子,  安藤久美子,  石藏礼一.  眼窩,  視神経の
MRI.  澤充  編.  眼科画像診断.  東京:金原出版, 1370-3.

阿知波左千子,  安藤久美子,  石藏礼一 .  脳神経領域
のMRI.  澤充  編.  眼科画像診断.  東京:金原出版, 
2010:1374-9.

上紺屋憲彦.  高精度放射線治療の進歩と課題  FPDを用い
た放射線治療時線量監視システムの構築.  兵庫医科大学
医学会雑誌 2010;35:51-7.

［原著］
土井啓至,  上紺屋憲彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  坪井慶

太,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  中村豪志,  志方敏幸,  濱口
常男,  廣田省三.  放射線直腸炎に対する亜鉛製剤直腸内
投与の初期経験.  臨床放射線 2010;55:443-9.

宇和伸浩,  吉野邦俊,  藤井隆,  上村裕和,  赤羽誉,  鈴木
基之,  西山謹司,  富田裕彦,  寺田友紀,  佐伯暢生,  佐
川公介,  毛利武士,  冨士原将之 ,  阪上雅史.  嗅神経

芽細胞腫13例の臨床的検討．耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2010;82:597-602.

Ishikura R,  Ando K,  Wakata Y,  Takada Y,  Yamano 
T,  Mori K,  Delman BN,  Hirota S.  High Resolution 
Tree-d imensiona l T2-weighted imag ing at 3T: 
Finding of Cerebellopontine angle Schwannomas and 
Meningiomas.  Magn Reson Med Sci 2010;9:177-8.

志方敏幸,  中村豪志,  日笠真一,  濱口常男,  土井啓至,  上
紺屋憲彦,  門林宗男,  木村健.  ポラプレジンク坐剤の
品質試験と放射性直腸炎に対する臨床評価.  医療薬学 
2010;36:549-56．

Teshima T,  Numasaki H,  Shibuya H,  Nishio M,  Ikeda 
H,  Sekiguchi K,  Kamikonya N,  Koizumi M,  Tago M,  
Ando Y,  Tsukamoto N,  Terahara A,  Nakamura K,  
Mitsumori M,  Nishimura T,  Hareyama M;  Japanese 
Society of Therapeutic Radiology and Oncology 
Database Committee.  Japanese structure survey 
of radiation oncology in 2007 based on institutional 
stratification of patterns of care study.  Int J Radiat 
Oncol Biol Phys 2010;78:1483-93.

冨士原将之,  山本聡,  土井啓至,  髙田康弘,  石藏礼一,  上
紺屋憲彦,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  廣田省三.  
聴器癌に対する超選択的動注化学療法併用放射線治療
の治療成績.  頭頸部癌 2010;36:473-7.

［症例報告］
古川佳孝,  石藏礼一,  若田ゆき,  髙田恵広,  安藤久美子,  

廣田省三,  泉本修一.  悪性転化を伴った脳幹部類表皮嚢
胞の1例.  臨床放射線 2010;55:1665-9.

I sh i ku ra R ,   Ando K ,   Hi ro t a S ,   Okamoto N,  
Fatterpekar G,  Sacher M.  Callosal and diffuse 
white matter lesins with restricted water diffusion 
in hemophagocytic syndrome.  Magn Reson Med Sci 
2010;9:91-4.

加古泰一,  石藏礼一,  安藤久美子,  廣田省三,  興津茂
行,  土井裕,  片岡保朗,  覚野綾子.  転移性脊椎腫瘍で
発症した近位型類上皮肉腫（proximal-type epithelioid 
sarcoma）の1例.  臨床放射線 2010;55:1053-8．

■学会発表■
［国際学会］
Wakata Y,  Ishikrua R,  Takada Y,  Ando K,  Hirota S,  

Yamashita T,  Hujimoto Y,  Kobashi S.  Computer-
a ided diagnost ic system for in fant/pediatr ics: 
brain volume and sulcus.  American Society of 
Neuroradiology 2010.5 Boston

Hirota S.  sB-RTO for biginners.  Global Embolization 
Symposium and Techonologies（GEST2010）2010.5 
SanFrancisco

Hirota S.  Cl in ica l eva luat ion of t ranscatheter 
embo l i z a t i o n f o r 10 0 pu l mon a r y AV Ms i n 
Japan. Asian Pacific Congress of Cardiovascular 
Interventional Radiology（APCCVIR）2010.6 Seoul
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Yamamoto S,  Hirota S,  Maeda H,  Arai K,  Kobayashi 
K,  Achiwa S.  Transcatheter coil embolization of 
splenic artery aneurysms.  Asian Pacific Congress of 
Cardiovascular Interventional Radiology（APCCVIR）
2010.6 Seoul

Yamaguchi K,  Fujimoto Y,  Kobashi S,  Wakata Y,  
Ishikura R,  Kuramoto K,  Imawaki S,  Hirota S,  Hata 
Y.  Automated fuzzy logic based skull stripping in 
neonatal and infantile MR images. （WCCI2010） 
IEEE World Congress on Computational Intelligence 
2010.7 Barcelona

Inoue H,  Tanooka M,  Doi H,  Nakagawa H,  Sakai T,  Oda 
M,  Yasumasa K,  Takada Y,  Fujiwara M,  Sakamoto 
K,  Kamikonya N,  Hirota S.  Convenient quality check 
for image-guided radiotherapy（IGRT）using the 
imagej software.  European Society for Therapeutic 
Rad iat ion a nd Onco logy（E STRO2010）2010.9 
Barcelona

Yamamoto S,  Hirota S,  Maeda H,  Achiwa S,  Kako Y,  
Arai K,  Kobayashi K.  Transcatheter coil embolization 
of splenic artery aneurysms:therapeutic  strategy 
using originalclassification.  Cardiorascular and 
Intervent iona l Society of Europe（CIRSE2010）  
2010.10 Valencia

Doi H,  Kamikonya N,  Takada Y,  Fujiwara M,  Inoue 
H,  Tanooka M,  Nakamura T,  Shikata T,  Tsujimura T,  
Hirota S.  Efficacy of polaprezinc to acute radiation 
proct it is using an animal experimenta l model.  
American Society for Radietion Oncology 52nd 
Annual Meeting（ASTRO2010） 2010.10 San Diego

Tanooka M,  Sakai T,  Inoue H,  Doi H,  Takada Y,  
Fujiwara M,  Yasumasa K,  Sakamoto K,  Kamikonya 
N,  Hirota S.  NovelSpiral phantom for volumetric 
modu lated arc therapy del ivery ver i f icat ion.  
A mer i c a n S o c i e t y f o r R ad i e t i o n Onco l og y

（ASTRO2010） 2010.10 San Diego
Inoue H,  Tanooka M,  Doi H,  Oda M,  Takada Y,  Fujiwara 

M,  Yasumasa K,  Sakamoto K,  Kamikonya N,  Hirota 
S.  Convenient qual ity check for image-guided 
radiotherapy（IGRT）using the ImageJ.  American 
Society for Radietion Oncology（ASTRO2010） 2010.10 
San Diego

Yokomichi D,  Kobashi S,  Wakata Y,  Ando K,  Ishikura 
R,  Kuramoto K,  Imawaki S,  Hirota S,  Hata Y.  
Cerebral surface extraction based on particle method 
in neonatal MR Images.  Sound and Music Computing 
Conference（SMC 2010） 2010.10 Istanbul

Fujiwara M,  Yamamoto S,  Doi H,  Achiwa S,  Takada Y,  
Terada T,  Saeki N,  Uwa N,  Ishikura R,  Kamikonya 
N,  Hirota S.  Is the concurrent superselective arterial 
infusion chemoradiotherapy for locally advanced 

carcinoma of the external auditory canal and middle 
ear acceptable?.  Radiological Society of North 
America（RSNA2010） 2010.12 Chicago

［国内学会］
若田ゆき,  石藏礼一,  髙田恵広,  安藤久美子,  廣田省三,  

山下達也,  藤本裕子,  小橋昌司.  小児脳診断支援システ
ムの開発−新生児脳容量・脳回計測−.  第39回日本神経
放射線学会 2009.2 東京

Hirota S.  Portal Hepertention.（International Session）第
69回日本医学放射線学会総会 2010.4 横浜

上紺屋憲彦.  放射線治療: 消火器2.直腸. （教育講演）第69
回日本医学放射線学会総会 2010.4 横浜

前田弘彰.  門脈系. （ワークショップ）第69回日本医学放射
線学会総会 2010.4 横浜

山本聡.  PSEの再評価−イタンーフェロン治療との関連−. 
（教育講演）第69回日本医学放射線学会総会 2010.4 横
浜

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  髙田康
弘,  冨士原将之,  中村豪志,  志方敏幸,  山本泰子,  廣
田省三.  動物実験モデルでの急性期放射線性直腸炎へ
の亜鉛製剤の有効性.  第69回日本医学放射線学会総会 
2010.4 横浜

髙田康弘,  土井啓至,  冨士原将之,  田ノ岡征雄,  井上裕
之,  坪井慶太,  和泉正幸,  谷口緑,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  当院におけるハイリスク膀胱癌症例に対する動注化
学療法併用放射線治療の現状と検討.  第69回日本医学
放射線学会総会 2010.4 横浜

髙田恵広,  石藏礼一,  若田ゆき,  山野理子,  安藤久美子,  
興津茂行,  楢崎勝弘,  島田達治,  琴浦規子,  廣田省三.  
ASL（Arterial Spin Labeling）法による脳灌流画像の基
礎的検討.  第69回日本医学放射線学会総会 2010.4 横浜

小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  加古泰一,  小竹正
昌,  井上淳一,  植田毅,  入江美和,  廣田省三.  B-RTOに
おける長時間留置法（Overnight留置）の有用性: 30分留
置法（金川原法）との比較.  第69回日本医学放射線学会
総会 2010.4 横浜

前田弘彰,  廣田省三,  小林薫,  古川佳孝,  加古泰一,  髙田
恵広,  山本聡,  新井桂介,  末定泰英,  中尾宣夫.  胃静脈
瘤に対するB-RTO不成功例の検討.  第69回日本医学放
射線学会総会 2010.4 横浜

山本聡,  冨士原将之,  若田ゆき,  安藤久美子,  髙田恵広,  
阿知波左千子,  森川努,  石藏礼一,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  口腔癌に対する放射線併用超選択的動注化学療法
の成績.  第69回日本医学放射線学会総会 2010.4 横浜

若田ゆき,  石藏礼一,  髙田恵広,  安藤久美子,  廣田省三,  
山下達也,  林孝之,  池田譲太,  藤本裕子,  小橋昌司.  小
児脳診断支援システムの開発−新生児脳容量・脳回計測
−.  第69回日本医学放射線学会総会 2010.4 横浜

髙田恵広,  白川学,  内田和孝,  若田ゆき,  安藤久美子,  
石藏礼一,  有田憲生 ,  廣田省三 .  脳動脈瘤に対する
Bioactive coilを用いた脳血管内治療.  第39回日本IVR学
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会総会 2010.5 東京
小林薫,  前田弘彰,  新井桂介,  山本聡,  加古泰一,  阿知波

左千子,  古川佳孝,  髙田恵広,  若田ゆき,  石藏礼一,  廣
田省三.  肝性脳症に対する経皮的シャント閉鎖術の治療
成績.  第39回日本IVR学会総会 2010.5 東京

新井桂介,  前田弘彰,  小林薫,  山本聡,  髙田恵広,  若田
ゆき,  阿知波左千子,  加古泰一,  古川佳孝,  廣田省三.  
B-RTO施行時の腎機能の変化からみたハプトグロビンの
至適投与量の検討.  第39回日本IVR学会総会 2010.5 東
京

山野理子,  石藏礼一,  安藤久美子,  廣田省三,  佐々木隆士,  
奥山宏臣.  総排泄腔外反の胎児MRI.  第46回日本小児
放射線学会 2010.6 栃木

冨士原将之,  山本聡,  土井啓至,  髙田康弘,  石藏礼一,  上
紺屋憲彦,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  廣田省三.  
聴器癌に対する超選択的動注化学療法併用放射線治療
の治療成績.  第34回日本頭頸部癌学会 2010.6 東京

土井啓至,  上紺屋憲彦,  三浦英治,  井上裕之,  田ノ岡征
雄,  髙田康弘,  冨士原将之,  中村豪志,  志方敏幸,  辻村
亨,  廣田省三.  放射線性直腸炎動物実験モデルに対する
亜鉛製剤の有効性に関する組織学的検討.  第49回日本医
学放射線学会生物部会学術大会 2010.7 札幌

上紺屋憲彦.  放射線治療に伴う粘膜障害は軽減できるか？.  
第23回日本口腔・咽頭科学会総会 2010.9 東京

山野理子,  石藏礼一,  五十嵐陽子,  勝浦尭之,  山﨑真由
子,  安藤久美子,  廣田省三.  胎児期にMRIで経過をおえ
た総排泄腔外反の一例.  The Japanese Society for the 
Advancement of Women's Imaging（JSAWI） 2010.9 
淡路

上原栄理子,  松井律夫,  安水良知,  山野理子.  非典型的な
画像を呈した卵巣甲状腺腫の一例.  JSAWI 2010.9 淡路

阿知波左千子,  前田弘彰,  小林薫,  古川佳孝,  加古泰一,  
山本聡,  新井桂介,  廣田省三.  SRシャントによる肝性脳
症に対するIVRの検討.  第17回日本門脈圧亢進症学会総
会 2010.9 富山

小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  阿知波左千子,  加
古泰一,  古川佳孝,  小竹正昌,  廣田省三.  B-RTOにおけ
る長時間留置法（Overnight留置）と短時間留置法（金川
原法）との比較検討.  第17回日本門脈圧亢進症学会総会 
2010.9 富山

横道大督,  小橋昌司,  若田ゆき,  安藤久美子,  石藏礼一,  
倉本圭,  今脇節朗,  廣田省三,  畑豊.  粒子法を用いた
新生児頭部MR画像からの脳表抽出.  Fuzzy System 
Symposium 2010 2010.9 広島

冨士原将之,  土井啓至,  髙田康弘,  井上裕之,  田ノ岡征
雄,  上紺屋憲彦,  廣田省三,  志方敏幸,  中山雅裕,  木村
健.  ポラプレジングを用いた含嗽液の作成と放射線性口
腔粘膜障害に対する有効性の検討.  日本放射線腫瘍学
会第23回学術大会 2010.11 千葉

冨士原将之,  山本聡,  土井啓至,  髙田康弘,  髙田恵広,  上
紺屋憲彦,  廣田省三,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩.  

局所進行聴器癌に対する超選択的動注化学療法併用放
射線治療の中期治療成績.  日本放射線腫瘍学会第23回
学術大会 2010.11 千葉

井上裕之,  田ノ岡征雄,  土井啓至,  中川英雄,  酒井敏行,  
小田雅彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  CBCTを用いた自動位置照合における治療計画用CT
のスライス厚の検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大
会 2010.11 千葉

髙田康弘,  土井啓至,  冨士原将之,  田ノ岡征雄,  井上裕
之,  三浦英治,  坪井慶太,  和泉正幸,  上紺屋憲彦,  廣
田省三.  当院における前立腺癌全摘術後再発に対する放
射線治療の検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 
2010.11 千葉

田ノ岡征雄,  吉田毅,  井上裕之,  土井啓至,  酒井敏行,  小
田雅彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  スパイラルファントムを用いたVMAT線量検証システ
ム.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 2010.11 千葉

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  三浦英治,  上紺屋憲
彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  志方敏幸,  辻村亨,  廣田
省三.  晩期放射線性直腸炎の動物実験モデル作成と病
理組織学的検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 
2010.11 千葉

髙田恵広,  白川学,  五十嵐陽子,  勝浦尭之,  山﨑真由子,  
若田ゆき,  内田和孝,  安藤久美子,  石藏礼一,  有田憲
生,  廣田省三.  遅発性に症状を呈した穿通性外傷による
direct CCFの1例.  第26回日本脳神経血管内治療学会学
術総会 2010.11 福岡

中山雅裕,  清長大輔,  志方敏幸,  中村豪志,  東剛史,  小林
吉晴,  濵口常男,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  木村健.  使
用性の向上を目指したポラプレジンク含嗽液の製剤処方
探索について.  第20回日本医療薬学会年会 2010.11 千葉

［地方会等］
勝浦尭之,  髙田恵広,  古川佳孝,  若田ゆき,  山野理子,  安

藤久美子,  石藏礼一,  廣田省三.  初回MRI検査ですでに
髄液播種を伴ったCNS PNETの一例.  第294回日本医学
放射線学会関西地方会 2010.2 大阪

山本聡,  若田ゆき,  髙田恵広,  阿知波左千子,  冨士原将之,  
石藏礼一,  廣田省三.  口腔癌に対する放射線併用超選択
的動注化学療法の成績.  日本IVR学会第28回中部・第27
回関西合同地方会 2010.2 愛知

古川佳孝,  小林薫,  前田弘彰,  山本聡,  新井桂介,  加古
泰一,  阿知波左千子,  廣田省三.  肝性脳症を伴う巨大
mesocaval shuntに対してシャント閉鎖術（Triple balloon 
occlusion）を施行した1例.  日本IVR学会第28回中部・第
27回関西合同地方会 2010.2 愛知

阿知波左千子,  前田弘彰,  小林薫,  古川佳孝,  加古泰一,  
若田ゆき,  髙田恵広,  山本聡,  新井桂介,  石藏礼一,  廣
田省三.  SRシャントを伴った肝性脳症に対するB-RTOの
検討.  第28回日本IVR学会関西地方会 2010.6 大阪

山﨑真由子,  髙田恵広,  五十嵐陽子,  勝浦尭之,  若田ゆき,  
安藤久美子,  石藏礼一,  廣田省三.  頚部感染による椎骨
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動脈仮性動脈瘤に対して血管内治療を施行した1例.  第
295回日本医学放射線学会関西地方会 2010.7 大阪

冨士原将之,  上紺屋憲彦,  土井啓至,  髙田康弘,  田ノ岡征
雄,  井上裕之,  廣田省三,  志方敏幸,  中山雅裕,  木村健.  
頭頚部放射線治療の補助療法としての亜鉛含嗽液の有効
性.  第296回日本医学放射線学会関西地方会（第368回レ
ントゲンアーベント） 2010.11 大阪

五十嵐陽子,  若田ゆき,  勝浦尭之,  山﨑真由子,  髙田恵
広,  安藤久美子,  石藏礼一,  廣田省三.  下垂体に発生し
たWegener肉芽腫症の1例.  第296回日本医学放射線学会
関西地方会（第368回レントゲンアーベント） 2010.11 大
阪

［研究会・講演会等］
上紺屋憲彦.  直腸癌放射線治療のEBM−手術と放射線

治療について−. （特別講演）第20回阪神腸疾患勉強会 
2010.1 尼崎

山本聡,  加古泰一,  古川佳孝,  阿知波左千子,  小林薫,  新
井桂介,  前田弘彰,  廣田省三.  TACE後に腫瘍崩壊症候
群をきたした巨大HCCの1例.  第15回肝動脈塞栓療法研
究会 2010.5 東京

廣田省三.  門脈圧亢進症に対するIVR−静脈瘤,  腹水,  脳
症をどうする−.  第37回兵庫県内視鏡治療談話会 2010.6 
神戸

石藏礼一.  臨床医のための最新画像診断−中枢神経領域−.  
第6回阪神日常臨床研究会 2010.7 大阪

加古泰一,  前田弘彰,  古川佳孝,  阿知波左千子,  若田ゆ
き,  髙田恵広,  山本聡,  小林薫,  新井桂介,  石藏礼一,  
廣田省三,  名定敏也,  城本航.  128列MDCTを用いた肝
Perfusion CTの初期経験.  第19回近畿食道・胃静脈瘤研
究会 2010.7 大阪

石藏礼一.  中枢神経領域における最新画像診断−MRI・
SWIを中心に−. （特別講演）第7回はりま画像診断セミ
ナー 2010.9 姫路

石藏礼一.  一臨床医のためのトルコ鞍近傍腫瘍の撮影法と
画像診断. （教育講演）兵庫県脳下垂体疾患フォーラム 
2010.12 神戸

■その他■
上紺屋憲彦.  最新の高精度放射線治療−前立腺がんにつ

いて.  市民公開講座切らずに治す前立腺がん治療 2010.1 
西宮

前田弘彰.  肝がんに対するカテーテル治療: 肝動脈塞栓術・
肝動注を中心に.  第4回兵庫県肝疾患診療連携フォーラ
ム市民公開講座 2010.3 神戸

石藏礼一.  小児中枢神経領域の画像診断−救急疾患を中心
に−. （特別講演）第22回兵庫医科大学小児科臨床カン
ファレンス 2010.11 西宮

 

精神科神経科学
Neuropsychiatry

■著書■
松永寿人.  強迫性障害−いわゆる難治例とその対応.  中込

和幸  編.  難治性精神障害へのストラテジー（15）.  東京:
中山書店, 2010:85-97.

松永寿人.  強迫性障害.  金澤一郎,  永井良三  総編.  今日
の診断指針.  第6版.  東京:医学書院, 2010:1447-8.

多賀千明,  松永寿人,  宍倉久理江.  症候と疫学.  上島国利,  
松永寿人,  多賀千明,  中川彰子,  飯倉康郎,  穴倉久里江  
編.  エキスパートによる強迫性障害（OCD）治療ブック.  
東京:星和書店, 2010:9-20.

松永寿人 ,  林田和久 .  発症状況,  精神病理,  そして
comorbidity.  上島国利,  松永寿人,  多賀千明,  中川彰
子,  飯倉康郎,  穴倉久里江  編.  エキスパートによる強迫
性障害（OCD）治療ブック.  東京:星和書店, 2010:21-40.

林田和久,  松永寿人.  入院治療.  上島国利,  松永寿人,  多
賀千明,  中川彰子,  飯倉康郎,  穴倉久里江  編.  エキス
パートによる強迫性障害（OCD）治療ブック.  東京:星和書
店, 2010:123-136.

松永寿人.  いわゆる治療抵抗例とその対応,  まとめと今後
の展望.  上島国利,  松永寿人,  多賀千明,  中川彰子,  飯
倉康郎,  穴倉久里江  編.  エキスパートによる強迫性障害

（OCD）治療ブック.  東京:星和書店, 2010:147-72.
松永寿人.  複雑な症例と併存症.  Fairburn CG 著,  切池

信夫  監訳.  摂食障害の認知行動療法.  東京:医学書院, 
2010:288-304.

Matsunaga H ,  Soraya S.  Obsessive-compulsive 
spectrum disorders; Cross-national and ethnic issues. 
In: Hollander E,  Zohar J,  Sirovatka PJ,  Regier DA 
eds.  Obsessive Compulsive Spectrum Disorders.  
Arlington VA:  American Psychiatric Publishing, 
2010:205-21.

■学術論文■
［総説］
松永寿人,  清野仁美.  パーソナリテイ障害と不妊.  最新精

神医学 2010;15:597-603.
［原著］
Matsunaga H,  Hayashida K,  Kiriike N,  Nagata T,  Stein 

DJ.  Clinical features and treatment characteristics 
of compu ls ive hoard ing in Japanese pat ients 
with obsessive-compulsive disorder.  CNS Spectr 
2010;15:258-65.

Mataix-Cols D,  Frost RO,  Pertusa A,  Clark LA,  
Saxena S,  Leckman JF,  Stein DJ,  Matsunaga H,  
Wilhelm S.  Hoarding disorder: a new diagnosis for 
DSM-V?.  Depress Anxiety 2010;27:556-72.

Stein DJ,  Baldwin DS,  Bandelow B,  Blanco C,  
Fontenelle LF,  Lee S,  Matsunaga H,  Osser D,  Stein 
MB,  Van Ameringen M.  A2010 evidence-based 
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algorithm for the pharmacotherapy of social anxiety 
disorder.  Curr Psychiatry Rep 2010;12:471-7.

［症例報告］
植木昭紀,  宇和典子,  守田嘉男  Risperidoneにより軽躁状

態を呈しlithium carbonate を使用した口腔内セネストパ
チー.  精神医学 2010;52:195-7.

■学会発表■
［国際学会］
Matunaga H.  The augmentation strategies for the SSRI-

refractory OCD patients. （Invited）International 
Anxiety Disorders Conference 2010.5 Cape Town

Matsunaga H,  Hayashida K,  Maebayashi K,  Stein DJ.  
Clinical features and treatment characteristics 
of compulsive hoarding in Japanese patients with 
obsessive-compulsive disorder.  International Anxiety 
Disorder Conference 2010.5 Cape Town

Inoue K,  Muramatsu T,  Iwasaki S,  Yamauchi T,  Nakao 
T,  Deguchi M,  Muroya M,  Kobayashi Y,  Kiriike 
N.  Eating disorder and job stress.  14th Pacific Rim 
College of Psychiatrists Scientific Meeting 2010.10 
Brisbane

［国内学会］
松永寿人,  林田和久,  前林憲誠,  三戸宏典.  大学病院精

神科強迫性障害専門外来の受診および治療状況.  第23
回日本総合病院精神医学会総会 2010.11 東京　

［地方会等］
岩永伴久,  濵田優一朗,  高長明律,  守田嘉男.  クモ膜下出

血後水頭症と化膿性脊椎炎を合併し,  一般病棟での対応
が困難であった統合失調症の1例.  第106回近畿精神神経
学会 2010.2 奈良

濵田優一朗,  高長明律,  守田嘉男.  せん妄を伴った遷延性
うつ病に対し,  ミルタザピンが有効であった1例.  第106
回近畿精神神経学会 2010.2 奈良

西川慎一郎,  高長明律,  西井理恵,  大原一幸,  守田嘉男.  
遅発性ジスキネジアに対しアリピプラゾールが有効であっ
た1例.  第106回近畿精神神経学会 2010.2 奈良

三戸宏典,  林田和久,  前林憲誠,  清野仁美,  村松知拡,  
松永寿人.  家族への暴力,  巻き込み,  そして引きこもりを
呈していた身体醜形障害の一例.  第107回近畿精神神経
学会 2010.8 大阪

前林憲誠,  林田和久,  村松知拡,  宇和典子,  三戸宏典,  松
永寿人.  SSRI抵抗性強迫性障害に対するaripiprazole
付加療法の有効性について.  第107回近畿精神神経学会 
2010.8 大阪

林田和久,  清野仁美,  宇和典子,  前林憲誠,  三戸宏典,  松
永寿人.  薬物抵抗性のうつ病に認知行動療法的アプロー
チが奏功した1症例.  第107回近畿精神神経学会 2010.8 
大阪

［研究会・講演会等］
松永寿人.  DSM-5の動向. （招待講演）第8回JPNDA研究

会 2010.10 東京

松永寿人.  強迫の現在とこれから. （招待講演）第23回日本
総合病院精神医学会総会 2010.11 東京

■その他■
松永寿人.  強迫性障害.  新名医の最新治療.  週刊朝日 2010;
（増刊号10）:72-3.

松永寿人.  精神科主任教授アンケート  本人・家族のため
の統合失調症とのつきあい方.  こころの科学 2010;（増
刊）:225-6.

松永寿人.  強迫スペクトラムはどこへ向かう. （巻頭言）精
神医学 2010;52:942-3. 　　　

松永寿人.  強迫スペクトラム障害の展望.  大阪南地区精神
医療研究会 2010.6 堺

松永寿人.  SADの現況と治療.  SAD適応拡大記念講演会 
2010.7 奈良

松永寿人.  強迫性障害の病態と最新の治療.  第一回但馬臨
床精神医学フォーラム 2010.7 但馬 

松永寿人.  強迫性障害の病態と最新の治療.  阪神エビリ
ファイ講演会 2010.7 芦屋

松永寿人.  強迫の現在とこれから.  エビリファイ学術講演会 
2010.7 大阪

松永寿人.  うつ病の病態と治療.  リフレックス発売一周年
記念講演会 2010.9 金沢

松永寿人.  強迫と現在とこれから.  第14回西宮市医師会精
神科医会定例会 2010.9 西宮

松永寿人.  SADの現況.  SADエキスパートセミナー 2010.9 
大阪

松永寿人 .  DSM-5の動向.  第35回阪神臨床薬物研究会 
2010.9 大阪

松永寿人.  強迫を巡る最近の動向.  第1回 西宮市開業医セ
ミナー 2010.9 神戸

松永寿人.  最近の強迫性障害の動向.  宝塚市精神科医会
講演会 2010.10 宝塚

松永寿人.  うつ病の病態とその治療.  第三回兵庫医科大学
病院  病薬連携セミナー 2010.10 西宮

松永寿人 .   うつ病・不安障害の臨床.  病診連携の会 
2010.10 西宮

松永寿人.  不安障害の治療と動向.  加古川市加古郡神経
精神科医会学術講演会 2010.11 播磨

松永寿人.  うつ病と不安障害. （特別講演）第184回高知精
神科医会 2010.11 高知

松永寿人.  不安障害とその治療.  第7回兵庫医科大学病院 
病診・疾病連携の会 2010.11 西宮

松永寿人 .  強迫の現況とこれから.  旭川DSフォーラム 
2010.11 旭川

松永寿人.  不安障害の動向と最新の治療.  第12阪神精神科
臨床研究会 2010.12 尼崎

松永寿人.  強迫性障害.  厚生労働省メンタルヘルス総合サ
イト「みんなのメンタルヘルス総合サイト」（http://www.
mhlw.go.jp/kokoro/index.html）
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皮膚科学
Dermatology

■著書■
山西清文.  ジベルバラ色粃糠疹.  五十嵐隆,  馬場直子  編.  

年代別子どもの皮膚疾患.  東京:中山書店, 2010:120-1.
山西清文.  脱毛症−特に円形脱毛症.  山口徹,  北原光夫,  

福井次矢  編.  今日の治療指針2010年版.  東京:医学書
院，2010:989-90.

夏秋優.  幼虫移行症.  山口徹,  北原光夫,  福井次矢  編.  
今日の治療指針2010年版.  東京:医学書院, 2010:218-9.

山西清文.  皮膚科領域の疾患.  高久史麿,  猿田亨男,  北村
惣一郎,  福井次矢  総合監修.  家庭医学大全科.  6訂版.  
東京:法研, 2010:2758-60.

夏秋優.  動物起因性皮膚疾患.  高久史麿,  猿田享男,  北村
惣一郎,  福井次夫  総合監修.  家庭医学大全科.  6訂版.  
東京:法研, 2010:2382-7.

夏秋優.  尋常性乾癬VS菌状息肉症.  塩原哲夫  監修.  皮
膚科の似たもの同士目でみる鑑別診断.  東京:学研メディ
カル秀潤社, 2010:162-5.

夏秋優.  虫刺されおよび有害生物刺咬症.  大谷道輝,  宮地
良樹  編.  薬局で役立つ皮膚科治療薬FAQ.  東京:メディ
カルレビュー社, 2010:102-5.

夏秋優.  動物性疾患（有害甲虫による水疱性皮膚炎,  ブユ
刺症,  アブ刺症,  蚊刺症,  ハチ刺症,  線状皮膚炎,  ドク
ガ皮膚炎,  ムカデ咬症）.  鈴木啓之,  神崎保  編.  皮膚
科診療カラーアトラス大系5.  東京:講談社, 2010:45-50,52-
3,70.

今井康友,  水谷仁.  皮膚混合腫瘍.  鈴木啓之,  神崎保  編.  
皮膚病診療カラーアトラス大系6.  東京:講談社, 2010:71.

伊藤孝明.  術前検査と術中・術後の管理.  日本皮膚外科
学会監修.  皮膚外科学.  東京:学研メディカル秀潤社, 
2010:16-9.

伊藤孝明.  うっ滞性潰瘍・下肢静脈瘤.  日本皮膚外科学会  
監修.  皮膚外科学.  東京:学研メディカル秀潤社, 2010:540-
9.

伊藤孝明.  下肢静脈瘤.  松田輝,  荻原俊男,  難波光義,  
鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 
2010:215-6.

■学術論文■
［総説］
村上正文 ,  林義明,  津田達也,  山西清文 .  ロキシスロ

マイシンを併用した壊疽性膿皮症の3例.  皮膚の科学 
2010;9:24-9.

夏秋優.  虫刺症・虫咬症.  小児内科 2010;42:125-8.
夏秋優.  アトピー性皮膚炎診療ガイドライン改訂のポイント  

漢方療法.  Progress in Medicine 2010;30:51-4.
夏秋優.  小児皮膚疾  虫刺症.  小児科 2010;51:586-9.
夏秋優 .   痒みを訴える疾患  虫による皮膚炎.  治療 

2010;92:2103-5.
夏秋優.  食物・植物による接触皮膚炎−マンゴー・ウルシを

中心に−.  アレルギーの臨床 2010;30:809-13.
夏秋優.  漢方療法.  皮膚科の臨床 2010;52:1763-6.
夏秋優.  成人アトピー性皮膚炎における冷水負荷サーモグ

ラフィを用いた十全大補湯の効果の検討.  皮膚の科学 
2010;9:76-9.

夏秋優.  成人アトピー性皮膚炎に対する白虎加人参湯の効
果.  皮膚の科学 2010;9:54-8.

夏秋優.  虫さされ.  必携  小児の薬の使い方 2010;42:835-7.
伊藤孝明.  下肢静脈瘤  治療戦略総論.  皮膚科の臨床 

2010;52:1639-46.
中川登,  伊藤孝明.  糖尿病性潰瘍・壊疽.  Derma 2010;167:7-

12.
今井康友,  水谷仁,  中西憲司,  山西清文.  抗IL-18抗体の

話題.  Visual Dermatology 2010;9:858-9.
今井康友,  山西清文,  中西憲司.  注目される新しいサイトカ

インIL-33.  Topics in Atopy 2010;9:36-42.
［原著］
Omoto Y,  Yamanaka K,  Tokime K,  Kitano S,  Kakeda 

M,  Akeda T,  Kurokawa I,  Gabazza EC,  Tsutsui H,  
Katayama N,  Yamanishi K,  Nakanishi K,  Mizutani 
H.  Granzyme B is a novel interleukin-18 converting 
enzyme.  J Dermatol Sci 2010;59:129-35.

Tarutani M,  Imai Y,  Yasuda K,  Tsutsui H,  Nakanishi 
K,  Yamanishi K.  Neutrophil-dominant psoriasis-
like skin inflammation induced by epidermal-specific 
expression of Raf in mice.  J Dermatol Sci 2010;58:28-
35.

Tartutani M,  Imai Y,  Yasuda K,  Tsutsui H,  Nakanishi 
K,  Yamanishi K.  Erratum to "Neutrophil-dominant 
psor ias is-l i ke sk in i n f lammat ion i nduced by 
epidermal-specific expression of Raf in mice".  J 
Dermatol Sci 2010;59:64-71.

Kuroda-Morimoto M,  Tanaka H,  Hayashi N,  Nakahira 
M,  Imai Y,  Imamura M,  Yasuda K,  Yumikura-
Futatsugi S,  Matsui K,  Nakashima T,  Sugimura 
K,  Tsutsui H,  Sano H,  Nakanishi K.  Contribution of 
IL-18 to eosinophilic airway inflammation induced 
by immunization and challenge with Staphylococcus 
aureus proteins.  Int Immunol 2010;22:561-70.

中川登,  伊藤孝明,  武井怜子.  Klippel-Trenaunay症候群
の11例の治療経験.  静脈学 2010;21:61-9.

武井怜子,  中川登,  伊藤孝明,  山西清文.  術後療法の
選択に苦慮している左頬部の悪性黒腫.  Skin Cancer 
2010;25:25-8.

吉見宣子,  夏秋優,  樽谷勝仁,  山西清文.  市販鼻炎薬（ジ
キナ®鼻炎カプセル）による急性汎発性発疹性膿疱症の1
例.  皮膚の科学 2010;9:132-6.

［症例報告］
武井怜子,  津田達也,  山西清文.  ニコチン酸アミドが奏効

した持久性隆起性紅斑.  臨床皮膚科 2010;64:117-20.
夏秋優.  アタマジラミ症.  Visual Dermatology 2010;11:1144-
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5.
山本麻未,  末永浩一,  和田沙代子,  渡邊将平,  笠間周平,  

高岡俊雄,  木村卓,  梶山幸司,  武田正中,  芳川浩男,  長
岡悠美,  山西清文.  インターフェロンβ-１bによる多発性
硬化症の治療開始後,  尋常性乾癬を生じた１例.  臨床神
経学 2010;50:498.

宮本園子,  津田達也,  夏秋優,  山西清文.  網状皮斑様の
皮疹を呈した透析アミロイドーシスの1例.  臨床皮膚科 
2010;64:577-80.

宮本園子,  伊藤孝明 ,  中川登 ,  山西清文 ,  木村鉄宣.  
Rippled-pattern sebaceoma.  臨床皮膚科 2010;64:493-6.

上田英一郎,  加藤則人,  岸本三郎.  アトピー性皮膚炎患者
に対するEMDRを用いたストレスケア（習慣性掻破のコン
トロール）.  心身医学 2010;50:412.

佐野陽平,  坂元花景,  益田浩司,  上田英一郎,  加藤則人,  
岸本三郎.  外陰部に生じたpseudoverrucous papules 
and nodules.  皮膚病診療 2010;32:659-62.

今井慎,  水谷浩美,  九後幸子,  三上大輔,  上田英一郎,  加
藤則人,  岸本三郎,  市村麻衣.  むずむず脚症候群および
睡眠時無呼吸症候群による不眠がみられたアトピー性皮
膚炎の１例.  皮膚科の臨床 2010;52:825-8.

辻正孝,  田嶋佐妃,  中井大介,  小森由美,  浅井純,  上田
英一郎,  竹中秀也,  加藤則人,  岸本三郎,  黄原久美
子,  森原潔.  左腋窩,  右前腕および右下腿後面Schwan 
nomaを発症したSchwannomatosisの1例.  皮膚科の臨床 
2010;52:997-1001.

Tsuji M,  Nakai N,  Ueda E,  Takenaka H,  Katoh N,  
Kishimoto S.  Double cancer of plantar malignant 
melanoma and vulvar extramammary Paget’s disease.  
J Dermatol 2010;37:484-7.

武井怜子,  夏秋優,  山西清文.  バラシクロビルによるヘルペ
ス再発抑制療法が有効と思われた多形紅斑の1例.  皮膚
の科学 2010;9:458-61.

東直人,  夏秋優,  山西清文,  近藤宣幸,  岩崎剛,  森本麻
衣,  西岡亜紀,  関口昌弘,  北野将康,  橋本尚明,  松井
聖,  佐野統 .  結節性紅斑様皮疹部に壊死性血管炎を
伴ったベーチェット病の一例.  日本臨床免疫学会会誌 
2010;33:149-53.

Kawasaki K,  Natsuaki M,  Sadanobu N,  Honjo T,  Kohno 
K,  Morita E,  Yamanishi K.  The intake of gluten and 
aspirin provoked anaphylactic shock and increased 
serum gliadin levels in a case of wheat-dependent 
exercise-induced anaphy laxis（WDEIA）.  Journal 
of Environmenta l Dermatology and Cutaneous 
Allergology 2010;4:149-53.

■学会発表■
［国際学会］
Nakagawa N,  Yamamoto M,  Sakaguchi Y,  Imai Y,  

Yamanishi K.  An unusuai Japanese case of congenital 
ichthyosis with TGM1 mutations:A variant of bathing 
suit ichthyosis?.  X ADI International Congress 

2010.10 Maita
Yamamoto M,  Mizuno Y,  Sakaguchi Y,  Tsuda T,  Suga 

Y,  Yamanishi K.  Aberrant localization of disulfide 
cross-links in the epidermis with transglutaminase 
1 mutations.  The 1st Eastern Asia Dermatology 
Congress（EADC2010） 2010.10 Fukuoka

Imai Y,  Takei-Taniguchi R,  Yamanishi K.  Effect of 
tacalcitol and cyclosporine A on protease-activated 
receptor 2-mediated CXCL1 and IL-8 production in 
human keratinocytes.  The 35th Annual Meeting of 
the Japanese Society for Investigative Dermatology  
2010.12 Wakayama

Ueda E,  Katoh N,  Kishimoto S,  Yamanishi K.  The 
effective way of controlling of habitual scratching 
on Atopic Dermatitis patients with social stress,  by 
using EMDR.  The 1st EMDR Asia Conference 2010.7 
Bali

［国内学会］
青地聖子,  辻和英,  坂口政清,  許南浩,  津田達也,  山西清

文,  小宮根真弓,  岩月啓氏.  関節症性乾癬におけるバイ
オマーカーとして血清S100A8/A9蛋白.  第109回日本皮膚
科学会総会 2010.4 大阪

大霜智子,  深井和吉,  石井正光,  鈴木民夫,  阿部優子,  穂
積豊,  横井俊明,  山西清文.  Waaedenburg syndrome 
type4に神経症状を伴ったPCWHの1例.  第109回日本皮
膚科学会総会 2010.4 大阪

夏秋優.  皮膚科領域における漢方治療. （教育講演）第109
回日本皮膚科学会総会 2010.4 大阪

夏秋優 .  アタマジラミ症の治療はフェノトリンのみで十分
か？. （モーニングセミナー）第109回日本皮膚科学会総会 
2010.4 大阪

伊藤孝明.  うっ滞性潰瘍・下肢静脈瘤. （教育講演）第109
回日本皮膚科学会総会 2010.4 大阪

山本雅章,  今井康友,  東田千春,  中川登,  山西清文.  成人
T細胞白血病･リンパ腫とびまん性大細胞型B細胞リンパ
腫のcomposite lymphoma.  第109回日本皮膚科学会総
会 2010.4 大阪

夏秋優.  オオハリアリ刺症に伴うアナフィラキシー反応.  第
62回日本衛生動物学会大会 2010.4 鹿児島

富田隆史,  葛西真治,  駒形修,  夏秋優,  石井則久,  小林
睦生.  アタマジラミのピレスロイド系駆除薬抵抗性に関
する2009年の調査結果.  第62回日本衛生動物学会大会 
2010.4 鹿児島

上田英一郎,  山西清文.  EMDRを用いた難治性皮膚疾患
に対する治療～アトピー性皮膚炎を中心に～.  第5回日本
EMDR学会学術大会 2010.5 神戸

夏秋優.  アトピー性皮膚炎混乱の歴史. （シンポジウム）第
61回日本東洋医学会学術総会 2010.6 名古屋

芝田宏美,  夏秋優.  成人アトピー性皮膚炎患者の顔面皮膚
温に及ぼす白虎加人参湯の影響.  第61回日本東洋医学会
学術総会 2010.6 名古屋
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武井怜子,  今井康友,  東田千春,  中川登,  山西清文.  びま
ん性大細胞B細胞リンパ腫と急性骨髄単球性白血病を合
併した菌状息肉症.  第26回日本皮膚悪性腫瘍学会学術
大会 2010.6 東京

羽田孝司,  中川登,  武井怜子,  伊藤孝明.  小伏在静脈から
の異常静脈を伴ったKlippel-Trenaunay 症候群の1例.  第
30回日本静脈学会総会 2010.6 宮崎

伊藤孝明 ,  久野木竜一. 「皮膚科医のための下腿潰瘍・
静脈瘤ガイドライン」について.  第30回日本静脈学会総 
2010.6 宮崎

山本雅章,  中川登,  今井康友,  武井怜子,  羽田孝司,  古川
紗綾佳,  伊藤孝明,  夏秋優,  山西清文.  足底荷重部の
悪性黒色腫に対して土踏まずからの分層植皮で再建した
5例.  第25回日本皮膚外科学会総会・学術集会 2010.9 大
分

古川紗綾佳,  今井康友,  上田英一郎,  山西清文.  白血球除
去療法が著効した膿疱性乾癬.  第25回日本乾癬学会学
術大会 2010.9 山口

吉見宣子,  夏秋優,  山西清文.  ヘリコバクター・ピロリ除菌
療法による薬疹の4例.  第40回日本皮膚アレルギー・接触
皮膚炎学会総会学術大会 2010.10 広島

［地方会等］
宇野歩美,  中川登,  古川紗綾佳,  羽田孝司,  山本雅章,  上

田英一郎,  伊藤孝明,  夏秋優,  山西清文,  福本隆也.  
AtyPical fibrous histiocytomaの1例.  第417回日本皮膚
科学会大阪地方会 2010.2 大阪

羽田孝司,  津田達也,  今井康友,  中川登,  伊藤孝明,  夏秋
優,  山西清文.  カポジ肉腫の1例.  第418回日本皮膚科学
会大阪地方会 2010.3 大阪

河野容子,  夏秋優 ,  山西清文 .  ダラシンTゲルによる接
触皮膚炎の1例.  第419回日本皮膚科学会大阪地方会 
2010.5 大阪

古川紗綾佳,  夏秋優,  山西清文.  リドカイン塩酸塩による
アナフィラキシーの1例.  第421回日本皮膚科学会大阪地
方会 2010.9 大阪

山西清文.  角化症. （up to date 講演）第61回日本皮膚科
学会中部支部学術大会 2010.9 大阪

夏秋優.  よくわかる十味敗毒湯・越婢加朮湯・荊芥連翹湯
の使い方. （シンポジウム）第61回日本皮膚科学会中部支
部学術大会 2010.9 大阪

伊藤孝明.  皮膚科医にでもできる循環障害の検査. （シンポ
ジウム）第61回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2010.9 
大阪

羽田孝司,  夏秋優,  山西清文.  ニフレック®によるアナフィ
ラキシーの1例.  第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会 2010.9 大阪

山本雅章,  中川登,  羽田孝司,  古川紗綾佳,  宇野歩美,  武
井怜子,  伊藤孝明,  山西清文.  重症下肢虚血に対して
Distal bypass術と遊離腹直筋弁＋植皮にて救肢した1例.  
第61回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2010.9 大阪

上田英一郎,  中川登,  山西清文,  山下由紀子,  福井義一.  

難治性アトピー性皮膚炎患者に対するトラウマ・ケアを用
いた習慣性掻破のコントロール.  第62回日本皮膚科学会
西部支部学術大会 2010.10 岡山

夏秋優.  ヨコヅナサシガメによる皮膚炎について.  第65回日
本衛生動物学会西日本支部大会 2010.12 倉敷

［科学研究費等班会議］
今井康友,  山西清文.  膿疱性乾癬の病勢と血中炎症性サイ

トカイン・ケモカイン値の変動. 「稀少難治性皮膚疾患に
関する調査研究」斑平成22年度第１回総会 2010.7 東京

今井康友,  山西清文,  青地聖子,  岩月啓氏.  膿疱性乾癬
の重症度と血中YKL-40（Chitinase 3-Like-1）値の変動. 

「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究」斑平成22年
度第2回総会 2010.12 東京

［研究会・講演会等］
上田英一郎,  宇野歩美,  山西清文,  福井義一.  外傷記憶

がストレスの原因となっているアトピー性皮膚炎患者に対
する掻破のコントロール.  第24回皮膚科心身医学研究会 
2010.2 東京

夏秋優.  成人アトピー性皮膚炎における冷水負荷サーモグ
ラフィを用いた十全大補湯の効果の検討.  アトピー性皮
膚炎治療研究会第15回シンポジウム 2010.2 大阪

上田英一郎,  村本睦子,  羽田孝司,  山西清文,  片岡葉子.  
精神的虐待経験を持つアトピー性皮膚炎の1例.  第23回
皮膚科心身医学療法研究会 2010.8 大阪

夏秋優.  辛夷清肺湯服用後に生じた肝障害の1例.  平成22
年度日本東洋医学会関西支部例会 2010.10 兵庫

伊藤孝明.  各診療科から見た下肢静脈瘤の治療方針「皮膚
科の立場から」. （指定講演）第15回近畿下肢静脈瘤研
究会 2010.11 大阪

伊藤孝明.  足のうらを診ることの重要性.  第22回皮膚科糖
尿病循環障害研究会 2010.11 大阪

山西清文,  山本雅章,  坂口祥子,  今井康友,  中川登.  A 
variant of Bathing suit ichthyosis?.  第13回トランスグル
タミナーゼ研究会学術集会 2010.12 神戸

■その他■
上田英一郎.  アトピー性皮膚炎患者に対するコミュニケー

ションの重要性. （小冊子）東京:鳥居薬品株式会社, 
2010.

今井康友.  新規樹状細胞免疫法:抗原とアジュバンドで免疫
した樹状細胞はin vivoにおいて迅速かつ顕著なTh２応
答を誘導する.  1st JSID young Academician-Fostering 
Seminar 2010.2 沖縄

今井康友.  当院におけるアダリブマブ治験例について.  第1
回  阪神乾癬治療を考える会 2010.3 大阪

夏秋優.  兵庫県宍粟市音水渓谷のアブと2009年のアブ採
集報告.  アブ研究会 2010.4 鹿児島

上田英一郎.  アトピー性皮膚炎のストレスをふっとばせ！.  
市民健康講座 2010.9 兵庫

山西清文.  角化症の分子病態. （特別講演）第8回皮膚疾患
カンファレンス 2010.11 大阪

山西清文.  （基調講演）乾癬治療セミナー in 阪神 2010.11 
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尼崎
今井康友.  乾癬治療における抗TNFα製剤の効果.  第１回

乾癬治療セミナー in 阪神 2010.11 尼崎

外科学
Surgery

肝・胆・膵外科
Hepatobiliarypancreatic Surgery

■著書■
Fujimoto J,  Iimuro Y.  Carbon tetrachloride-induced 

hepatotox ic ity.  I n: Roth RA,  Ganey P eds.  
Comprehensive Toxicology,  Volume 9.  2nd ed.  
Oxford: Elsevier, 2010:437-55.

飯室勇二,  平野公通,  藤元治朗.  肝硬変・肝癌に対する遺
伝子治療.  外科分子細胞治療研究会 編.  分子細胞治療
フロンティア2010.  東京:飯田橋パピルス, 2010:80-8.

嶋田裕,  有馬美和子,  田中洋一,  加藤健,  斉藤大三,  篠田
雅幸,  波戸岡俊三,  室圭,  藤元治朗,  奥村知之,  澤田成
朗,  松井恒志,  吉岡伊作,  吉田徹,  長田拓哉,  土屋創
建,  佐藤史顕,  清水一治,  辻本豪三,  塚田一博.  食道癌
個別化治療に向けた高感度DNAチップの開発と応用.  外
科分子細胞治療研究会 編.  分子細胞治療フロンティア
2010.  東京:飯田橋パピルス, 2010:175-80.

今村美智子,  藤元治朗.  肝胆膵の画像診断.  渡邊昌彦,  國
土典宏,  土岐祐一郎  監修.  消化器外科学レビュー2010.  
東京:総合医学社, 2010:226-31.

山中潤一,  藤元治朗.  肝区域切除（前区域・後区域・内側
区域）.  日本肝胆膵外科学会高度技能医制度委員会 編.  
肝胆膵高難度外科手術.  東京:医学書院, 2010:183-94.

飯室勇二,  藤元治朗.  腹部外傷.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:南
江堂, 2010:99-104.

平野公通.  肝がんの手術療法.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:南江
堂, 2010:152-4.

山中潤一.  肝移植.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 
2010:155-7.

岡田敏弘.  胆石症の手術療法.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:南江
堂, 2010:157-9.

飯室勇二.  胆道がんの手術療法.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅱ,  東京:南
江堂, 2010:159-61.

黒田暢一.  膵炎の手術療法,  膵がんの手術療法.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と
治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010:161-4.

飯室勇二.  肝リステリア症.  井廻道夫編.  肝・胆道系症候
群  Ⅰ肝臓編（上）.  第2版.  大阪:日本臨牀社, 2010:145-

8.
末岡英明,  平野公通,  藤元治朗.  肝腺腫.  井廻道夫編.  

肝・胆道系症候群  Ⅱ肝臓編（下）.  第2版.  大阪:日本臨
牀社, 2010:161-3.

■学術論文■
［総説］
Tsutsui H,  Imamura M,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  

The TLR4/TRIF-mediated activation of NLRP3 
inf lammasome underlies endotoxin-induced liver 
injury in mice.  Gastroenterol Res Pract 2010:641865.

Iimuro Y,  Fujimoto J.  TLRs,  NF-κB,  JNK,  and 
l iver regenerat ion.  Gastroenterol Res Pract 
2010;2010:598109.

近藤祐一,  山中潤一,  斉藤慎一,  藤元治朗.  肝シミュレー
ション技術の応用.  外科 2010;72:363-8.

吉田康彦,  藤元治朗.  高齢者への接し方,  消化器外科 
2010;33:967-8.

黒田暢一,  藤元治朗.  縫合針,  持針器.  手術 2010;64:729-
33.

竹内雅春,  中井謙之,  朱明義,  王孔志,  藤元治朗.  食道静
脈瘤治療の最近の知見.  臨牀消化器内科 2010;25:527-
33.

佐竹真,  黒田暢一,  藤元治朗.  膵癌におけるプロスタグラン
ディン−COXs代謝経路とプロスタグランディンEsの生物
学的作用−.  胆と膵 2010;31:605-9.

小坂久,  善本知宏,  中西憲司,  藤元治朗.  腹腔内術後癒
着形成におけるIFN-γの重要性. 炎症と免疫 2010;18:531-
7.

近藤祐一,  山中潤一,  斉藤慎一,  藤元治朗.  シミュレーショ
ンソフト支援による前区域肝癌切除.  手術 2010;64:1251-7.

［原著］
Iimuro Y,  Kashiwagi T,  Yamanaka J,  Hirano T,  Saito S,  

Sugimoto T,  Watanabe S,  Kuroda N,  Okada T,  Asano 
Y,  Uyama N,  Fujimoto J.  Preoperative estimation of 
asialoglycoprotein receptor expression in the remnant 
l iver from CT/99mTc-GSA SPECT fusion images 
correlates well with postoperative liver function 
parameters.  J Hepatobiliary Pancreat Sci 2010;17:673-
81.

［症例報告］
杉本貴昭,  山中潤一,  麻野泰包,  中川温子,  藤元治朗.  生

体肝移植後6年目に発症したバーキットリンパ腫の1例.  移
植 2010;45:54-60.

鈴村和大,  王孔志,  麻野泰包,  佐竹真,  黒田暢一,  平野
公通,  宇山直樹,  藤元治朗.  腸間膜に膿瘍を形成した回
腸憩室穿通の1例.  日本腹部救急医学会雑誌 2010;30:53-
6.

鈴村和大,  王孔志,  矢田章人,  黒田暢一,  平野公通,  佐
竹真,  杉本貴昭,  今村美智子,  大橋浩一郎,  藤元治朗.  
食道小細胞型未分化癌の1例.  日本外科系連合学会誌 
2010;35:164-7.
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山中潤一,  吉田康彦,  藤元治朗.  肝右葉頭側領域に存在し
た大型限局性結節性過形成に対し腹腔鏡補助下肝切除
術を施行した1例.  日本臨床外科学会雑誌 2010;71:796-
800.

黒田暢一,  大橋浩一郎,  藤元治朗.  膵頭部神経鞘腫の1切
除例.  日本臨床外科学会雑誌 2010;71:813-6.

杉本貴昭,  王孔志,  田中恒雄,  辻智洋,  廣田誠一,  藤元治
朗.  Imatinib不忍要であった胃GIST肝転移に対して2度
にわたる肝切除後,  漸増投与しえた1例.  兵庫県全外科
医会会誌 2010;44:26-9.

杉本貴昭,  山中潤一,  西上隆之,  藤元治朗.  脾摘9年後に
生体部分肝移植を施行し,  亜腸閉塞から多発肝膿瘍を発
症した1例.  移植 2010;45:263-70.

吉田康彦,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  斉藤慎一,  西
上隆之,  辻村亨,  飯島尋子,  西口修平,  藤元治朗.  妊婦
に合併した肝細胞癌に対して妊娠を継続し肝切除を施行
した1例.  肝臓 2010;51:305-11.

王孔志,  中井紀博,  岡田敏弘,  飯室勇二,  廣田誠一,  藤
元治朗 .  メシル酸イマチニブによる術前補助療法が奏
効した巨大直腸GISTの1例.  日本臨床外科学会雑誌 
2010;71:1806-11.

鈴村和大,  岡田敏弘,  飯室勇二,  麻野泰包,  吉田康彦,  西
上隆之,  藤元治朗.  胆嚢原発腺内分泌細胞癌の1例.  日
本臨床外科学会雑誌 2010;71:1846-9.

杉本貴昭,  王孔志,  岡田敏弘,  佐竹真,  岡本共弘,  藤元治
朗.  Hardy手術12年後にS状結腸癌を発症した先端巨大
症の1例.  日本臨床外科学会雑誌 2010;71:2076-80.

杉本貴昭 ,  山中潤一 ,  辻家紀子,  藤元治朗 .  高クレ
アチンキナーゼ血症を伴った肝細胞癌の1例.  外科 
2010;72:1009-12.

鈴村和大,  黒田暢一,  飯室勇二,  吉田康彦,  王孔志,  藤元
治朗.  十二指腸癌および膵尾部癌の同時性重複癌の1例.  
日本臨床外科学会雑誌 2010;71:2490-4.

杉本貴昭,  山中潤一,  岡本共弘,  中正恵二,  城大介,  藤元
治朗.  繰り返す胆道出血を伴った尾状葉局在肝細胞癌の
1例.  日本消化器外科学会雑誌 2010;43:1025-30.

鈴村和大,  王孔志,  岡田敏弘,  麻野泰包,  中井紀博,  西
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化器外科学会総会 2010.7 下関

近藤祐一,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  斉藤慎一,  杉
本貴昭,  麻野泰包,  宇山直樹,  藤元治朗.  非B非C型肝
細胞癌切除例の臨床的検討.  第65回日本消化器外科学
会総会 2010.7 下関

吉田康彦,  麻野泰包,  杉本貴昭,  斉藤慎一,  岡田敏弘,  平
野公通,  黒田暢一,  飯室勇二,  山中潤一,  藤元治朗.  当
科におけるss胆嚢癌16例の検討.  第65回日本消化器外科
学会総会 2010.7 下関

飯室勇二,  近藤祐一,  宇山直樹,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉
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本貴昭,  平野公通,  山中潤一,  藤元治朗.  門脈血流流体
解析からみた肝臓器再生における“流れ”の重要性.  第65
回日本消化器外科学会総会 2010.7 下関

矢田章人,  岡田敏弘,  王孔志,  宇多優吾,  飯室勇二,  藤元
治朗.  肝硬変に伴う脾機能亢進症に対する腹腔鏡下脾臓
摘出術の手技と成績. （ワークショップ）第17回日本門脈
圧亢進症学会総会 2010.9 富山

近藤祐一,  山中潤一,  藤元治朗.  当科における細胆管細胞
癌5例の臨床像. （パネルディスカッション）第14回日本肝
臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

會澤信弘,  藤元治朗,  西口修平.  慢性肝疾患組織における
ミトコンドリア遺伝子異常と肝発癌. （ワークショップ）第
14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

宇山直樹 ,  飯室勇二 ,  中井紀博,  近藤祐一,  鈴村和
大,  佐竹真,  吉田康彦,  杉本貴昭,  麻野泰包,  斉藤慎
一,  王孔志,  岡田敏弘,  平野公通,  黒田暢一,  山中潤
一,  藤元治朗.  肝細胞癌内線維化領域に存在する線維
芽細胞の免疫組織学的検討.  第14回日本肝臓学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
岡田敏弘,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  平野公通,  王

孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直樹,  吉田
康彦,  佐竹真,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  岡本共
弘,  藤元治朗.  鏡視下手術教育の現状と問題点. 第8回日
本消化器外科学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

飯室勇二,  岡田敏弘,  平野公通,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  吉
田康彦,  宇山直樹,  鈴村和大,  近藤祐一,  藤元治朗.  肝
予備能低下肝癌症例に対する先行腹腔鏡下脾摘術と2
期的肝切除術の意義.  第23回日本内視鏡外科学会総会 
2010.10 横浜

鈴村和大,  王孔志,  岡田敏弘,  麻野泰包,  中井紀博,  飯
室勇二,  黒田暢一,  平野公通,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  宇
山直樹,  佐竹真,  吉田康彦,  近藤祐一,  藤元治朗.  小腸
神経内分泌細胞癌の1例.  第72回日本臨床外科学会総会 
2010.11 横浜

［地方会等］
岡本共弘,  王孔志,  平野公通,  岡田敏弘,  杉本貴昭,  佐

竹真,  藤元治朗.  肝細胞癌治療後,  胃転移を認めた1例.  
第188回近畿外科学会 2010.11 大阪

［研究会・講演会等］
岡田敏弘,  飯室勇二,  山中潤一,  麻野泰包,  吉田康彦,  鈴

村和大,  中井紀博,  藤元治朗.  単創式腹腔鏡下胆嚢摘
出術の導入経験−順行式,  クリップレス手術を継承して−.  
第19回阪神内視鏡手術勉強会 2010.3 神戸

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元
治朗,  西口修平.  肝細胞癌の血管構築から見た悪性度お
よび門脈侵襲の診断−組織と比較して−. （パネルディス
カッション）第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

宇山直樹,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  平野公通,  岡
田敏弘,  王孔志,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  吉田

康彦,  佐竹真,  鈴村和大,  近藤祐一,  中井紀博,  藤元治
朗.  肝細胞癌内線維化領域に存在する線維芽細胞におけ
る免疫組織学的検討.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻
野泰包,  宇山直樹,  近藤祐一,  飯島尋子,  西口修平,  廣
田省三,  藤元治朗.  肝切除時R（−）精度の向上と積極的
再発治療に向けた肝予備能温存による肝細胞癌治療長期
予後改善への試み.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  中野宏朗,  高嶋智之,  坂井良行,  會
澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  斉藤
慎一,  藤元治朗,  中島収,  飯島尋子,  西口修平.  EOB-
MRIの肝細胞造影相すべて低信号であったアルコール性
肝硬変の3結節の画像と組織の対比.  第46回日本肝癌研
究会 2010.7 大阪

吉田康彦,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  斉藤慎一,  藤
元治朗.  症例.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

平野公通,  末岡英明,  山中潤一,  飯室勇二,  斉藤慎一,  杉
本貴昭,  宇山直樹,  藤元治朗.  化学療法併用HGFアンタ
ゴニストNK4を用いた肝細胞癌に対する分子治療.  第46
回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

杉本貴昭,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平野公通,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  麻野泰包,  宇山直樹,  藤元治朗.  当
科における破裂肝細胞癌切除症例の検討.  第46回日本肝
癌研究会 2010.7 大阪

近藤祐一,  飯室勇二,  山中潤一,  黒田暢一,  平野公通,  岡
田敏弘,  斉藤慎一,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山直樹,  吉
田康彦,  鈴村和大,  藤元治朗.  細胆管細胞癌の3例.  第
46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

黒田暢一,  中井紀博,  宇山直樹,  佐竹真,  吉田康彦,  鈴村
和大,  近藤祐一,  藤元治朗.  様 な々病像を呈する膵石症
に対するFreyおよびその応用手術の有用性.  第37回日本
膵切研究会 2010.8 津

斉藤慎一,  近藤祐一,  山中潤一,  飯室勇二,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  王孔志,  麻野泰包,  杉本貴昭,  宇山
直樹,  吉田康彦,  佐竹真,  鈴村和大,  中井紀博,  宇多優
吾,  藤元治朗.  当科での肝切除シミュレーションの使用
実績−術前評価における位置付けと操作時間短縮の工夫
−.  第5回肝癌治療シミュレーション研究会 2010.9 東京

近藤祐一,  飯室勇二,  山中潤一,  斉藤慎一,  黒田暢一,  平
野公通,  岡田敏弘,  麻野泰包,  吉田康彦,  藤元治朗.  造
影超音波検査を併用した肝切除シミュレーションが有用
であった肝門部腫瘍の1例.  第5回肝癌治療シミュレーショ
ン研究会 2010.9 東京

麻野泰包,  中井紀博,  宇多優吾,  近藤祐一,  鈴村和大,  
佐竹真,  吉田康彦,  宇山直樹,  斉藤慎一,  王孔志,  岡田
敏弘,  平野公通,  黒田暢一,  飯室勇二,  藤元治朗.  妊娠
中に黄疸を発症,  出産後に黄疸が憎悪した下部胆管狭窄
の一切除例.  第9回神戸胆膵疾患研究会 2010.11 神戸

岡田敏弘,  黒田暢一,  飯室勇二,  平野公通,  王孔志,  斉藤
慎一,  麻野泰包,  宇山直樹,  吉田康彦,  佐竹真,  鈴村和
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大,  近藤祐一,  中井紀博,  宇多優吾,  藤元治朗.  鏡視下
膵臓手術の経験.  第2回膵臓内視鏡外科研究会 2010.11 
横浜

■その他■
宇山直樹,  藤元治朗.  原発性肝がん.  消化器外科Nursing 

2010;15:1026-31.

小児外科
Pediatric Surgery

■学術論文■
［総説］
奥山宏臣.  胸腔鏡下食道閉鎖症根治術.  日本外科学会雑

誌 2010;111:248-50.
奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之.  救急手術を要する新生

児疾患.  産婦人科治療 2010;100（増刊）:797-803.
奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之.  小児における内視鏡外

科手術の現況.  兵庫医科大学医学会雑誌 2010;35:45-9.
［原著］
Kawahara H,  Okuyama H,  Nose K,  Nakai H,  Yoneda 

A,  Kubota A,  Fukuzawa M.  Physiological and 
clinical characteristics of gastroesophageal reflux 
after congenital diaphragmatic hernia repair.  J 
Pediatr Surg 2010;45:2346-50.

Nose S,  Wasa M,  Tazuke Y,  Owari M,  Fukuzawa M.  
Cisplatin upregulates glutamine transport in human 
intestinal epithelial cells: the protective mechanism of 
glutamine on intestinal mucosa after chemotherapy.  
JPEN J Parenter Enteral Nutr 2010;34:530-7.

奥山宏臣,  北野良博,  斉藤真梨,  臼井規朗,  森川信行,  増
本幸二,  高安肇,  中村知夫,  石川浩史,  川滝元良,  林聡,  
稲村昇,  野瀬恵介,  左合治彦.  胎児横隔膜ヘルニアに対
するgentle ventilationの治療成績:本邦における多施設共
同研究.  日本周産期・新生児医学会雑誌 2010;46:1138-
42.

石川浩史,  川滝元良,  左合治彦,  北野良博,  林聡,  中村知
夫,  高安肇,  森川信行,  臼井規朗,  稲村昇,  野瀬恵介,  
奥山宏臣,  増本幸二.  胎児診断により出生直後から治療
し得た先天性横隔膜ヘルニアの治療成績（多施設共同研
究） 分娩方針と予後.  日本周産期・新生児医学会雑誌 
2010;46:1070-2.

北野良博,  奥山宏臣,  臼井規朗,  森川信行,  増本幸二,  高
安肇,  中村知夫,  石川浩史,  川滝元良,  林聡,  稲村昇,  
野瀬恵介,  左合治彦.  胎児左横隔膜ヘルニアにおける胃
右胸腔内脱出の意義.  日本周産期・新生児医学会雑誌 
2010;46:1123-6.

［症例報告］
奥山宏臣,  清水義之,  佐々木隆士,  田附裕子,  窪田昭男,  

川原央好.  腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術時に発見された
完全型アンドロゲン不応症の2例:腹腔鏡によるスクリーニ

ングの意義.  日本小児外科学会雑誌 2010;46:280-3.
■学会発表■

［国際学会］
Okuyama H,  Kitano Y,  Saito M,  Usui N,  Morikawa N,  

Masumoto K,  Takayasu H,  Nakamura T,  Ishikawa 
K,  Kawataki M,  Hayashi S,  Inamura N,  Nose K,  
Sago H.  Prognosis of isolated fetal diaphragmatic 
hernia managed by gentle ventilation: A Japanese 
multicenter survey.  43rd Annual Meeting of Pacific 
Association of Pediatric Surgeons 2010.5 Kobe

Okuyama H ,  Sasaki T,  Sh imizu Y,  Kubota A,  
Kawahara H.  Respiratory and hemodynamic effects 
of CO2 insuff lat ion during endoscopic surgery 
in neonates.  IPEG’s 19th Annual Congress for 
Endosurgery in Children 2010.6 Waikoloa

Okuyama H,  Sasaki T,  Shimizu Y.  Thoracoscopic repair 
of long gap esophageal atresia following multistaged 
extrathoratic esophageal elongation: a case report.  
IPEG’s 19th Annual Congress for Endosurgery in 
Children 2010.6 Waikoloa

Nose S,  Usui N,  Soh H,  Kamiyama M,  Tani G,  
Kanagawa T,  Kimura T,  Arahori H,  Nose K,  
Kubota A,  Fukuzawa M.  The prognostic factors and 
the outcome of isolated primary fetal ascites.  XXIII 
International Symposium on Paediatric Surgical 
Research 2010.9 Tokyo

［国内学会］
奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之,  小谷穣治,  上田敬博.  

小児救急における小児外科の役割−救命救急センターと
の連携について−.  第24回日本小児救急医学会 2010.5 京
都

奥山宏臣,  北野良博,  斉藤真梨,  臼井規朗,  森川信行,  増
本幸二,  高安肇,  中村知夫,  石川浩史,  川滝元良,  林聡,  
稲村昇,  野瀬恵介,  佐合治彦.  胎児横隔膜ヘルニアに対
するgentle ventilationの治療成績:本邦における多施設
共同研究（第1報）.  第47回日本小児外科学会学術集会 
2010.6 名古屋

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣,  関保二,  島田憲次,  山
本新吾,  野島道生.  総排泄腔外反症の一手術例. （ビデ
オセッション）第47回日本小児外科学会学術集会 2010.6 
名古屋

野瀬聡子,  曺英樹,  臼井規朗,  神山雅史,  高間勇一,  福澤
正洋.  先天性乳糜腹水の治療経験.  第47回日本小児外
科学会学術集会 2010.6 名古屋

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣,  関保二,  中正恵二.  
腹部打撲を契機に発見された膵solid pseudopapillary 
tumorの一女児例.  第47回日本小児外科学会学術集会 
2010.6 名古屋

野瀬聡子,  和佐勝史,  田附裕子,  大割貢,  福澤正洋.  化学
療法後の腸管粘膜障害に対するグルタミンの保護機構.  
日本外科代謝栄養学会第47回学術集会 2010.7 横浜
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奥山宏臣,  北野良博,  臼井規朗,  森川信行,  増本幸二,  高
安肇,  中村知夫,  石川浩史,  川滝元良,  林聡,  稲村
昇,  佐合治彦,  野瀬恵介.  胎児横隔膜ヘルニアに対する
gentle ventilationの治療成績:本邦における多施設共同
研究. （ワークショップ）第46回日本周産期・新生児医学
会総会および学術集会 2010.7 神戸

野瀬聡子,  臼井規朗,  曺英樹,  神山雅史,  谷岳人,  金川武
司,  谷口有基子,  荒堀仁美,  和田和子,  福澤正洋,  野瀬
恵介,  窪田昭男.  出生前診断される頻度の高い嚢胞性疾
患の取り扱い:−胎児乳糜腹水の出生前診断と治療戦略
−.  第46回日本周産期・新生児医学会総会および学術集
会 2010.7 神戸

奥山宏臣,  佐々木隆士,  清水義之.  long gap食道閉鎖症に
対する開胸・開腹術を要しない根治術−胸壁外食道延長
術に続く胸腔鏡下食道再建術−. （要望演題）第46回日
本周産期・新生児医学会総会および学術集会 2010.7 神
戸

奥山宏臣,  清水義之,  佐々木隆士,  内田薫,  柳原格,  稲村
昇.  胎児消化管におけるサーファクタント蛋白質AとDの
局在と産生に関する検討.  第46回日本周産期・新生児医
学会総会および学術集会 2010.7 神戸

佐々木隆士,  奥山宏臣,  清水義之,  田中宏幸,  皆川京子,  
樋上敦紀,  小川智美,  磯野員倫.  出生前診断できなかっ
た総排泄腔外反症の一例.  第46回日本周産期・新生児医
学会総会および学術集会 2010.7 神戸

佐々木隆士,  岡田敏弘,  奥山宏臣,  野瀬聡子,  藤元治朗.  
完全腹腔鏡下に切除し,  下腹部創より摘出した膵Solid-
pseudopapillary neoplasmの一女児例.  第23回日本内視
鏡外科学会総会 2010.10 横浜

奥山宏臣,  佐々木隆士,  野瀬聡子,  関保二.  重症心身障害
児医療における小児外科の役割−定期的な往診の意義に
ついて−. （シンポジウム）第26回日本小児外科学会秋季
シンポジウム 2010.11 横浜

［地方会等］
佐々木隆士,  野瀬聡子,  奥山宏臣.  超低出生体重児におけ

る小腸閉鎖症の一女児例.  第46回日本小児外科学会近
畿地方会 2010.8 大津

野瀬聡子,  佐々木隆士,  奥山宏臣,  西村実果.  巨大メッケ
ル憩室捻転による急性腹症の一例.  第46回日本小児外科
学会近畿地方会 2010.8 大津

［研究会・講演会等］
清水義之,  佐々木隆士,  関保二,  奥山宏臣.  炎症所見のな

い右下腹部痛,  虫垂摘出？.  第63回小児外科わからん会 
2010.3 大阪

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣,  関保二.  急性腹症で
紹介された男児の一例・・・.  第63回小児外科わからん会 
2010.3 大阪

野瀬聡子,  佐々木隆士,  奥山宏臣.  先天性胆道拡張症を疑
われた一例.  第64回小児外科わからん会 2010.9 大阪

佐々木隆士,  奥山宏臣,  野瀬聡子,  田中宏幸,  小森慎二,  
長谷川誠紀,  樋上敦紀,  皆川京子.  胎児水腫を伴う先天

性嚢胞状腺腫様奇形に対し胎児胸腔内嚢胞穿刺とステロ
イド投与を行い救命し得た1例.  第21回日本小児呼吸器
外科研究会 2010.11 横浜

野瀬聡子,  奥山宏臣,  佐々木隆士,  長谷川誠紀,  大塚欣
敏 ,  中島有香.  肺葉切除を施行した侵襲性肺アスペル
ギルス症の一例.  第21回日本小児呼吸器外科研究会 
2010.11 横浜

■その他■
奥山宏臣.  低出生体重児の外科治療.  国立病院機構福山

医療センターオープンカンファレンス 2010.12 福山
奥山宏臣.  出生前診断された先天性横隔膜ヘルニアの治療

成績−本邦における多施設共同研究−.  第25回武庫川産
婦人科セミナー 2010.7 西宮

乳腺・内分泌外科
Breast and Endocrine Surgery

■著書■
三好康雄.  Triple negative乳癌の生物学的特徴−BRCA1

変異乳癌の特徴−.  戸井雅和  編.  Triple negative乳癌.  
東京:南山堂, 2010:22-9.

■学術論文■
［総説］
三好康雄.  乳癌の化学予防−現状と今後の展望−.  内分泌

外科 2009;26:249-53.
三好康雄.  乳癌の早期発見と最新の治療について.  西宮市

医師会医学雑誌 2010;15:5-9.
三好康雄.  乳癌の化学療法感受性予測.  兵庫医科大学医

学会雑誌 2010;35:27-30.
［原著］
Saito M,  Yaguchi T,  Yasuda Y,  Nakano T,  Nishizaki T.  

Adenosine suppresses CW2 human colonic cancer 
growth by inducing apoptosis via A（1）adenosine 
receptors.  Cancer Lett 2010;290:211-5.

Miyoshi Y,  Murase K,  Saito M,  Oh K.  Prediction of 
hormone sensitivity for breast cancer. Breast Cancer 
2010;17:86-91.

Miyoshi Y,  Kurosumi M,  Kurebayashi J,  Matsuura 
N,  Takahashi M,  Tokunaga E,  Egawa C,  Masuda 
N,  Kono S,  Morimoto K,  Kim SJ,  Okishiro M,  
Yanagisawa T,  Ueda S,  Taguchi T,  Tamaki Y,  
Noguchi S.  Predictive factors for anthracycline-
based chemotherapy for human breast cancer.  Breast 
Cancer 2010;17:103-9.

■学会発表■
［国内学会］
西藤勝,  村瀬慶子,  王孔志,  伊藤敬,  一井重利,  畑田卓也,  

三好康雄.  TC療法による術前化学療法の認容性と治療
効果の検討.  第18回日本乳癌学会学術総会 2010.6 札幌

村瀬慶子,  西藤勝,  王孔志,  伊藤敬,  一井重利,  畑田卓也,  
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三好康雄.  エストロゲン受容体陽性乳癌におけるki67発
現の検討.  第18回日本乳癌学会学術総会 2010.6 札幌

三好康雄.  ER陽性・HER2陰性乳がんにおける術後療法の
考え方.  第48回日本癌治療学会学術総会 2010.10 京都

［地方会等］
宮川義仁,  今村美智子,  西藤勝,  村瀬慶子,  王孔志,  伊藤

敬,  廣田誠一,  冨田尚裕,  三好康雄.  乳房paget癌に対
する乳房温存術の選択について.  第188回近畿外科学会 
2010.11 大阪

西藤勝,  伊藤敬,  今村美智子,  村瀬慶子,  宮川義仁,  王孔
志,  畑田卓也,  一井重利,  冨田尚裕,  三好康雄.  転移巣
においてERが陰性を示したER陽性乳癌の1例.  第8回日
本乳癌学会近畿地方会 2010.12 京都

三好康雄.  HER2陽性再発乳癌にLapat inibは必要か？.  
（パネルディスカッション）第8回日本乳癌学会近畿地方
会 2010.12 京都

［科学研究費等班会議］
三好康雄.  IntracrinologyからみたER陽性・HER2陰性乳

がんにおけるKi67発現の意義. 「本邦での乳癌検体にお
けるホルモン受容体,  HER2受容体発現評価の精度管理
システム構築に関する研究」班第1回青儀班会議 2010.7 
松山

［研究会・講演会等］
三好康雄.  術後療法の最近の話題.  第41回兵庫乳腺疾患

研究会 2010.5 神戸
三好康雄.  Abraxane今後の展望.  第8回兵庫乳癌薬物療

法研究会 2010.10 神戸
村瀬慶子.  進行再発乳癌1stラインにおけるHX療法での著

効例.  第5回乳がんシステミックセラピーカンファレンス 
2010.11 神戸

■その他■
三好康雄.  SABCS分子標的②.  第5回Kansai Breast 

Cancer Expert Conference 2010.1 大阪
三好康雄.  SABCS 2009から学ぶ−臨床応用について−. 
（基調講演）兵庫Breast Cancer Seminar 2010 2010.2 
神戸

西藤勝,  村瀬慶子,  今村美智子,  王孔志,  三好康雄.  脳転
移に対してラパチニブを使用した1例.  第123回阪神乳腺
疾患談話会 2010.3 大阪

三好康雄.  乳がんの早期発見と治療について.  社会福祉協
議会健康講座 2010.6 西宮

三好康雄.  エピジェネティクス機構による細胞制御と病態. 
（ディスカッション）ABC Summit 2010 2010.6 札幌

三好康雄.  For the future decade ホルモン治療を中心
とした個別化治療の可能性. （パネルディスカッション）
AstraZeneca Breast Cancer Symposium 2010.7 大阪

三好康雄.  術前内分泌療法後の術後療法の決定.  第6回
Kansai Breast Cancer Expert Conference 2010.7 大阪

三好康雄.  バーチャル症例講演.  神戸ABCM 2010.7 神戸
三好康雄.  基礎から見た乳癌の薬物療法.  基礎から見た乳

癌の薬物療法研究会 2010.8 鹿児島

三好康雄 .   基礎からみた乳癌の薬物感受性.  軽井沢
Breast Cancerセミナー 2010.9 軽井沢

三好康雄.  ER陽性HER2陰性乳癌の治療戦略. （特別講
演）第21回山形ブレストキャンサーセミナー 2010.10 山形

三好康雄.  進行再発乳癌の治療選択−化学療法を中心に−.  
第1回手稲・小樽Mamma Netセミナー講演会 2010.11 小
樽

三好康雄.  ER陽性・HER2陰性乳がんの術後療法−UFT
の可能性−. （特別講演）Hokuriku Breast Cancer 
Expert Meeting 2010.11 金沢

三好康雄.  薬物療法①ホルモン療法について. （基調講演）
もっと知ってほしい「乳がん」のこと in 大阪 2010.12 大
阪

上部消化管外科
Upper Gastrointestinal Surgery

■著書■
笹子三津留.  消化器内科医が知っておくべき胃癌外科手術

の知識.  大津敦  企画.  胃癌を診る・治療する.  東京:羊
土社, 2010:102-8.

小石健二,  笹子三津留.  胃がん.  疾病と治療Ⅱ.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  東京:南
江堂, 2010:53-7.

笹子三津留,  杉原健一  総編,  宇田川晴司  専門編.  消化
器外科手術ナビガイド  食道.  東京:中山書店, 2010.

笹子三津留,  杉原健一  総編,  中尾昭公  専門編.  消化器
外科手術ナビガイド  胆・膵.  東京:中山書店, 2010.

笹子三津留,  杉原健一  総編,  川崎誠治  専門編.  消化器
外科手術ナビガイド  肝.  東京:中山書店, 2010.

■学術論文■
［総説］
Sasako M,  Inoue M,  Lin J,  Khor C,  Yang H,  Ohtsu 

A.  Gastric cancer working group report.  Jpn J Clin 
Oncol 2010;40（Suppl 1）:i28-37.

笹子三津留.  胃癌成績向上をめざした集学的治療と個別化  
−手術と周術期化学療法をめぐる話題.  胃癌perspective 
2010;3:136-9.

笹子三津留.  わが国と欧米のリンパ節郭清の考え方.  消化
器外科 2010;33:1927-30.

竹村雅至,  池原照幸,  青野俊子,  山田剛,  吉田佳世,  森村
圭一朗,  山本篤,  山下好人.  胃がん術後地域連携クリニ
カルパスの導入と現状.  癌と化学療法 2010;37:1081-5.

［原著］
Yosh ikawa T,  Sasako M ,  Yamamoto S ,  Sano 

T,  Imamura H,  Fujitani K,  Oshita H,  Ito S,  
Kawashima Y,  Fukushima N.  Phase II study of 
neoadjuvant chemotherapy and extended surgery 
for locally advanced gastric cancer.  Br J Srug 
2009;96:1015-22.
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Fukagawa T,  Sasako M,  Shimoda T,  Sano T,  Katai H,  
Saka M,  Mann GB,  Karpeh M,  Coit DG,  Brennan 
MF.  The prognostic impact of isolated tumor cells in 
lymph nodes of T2NO gastric cancer: comparison of 
American and Japanese gastric cancer patients.  Ann 
Surg Oncol 2009;16:609-13.

Fukagawa T,  Katai H,  Saka M,  Morita S,  Sano T,  
Sasako M.  Gallstone formation after gastric cancer 
surgery.  J Gastrointest Surg 2009;13:886-9.

Kita Y,  Fukagawa T,  Mimori K,  Kosaka Y,  Ishikawa 
K,  Aikou T,  Natsugoe S,  Sasako M,  Mori M.  
Expression of uPAR mRNA in peripheral blood is 
a favourite marker for metastasis in gastric cancer 
cases.  Br J Cancer 2009;100:153-9.

Deguili M,  Sasako M,  Ponti A on behalf of the Italian 
Gastric Cancer Study Group.  Morbidity and mortality 
in the Italian Gastric Cancer Study Group randomized 
clinical trial of D1 versus D2 resection for gastric 
cancer.  Br J Srug 2010;97:643-9.

Songun I,  Putter H,  Kranenbarg EM,  Sasako M,  
van de Velde CJ.  Surgiccal treatment of gastric 
cancer: 15-year follow-up results of the randomized 
nat ionwide Dutch D1D2 t r ia l .  Lancet Oncol 
2010;11:435-49.

The GASTRIC（Global Advanced/Adjuvant Stomach 
Tumor Research Internat iona l Col laborat ion）
Group,  Paoletti X,  Oba K,  Burzykowski T,  Michels 
S,  Ohashi Y,  Pignon JP,  Rougier P,  Sakamoto 
J,  Sargent D,  Sasako M,  Van Cutsem E,  Buyse 
M.  Benefit of adjuvant for resectable gastric cancer.  
JAMA 2010;303:1729-37.

Morita S,  Sasako M,  Saka M,  Fukagawa T,  Sano 
T,  Katai H.  Correlation between the length of 
the pyloric cuff and postoperative evaluation after 
pylorus-preserving gastrectomy.  Gastric Cancer 
2010;13:109-16.

Fukagawa T,  Katai H,  Saka M,  Morita S,  Sasajima 
Y,  Taniguchi H,  Sano T,  Sasako M.  Significance of 
lavage cytology in advanced gastric cancer Patients.  
World J Surg 2010;34:563-8.

Fukagawa T,  Sasako M,  Ito S,  Nakanishi H,  Iinuma H,  
Natsugoe S,  Katai H,  Shimoda T.  The prognostic 
significance of isolated tumor cells in the lymph 
nodes of gastric cancer patients.  Gastric Cancer 
2010;13:191-6.

Iwatsuki M,  Koshi M,  Fukagawa T,  Ishii H,  Yokobori 
T,  Sasako M,  Baba H,  Mori M.  The cl inica l 
significance of vimentin-expressing gastric cancer 
cells in bone marrow.  Ann Surg Oncol 2010;17:2526-
33.

Katai H,  Sasako M,  Fukuda H,  Nakamura K,  Hiki 

N,  Saka M,  Yamaue H,  Yoshikawa T,  Kojima 
K,  the JCOG Gastric Cancer Surgical Study Group.  
Safety and feasibility of laparoscopy-assisted distal 
gastrectomy with suprapancreatic nodal dissection for 
clinical stage I gastric cancer: a multicencet phase II 
trial（JCOG0703）.  Gastric Cancer 2010;13:238-44.

竹村雅至,  吉田佳世,  森村圭一朗,  谷村慎哉,  藤原有史,  
池原照幸.  腹腔鏡下幽門側胃切除術とトレーニングシステ
ム構築とLearning.  手術 2010;64:1565-71.

竹村雅至 ,  吉田佳世,  森村圭一朗,  大杉治司,  李栄
柱,  岸田哲.  食道癌におけるOrotate phosphoribosyl 
t r a n s f e r a s e（OP R T）,  D i hyd r o py r i m i d i n e 
dehydrogenase（DPD）活性と臨床病理学的因子との関
連性の検討.  癌と化学療法 2010;37:1283-6.

竹村雅至,  森村圭一朗,  吉田佳世,  大杉治司,  李栄柱,  岸
田哲.  癌組織中Orotate phosphoribosyl transferase

（OPRT）,  Dihydropyrimidine dehydrogenase（DPD）
活性よりみた低分化型大腸癌に対する抗癌剤選択.  癌と
化学療法 2010;37:1297-301.

Tagi T,  Matsui T,  Kikuchi S,  Hoshi S,  Ochiai T,  
Kokuba Y,  Kinoshita-Ida Y,  Kisumi-Hayashi F,  
Morimoto K,  Imai T,  Imoto I,  Inazawa J,  Otsuji 
E.  Dermokine as a novel biomarker for early-stage 
colorectal cancer.  J Gastroenterol 2010;45:1201-11.

Ochiai T,  Sonoyama T,  Soga K,  Inoue K,  Ikoma 
H,  Shiozaki A,  Kuriu Y,  Kubota T,  Nakanishi 
M,  Kikuchi S,  Ichikawa D,  Fujiwara H,  Sakakura,  
Okamoto K,  Kokuba Y,  Otsuji E.  Application of 
polyethylene glucolic acid felt with fibrin sealant to 
prevent postoperative pancreatic fistula in pancreatic 
surgery.  J Gastrointest Surg 2010;14:884-90.

竹村雅至,  藤原有史,  吉田佳世,  森村圭一朗,  東野正幸,  
池原照幸.  食道癌に対する根治的放射線化学療法後の
胸腔鏡下サルベージ食道切除術の治療成績.  日本鏡外会
誌 2010;15:739-44.

Fukunaga Y,  Higashino M,  Tanimura S,  Takemura M,  
Fujiwara Y,  Osugi H.  Laparoscopic surgery for stage
Ⅳ colorectal cancer.  Surg Endosc 2010;24:1353-9.

竹村雅至,  吉田佳世,  森村圭一朗.  胃管気道瘻に対する外
科治療.  手術 2010;64:499-502.

Fukunaga Y,  Higashino M,  Tanimura S,  Takemura M,  
Fujiwara Y.  Laparoscopic rectal surgery for middle 
and lower rectal cancer.  Surg Endosc 2010;24:145-51.

竹村雅至,  藤原有史,  吉田佳世,  森村圭一朗,  東野正幸,  
池原照幸.  幽門狭窄を伴う切除不能胃癌に対するサー
キュラーステイプラーとリニアカッターを用いた不完全離断
による胃空腸バイパス術.  手術 2010;64:59-62.

［症例報告］
Matsuda I,  Hao H,  Zozumi M,  Koishi M,  Matsumoto 

T,  Kaibe N,  Fujiwara Y,  Sasako M,  Hirota S.  Solid-
pseudopapillary neoplasm of the pancreas with 
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massive central calcification in an old man.  Pathol 
Res Pract 2010;206:372-5.

Yachida S,  Sasako M,  Tobinai K,  Matsuno Y,  Shimoda 
T.  Successful treatment of a primary gastric T-cell 
lymphoma lacking the human T-cell leukemia versus 
type 1.  Hepato-Gastroenterology 2010;57:383-7.

Konishi H,  Kikuchi S,  Miyashita A,  Ichikawa 
D,  Fujiwara H,  Kubota T,  Ochiai T,  Kokuba Y,  
Yasukawa S,  Yanagisawa A,  Otsuji E.  Minimally 
invasive surgery for obscure idiopathic ileal varices 
diagosed by capsule endoscopy and double ballon 
endoscopy: Report of a case.  Surgery Today 
2010;40:1088-92.

Fujiwara Y,  Takemura M,  Yoshida K,  Morimura K,  
Inoue T.  Surgical resection for ruptured aneurysm 
of middle colic artery caused by segmental arterial 
mediolysis: A case report.  Osaka City Med J 
2010;56:47-52.

竹村雅至,  森村圭一朗,  吉田佳世,  藤原有史.  食道類基
底細胞癌の4切除例の癌組織中5-FU関連酵素活性の検
討  扁平上皮癌と組織中thymidylate synthase（TS）,  
Dihydropyrimidine dehydrogenase（DPD）,  orotate 
phosphoribosyl transferase（OPRT）活性の比較.  癌と
化学療法 2010;37:2143-6.

Sano S,  Ueno H,  Yamaue K,  Yakushiji Y,  Isaka 
Y,  Kawasaki I,  Takemura M,  Inoue T,  Hosoi M.  
Isolated ileal perforation due to cytomegalovirus 
reactivation during management of terbinafine 
hypersensitivity.  World J Gastroenterol 2010;16:3339-
42.

Och ia i T,  Komiyama S,  Ikoma H,  Kubota T,  
Nakanishi M,  Ihikawa D,  Kikuchi S,  Fujiwara H,  
Sakakura C,  Kokuba Y,  Sonoyama T,  Otsuji E.  A 
case report of metastatic neuroendocrine carcinoma 
of the right adrenal gland successfully treated 
with chemotherapy and surgery.  Int J Clin Oncol 
2010;15:423-7.

Ochiai T,  Sonoyama T,  Ikoma H,  Kuryu Y,  Nakanishi 
M,  Kubota T,  Kikuchi S,  Ichikawa D,  Fujiwara 
H,  Okamoto K,  Sakakura C,  Kokuba Y,  Otsuji E.  
Salvage surgery for uncontrollable hepatocellular 
carcinoma treated with repeated non-surg ica l 
therapies.  Hepatogastroenterology 2010;57:858-64.

■学会発表■
［国際学会］
Sasako M ,  Sano T,  Tsuburaya A,  Iwasak i Y,  

Kinoshita T,  Shibata T,  Fukuda H,  Gastric Cancer 
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潟
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回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟
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69回日本癌学会学術集会総会（JCA2010） 2010.9 大阪

笹子三津留.  胃癌治療ガイドラインに従った診療を実施する
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第48回日本癌治療学会学術集会 2010.10 京都

菊池正二郎,  保井裕子,  竹村雅至,  小石健二,  堀高明,  
松本友寛,  海邉展明,  山下英孝,  花山寛之,  辻村亨,  笹
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道切除術の1例.  第72回日本臨床外科学会総会 2010.11 
横浜

海邉展明,  菊池正二郎,  花山寛之,  山下英孝,  松本友寛,  
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有用性. （ワークショップ）日本消化器病学会近畿支部第
92回例会 2010.2 大阪

竹村雅至,  吉田佳世,  森村圭一朗,  大杉治司.  成人食道重
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京都
［科学研究費等班会議］
菊池正二郎.  早期腺がんにおける重層上皮関連分子群の

発現と新規腫瘍マーカーの開発について.  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「がん検診
に有用な腫瘍マーカーの開発」平成22年度第1回班会議 
2010.5 東京

［研究会・講演会等］
笹子三津留.  開腹胃切除を語る. （イブニングセミナー）第

110回日本外科学会定期学術集会 2010.4 名古屋
笹子三津留.  外科とEBM.  中国・四国広域がんプロ養成プ

ログラムインテンシブ生涯教育コース 2010.3
笹子三津留.  胃癌治療−新しい流れ−.  第110回西宮市医

師会外科医会講演会 2010.7 西宮
笹子三津留.  胃癌術後補助化学療法–「ACTSGC最新解

析」と「START試験結果」をふまえて−. （ランチョンセミ
ナー）第40回胃外科・術後障害研究会 2010.11 東京

堀高明,  池辺孝,  眞弓勝志,  西岡孝芳.  SILSポートを使用
した単孔式堪能摘出術の導入と他疾患への応用.  第20回
阪神内視鏡手術勉強会 2010.9 神戸

竹村雅至,  森村圭一朗,  吉田佳世.  腹腔鏡下に切除を行っ
た成人食道重複癌の1例.  第23回近畿内視鏡外科研究会 
2010.9 吹田

竹村雅至,  海邉展明,  山下英孝,  笹子三津留,  濱中美千
子,  花山寛之,  松本友寛,  堀高明,  小石健二,  菊池正二
郎.  腹腔鏡下胃管作成術の改善と工夫.  第23回近畿内
視鏡外科研究会 2010.9 吹田

竹村雅至.  腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の治療成績と利
点.  第11回兵庫腹腔鏡外科勉強会 2010.10 神戸

笹子三津留.  若手に伝えたい胃癌手術のコツとポイント−
New Devicesの使用法も含めて−. （ランチョンセミナー）
第72回日本臨床外科学会総会 2010.11 横浜

■その他■
笹子三津留.  高度進行胃がんに対する術前化学療法. （特

別講演）第32回千葉胃癌研究会 2010.6 千葉
笹子三津留.  外科とEBM.  中国・四国広域がんプロ養成プ

ログラムインテンシブ障害教育コース 2010.3
笹子三津留.  胃癌に対する術前化学療法JCOG試験の経験.  

第14回神戸臨床腫瘍研究会 2010.6 神戸
笹子三津留.  幽門下部リンパ節郭清.  第5回消化器がん学

術講演会 2010.8 神戸
笹子三津留.  新胃癌規約第14版の改訂ポイント−臨床の立

場から. （特別講演）第1回消化器癌外科・病理研究会 
2010.9 盛岡

笹子三津留.  新しいガイドラインに沿ったD2郭清  開腹VS
腹腔鏡.  静岡胃癌手術セミナー 2010.10 三島

笹子三津留.  胃癌治療up-to-dateと将来展望.  第3回上部消
化管研究会 2010.11 岡山

笹子三津留.  新しい胃癌取扱い規約と胃癌治療ガイドライン.  
加古川・高砂消化器フロンティア講演会 2010.12 加古川

   下部消化管外科
Lower Gastrointestinal Surgery

■著書■
池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田

尚裕.  炎症性腸疾患における免疫調節剤と外科治療.  杉
原健一,  藤盛孝博,  五十嵐正広,  渡邉聡明  編.  大腸疾
患NOW 2010.  東京:日本メディカルセンター, 2010:225-
32.

冨田尚裕.  StageⅣ再発大腸癌の治療方針 StageⅣ大腸癌
の治療方針（総論）,  腹膜播腫（癌性腹膜炎）の切除.  杉
原健一  編.  大腸癌  大腸癌治療ガイドライン2009年版.  
大阪:医薬ジャーナル社, 2010:78-81,110-1.

松原長秀.  遺伝性大腸癌.  斉藤裕輔,  田中信治,  渡邉聡
明  編.  大腸疾患診療のStrategy.  東京:日本メディカルセ
ンター, 2010:430-40.

松原長秀,  冨田尚裕.  消化管疾患  大腸がん.  三輪洋人  
編.  松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  
総編.  疾病と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010:83-9.

■学術論文■
［総説］
野田雅史,  外賀真,  塚本潔,  大嶋勉,  久野隆史,  田中慶太,  

山岸大介,  冨田尚裕.  下部直腸癌の治療  術後補助化学
療法.  外科 2009;71:188-93.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  炎症性腸疾患の発癌症例とPET検査.  臨床外科 
2009;65:258-65.

竹末芳生,  一木薫,  池内浩基.  院内感染症防止対策と発生
後の対応.  外科治療 2010;102:188-92.

冨田尚裕,  野田雅史,  松原長秀,  外賀真,  塚本潔,  久野隆
史,  山岸大介.  集学的治療  肝切除後の補助化学療法.  
外科 2010;72:139-47.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  冨
田尚裕.  Crohn病に対する外科治療.  手術 2010;64:1101-
8．

松原長秀.  本邦の遺伝性大腸癌の現況について.  大腸癌
Frontier 2010;3:102-3.

冨田尚裕.  リンチ症候群  ガイドライン作成に向けて.  大腸
癌Frontier 2010;3:131-4.

松原長秀.  本邦・海外におけるLynch症候群の今後の展望.  
大腸癌Frontier 2010;3:135-8.

塚本潔,  池内浩基,  冨田尚裕.  症状別の初療と診断のすす
め方  血尿.  消化器外科 2010;33:709-10.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  佐々木寛文,  冨
田尚裕,  竹末芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病の
癌化と今後の対策.  Intestine 2010;14:505-10.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  痔瘻癌.  臨床外科 2010;65（増刊）:157-62.

松原長秀.  リンチ症候群.  臨床外科 2010;65（増刊）:132-
9．

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  竹末芳生,  冨田
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尚裕.  大腸全摘術後の回腸嚢再建術.  手術 2010;64:1531-
6.

松原長秀.  大腸癌におけるプロモーターのメチル化とCIMP.  
癌と化学療法 2010;37:1659-64.

山岸大介.  疾患の理解編.  Clinical Study 2010;31:6-12.
冨田尚裕,  野田雅史,  松原長秀,  塚本潔,  池内浩基,  田村

和朗.  消化管14.  家族性大腸腺腫症.  外科 2010;72（増
刊）:1321-6.

松原長秀.  遺伝性大腸癌のスクリーニング上の課題（遺伝
子診断を含めて）大腸癌  最新の研究動向.  日本臨牀 
2010;69（増刊）:355-9.

竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  池内浩基.  院内
感染アウトブレークへの対応.  外科 2010;72:597-600.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  松本
譽之,  冨田尚裕.  クローン病直腸肛門部における癌合併.  
IBD Research 2010;4:107-12.

［原著］
松原長秀,  冨田尚裕.  リンチ症候群診断手順の標準化の意

義と課題.  家族性腫瘍 2010;10:23-6.
冨田尚裕,  野田雅史,  松原長秀,  外賀真,  塚本潔,  久野隆

史,  山岸大介.  切除不能・再発癌に対する分子標的治療
と最新化学療法.  消化器外科 2010;33:243-56.

Ikeuchi H,  Uchino M,  Matsuoka H,  Bando T,  Matsumoto 
T,  Tomita N,  Shoji Y,  Kusunoki M,  Yamamura T,  
Utsunomiya J.  Surgery for ulcerative colitis in 1,000 
patients.  Int J Colorectal Dis 2010;25:959-65.

Uchino M,  Ikeuchi H,  Matsuoka H,  Matsumoto T,  Takesue 
Y,  Tomita N.  Long-term efficacy of strictureplasty for 
Crohn’s disease.  Surg Today 2010;40:949-53.

Uchino M,  Ikeuchi H,  Matsuoka H,  Tsuchida T,  Tomita 
N,  Takesue Y.  Risk factors associated with surgical 
site infection after ileal pouch-anal anastomosis in 
ulcerative colitis.  Dis Colon Rectum 2010;53:143-9.

Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  Ishihara M,  Wada 
Y,  Takahashi Y,  Tsuchida T,  Ikeuchi H.  Impact of a 
hospital-wide programme of heterogeneous antibiotic 
use on the development of antibiotic- resistant Gram-
negative bacteria.  J Hosp Infect 2010;75:28-32.

［症例報告］
松本友寛,  藤原由規,  山本憲康,  林千鶴子,  小石健二,  児

島正道,  田中淳二,  小林政義,  山村武平,  三輪洋人,  冨
田尚裕,  笹子三津留.  胃空腸吻合術後S-1投与が奏効し
治癒切除し得た幽門狭窄合併進行胃癌の1例.  癌と化学
療法 2009;36:641-5.

Yamano T,  Morii E,  Arai I,  Takada T,  Aozaka 
K.  Successful treatment of recurrent small bowel 
adenocarcinoma by cytoreductive surgery and 
chemotherapy: a case report and review of the 
literature.  J Med Case Reports 2010;4:213.

Yamano T,  Morii E,  Arai I,  Takada T,  Kubota K,  
Sato M,  Inoue T,  Okada Y,  Hara T,  Aozaka K.  

Diagnosis of primary versus metastatic ovarian 
adenocarcinoma using p53 gene mutation analysis.  
Int J Clin Oncol 2010;15:621-5.

賀来佳子,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  池内浩基,  松
本譽之,  竹末芳生,  冨田尚裕.  Posterior reversible 
encephalopathy syndrome（PRES）を併発した小児潰瘍
性大腸炎の1例.  日本大腸肛門病学会雑誌 2010;63:509-
14.

佐々木寛文,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  池内浩基,  冨
田尚裕.  手術創に壊疽性膿皮症を合併した潰瘍性大腸
炎の1例.  日本臨床外科学会雑誌 2010;71:2902-6.

［研究報告］
池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  中村

志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるpouch機能率か
らみた術式選択の妥当性についての検討.  厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患克服研究事業 「難治性炎症性
腸管障害に関する調査研究」 平成21年度総括・分担研
究報告書 2010:112-4.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  中村志郎,  松
本譽之.  手術症例からみた潰瘍性大腸炎に合併する大腸
癌症例の現状.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業 「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」 平成21年度総括・分担研究報告書 2010:115-7.

■学会発表■
［国際学会］
Uchino M,  Ikeuchi H,  Matsuoka H,  Matsumoto T,  Takesue 

Y,  Tomita N.  Clinical features and management of 
duodenal fistula in patients with Crohn’s disease.  
The 4th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease 
Symposium 2010.1 Tokyo

Matsubara N.  Differing subtypes of colorectal cancers 
and their precursor regions in Asia and Western 
countries.  9th International Conference of the Asian 
Clinical Oncology Society 2010.8 Gifu

Uchino M,  Matsuoka H,  Ikeuchi H,  Nakajima K,  Ichiki 
K,  Tomita N,  Takesue Y.  Catheter-related blood 
stream infection following surgery in patients with 
inf lammatory bowel disease.  50th Interscience 
C on f e r e nc e o n A nt i m i c r ob i a l  Agent s a nd 
Chemotherapy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Nishiyama M,  Murata K,  Fukunaga M,  Takemoto 
H,  Ohue M,  Ikeda R,  Wada S,  Eguchi H,  Tomita N,  
Watanabe M.  Identification of predictive biomarkers 
for individual response to mFOLFOX6 in colorectal 
cancer patients.  35th ESMO Congress 2010.10 Milan

Matsubara N.  Molecular classification of colorectal 
c a nc e r a nd p o s s i b l e c l i n i c a l a pp l i c a t i o n s . 

（Symposium）The 7th International Symposium on 
Cancer Research and Therapy 2010.11 Tokyo

Hamanaka M,  Yamagishi D,  Kuno T,  Tsukamoto K,  
Noda M,  Matsubara N,  Tomita N.  The usefulness 
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of FDG-PET for surveillance of residual liver after 
hepatectomy in patients of colorectal cancer with liver 
metastasis.  The 12th China-Japan-Korea Colorectal 
Cancer Symposium 2010.12 Shanghai

Tsukamoto K,  Matsubara N,  Noda M,  Kuno T,  Yamagishi 
D,  Hamanaka M ,  Tomita N.  Three cases of 
laparoscopic proctocolectomy with ileal J-pouch anal 
anastomosis for familial adenomatous polyposis: The 
noteworthy points of procedure.  The 12th China-
Japan-Korea Colorectal Cancer Symposium 2010.12 
Shanghai

［国内学会］
池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  松本譽之,  竹末

芳生,  福田能啓.  炎症性腸疾患に合併した発癌症例の臨
床的特徴と予後の検討. （特別企画シンポジウム）第6回
日本消化管学会総会学術集会 2010.2 福岡

内野基,  池内浩基,  松岡宏樹,  竹末芳生,  松本譽之,  冨田
尚裕.  瘻孔が手術適応となったクローン病に対する術前
inflixmab投与の影響. （コアシンポジウム）第6回日本消
化管学会総会学術集会 2010.2 福岡

福永健,  池内浩基,  中村志郎,  松本譽之.  内科治療限界域
にある重症潰瘍性大腸炎患者の予後: 当院IBDセンター
内科・外科における臨床的検討. （ワークショップ）第6回
日本消化管学会総会学術集会 2010.2 福岡

内野基,  池内浩基,  竹末芳生,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎
緊急手術における手術部位感染. （ワークショップ）第46
回日本腹部救急医学会総会 2010.3 富山

池内浩基,  内野基,  坂東俊宏,  蝶野晃弘,  冨田尚裕.  潰瘍
性大腸炎緊急手術症例の術式の選択. （要望演題）第46
回日本腹部救急医学会総会 2010.3 富山

石川敏昭,  植竹宏之,  上野秀樹,  冨田尚裕.  大腸癌術後
補助化学療法の臨床試験（SACURA試験およびACTS-
CC）の付随研究におけるバイオマーカー探索. （シンポジ
ウム）第110回日本外科学会定期学術集会 2010.4 名古屋

松原長秀,  外賀真,  塚本潔,  久野隆史,  山岸大介,  野田雅
史,  冨田尚裕.  腫瘍外科医に可能で意味のある基礎研究
の範疇とは. （サージカルフォーラム）第110回日本外科学
会定期学術集会 2010.4 名古屋

山野智基,  川崎靖仁,  久保田勝,  石井孝明,  篠崎幸司,  大
鶴實,  安田青児.  当院での大腸癌における腫瘍マーカー
CEAの有用性の検討.  第110回日本外科学会定期学術集
会 2010.4 名古屋

野田雅史,  外賀真,  山岸大介,  久野隆史,  塚本潔,  松原
長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  大腸癌肝転移切除に対する
Hテープの有用性.  第110回日本外科学会定期学術集会 
2010.4 名古屋

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  クローン病における外科的治療の標準化について．

（パネルディスカッション）第110回日本外科学会定期学
術集会 2010.4 名古屋

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田

尚裕.  大腸全摘･直腸粘膜切除・J型回腸嚢肛門吻合術.  
第110回日本外科学会定期学術集会 2010.4 名古屋

貞廣荘太郎,  小平進,  冨田尚裕,  三嶋秀行.  結腸癌に対
する術後補助化学療法の至適継続期間に関するランダ
ム化第Ⅲ相比較臨床試験（がん集学的治療研究財団
JFMC33-0502およびJFMC37-0801）. （シンポジウム） 
第110回日本外科学会定期学術集会 2010.4 名古屋

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  冨田尚裕,  竹末
芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病患者の長期経過
と今後の課題.  第96回日本消化器病学会総会 2010.4 新
潟

池川敦子,  吉田ひとみ,  庵前美智子,  巽純子,  南武志,  藤
川和男,  冨田尚裕,  田村和朗.  家族性大腸腺腫症の遺
伝学的検査の意義と遺伝カウンセリングへの活用.  第34
回日本遺伝カウンセリング学会学術集会 2010.5 東京

山野智基,  大鶴實,  仙波秀峰.  腋窩リンパ節腫脹を主訴と
したOccult乳癌の3症例.  第18回日本乳癌学会 2010.6 札
幌

外賀真,  松原長秀,  野田雅史,  塚本潔,  久野隆史,  山岸大
介,  冨田尚裕.  家族性大腸腺腫症（Familial Adenomatous 
Polyposis: FAP）における大腸全摘術後のフォローアッ
プ. （シンポジウム）第16回日本家族性腫瘍学会学術集会 
2010.7 新潟

久野隆史,  松原長秀,  津田聡司,  濱中美衣,  山岸大介,  塚
本潔,  野田雅史,  西上隆之,  金友英,  田村和朗,  冨田尚
裕.  散発性ならびに多発性大腸腫瘍発生における塩基除
去修復遺伝子MYHの関与.  第16回日本家族性腫瘍学会
学術集会 2010.7 新潟

田村和朗,  池川敦子,  吉田ひとみ,  庵前美智子,  大石祥子,  
浦川優作,  巽純子,  南武志,  藤川和男,  久野隆史,  松原
長秀,  冨田尚裕.  遺伝的異質性のある家族性腫瘍の遺伝
カウンセリング. （シンポジウム）第16回日本家族性腫瘍学
会学術集会 2010.7 新潟

吉田ひとみ,  庵前美智子,  大石祥子,  浦川優作,  巽純子,  
南武志,  藤川和男,  久野隆史,  松原長秀,  冨田尚裕,  西
上隆之,  山下幸政,  新井正美,  田村和朗.  Cowden病の
遺伝子検査の現状.  第16回日本家族性腫瘍学会学術集
会 2010.7 新潟

野田雅史,  山岸大介,  久野隆史,  塚本潔,  外賀真,  松原長
秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  大腸癌肝転移に対する術前術
後の化学療法と手術の時期. （ワークショップ）第65回日
本消化器外科学会総会 2010.7 下関

久野隆史,  松原長秀,  山岸大介,  塚本潔,  野田雅史,  冨田
尚裕.  当科における1996年よりの小腸腫瘍の集積と臨床
経過.  第65回日本消化器外科学会総会 2010.7 下関

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  潰瘍性大腸炎手術におけるstoma関連合併症の予
防と対策.  第65回日本消化器外科学会総会 2010.7 下関

坂東俊宏,  内野基,  松岡宏樹,  池内浩基,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  脳膿瘍を合併した潰瘍性大腸炎の1例.  第65回日
本消化器外科学会総会 2010.7 下関
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池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  クローン病死亡症例の検討.  第65回日本消化器外
科学会総会 2010.7 下関

菊池正二郎,  松井毅,  海邉展明,  山下英孝,  松本友寛,  
小石健二,  藤原由規,  松原長秀,  冨田尚裕,  笹子三津
留.  家族性大腸腺腫症における多段階発がんと重層扁平
上皮関連分子群の発現解析.  第65回日本消化器外科学
会総会 2010.7 下関

半井千晶,  大澤佳代,  松原長秀,  池内浩基,  鴨志田伸吾,  
岡村修,  廣田誠一,  冨田尚裕,  木戸良明.  大腸癌のリン
パ節転移におけるELF3発現の検討.  第69回日本癌学会
学術総会（JCA2010） 2010.9 大阪

松原長秀,  長尾厚樹,  冨田尚裕.  BRAF mutationを獲
得した鋸歯状ポリープの一部はメチル化を蓄積しMSI癌
に進展する.  第69回日本癌学会学術総会（JCA2010） 
2010.9 大阪

永坂岳司,  田中紀章,  松原長秀,  藤原俊義.  Lynch症候群
大腸癌とMSH2メチル化.  第69回日本癌学会学術総会

（JCA2010） 2010.9 大阪
田村和朗,  松原長秀,  冨田尚裕.  過誤腫性ポリポーシスの

遺伝学的検査.  第69回日本癌学会学術総会 2010.9 大阪
清水憲二,  堺明子,  三田雄一郎,  園田隆之,  伊藤充矢,  賀

来春紀,  山本寛斎,  豊岡伸一,  松原長秀,  松岡順治,  山
本和秀,  公文裕巳.  癌発症リスク多型遺伝子レパートリー
の性および年齢区分による差異.  第69回日本癌学会学術
総会（JCA2010） 2010.9 大阪

松原長秀,  塚本潔,  久野隆史,  濱中美衣,  濱中美千子,  山
岸大介,  野田雅史,  冨田尚裕.  家族性大腸腺腫症に対す
る腹腔鏡補助下大腸全摘術・回腸パウチ肛門吻合術の標
準化.  第48回日本癌治療学会学術集会 2010.10 京都

山野智基,  仙波秀峰,  川崎靖仁,  篠崎幸司,  久保田勝,  石
井孝明,  片山智博,  太田英夫,  大鶴實,  安田青児.  再
発大腸癌におけるEMT（Epithel ia l- mesenchymal 
transit ion）の検討.  第48回日本癌治療学会学術集会 
2010.10 京都

山岸大介,  野田雅史,  濱中美千子,  濱中美衣,  久野隆史,  
塚本潔,  松原長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  直腸癌切除不
能肝転移に対し,  化学療法後に5回の肝切除をおこなっ
た1例.  第48回日本癌治療学会学術集会 2010.10 京都

松原長秀,  塚本潔,  久野隆史,  濱中美衣,  山岸大介,  野田
雅史,  冨田尚裕.  家族性大腸腺腫症に対する腹腔鏡補
助下大腸全摘IPAAの工夫.  第23回日本内視鏡外科学会
総会 2010.10 横浜

内野基,  松岡宏樹,  池内浩基.  クローン病短腸症候群
症例における在宅経静脈栄養療法の問題点. （ワーク
ショップ）第52回日本消化器病学会大会（JDDW 2010） 
2010.10 横浜

松岡宏樹,  池内浩基,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎に合併する
大腸癌手術症例の検討. （パネルディスカッション）第8回
日本消化器外科学会大会（JDDW 2010） 2010.10 横浜

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹.  潰瘍性大腸炎患者の周術

期治療と予後. （パネルディスカッション）第8回日本消化
器外科学会大会（JDDW 2010） 2010.10 横浜

松原長秀,  長尾厚樹,  冨田尚裕.  大腸鋸歯状ポリープより
の発癌機構とその病変の大腸癌に於ける位置づけ.  第8
回日本消化器外科学会大会（JDDW 2010） 2010.10 横
浜

内野基,  松岡宏樹,  池内浩基.  潰瘍性大腸炎手術における
pouch-related complicationの検討. （ワークショップ）第
8回日本消化器外科学会大会（JDDW 2010） 2010.10 横
浜

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹.  病態からみたクローン病の
治療方針. （パネルディスカッション）第80回日本消化器
内視鏡学会総会（JDDW 2010） 2010.10 横浜

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  竹末芳生,  冨
田尚裕.  Colitic cancer, villous adenomaを合併した大
腸型クローン病の1症例.  第72回日本臨床外科学会総会 
2010.11 横浜

松岡宏樹,  池内浩基,  坂東俊宏,  内野基,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  胃結腸瘻をきたしたクローン病の2例.  第72回日本
臨床外科学会総会 2010.11 横浜

賀来佳子,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  池内浩基,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  発症11年でstage 4,  colitic cancerを
合併した潰瘍性大腸炎の1例.  第72回日本臨床外科学会
総会 2010.11 横浜

塚本潔,  松原長秀,  濱中美衣,  山岸大介,  久野隆史,  野田
雅史,  冨田尚裕.  腸重積を機に診断され、腹腔鏡下に根
治術をし得た虫垂粘液のう胞腺腫の一例.  第72回日本臨
床外科学会総会 2010.11 横浜

濱中美衣,  野田雅史,  濱中美千子,  山岸大介,  久野隆史,  
塚本潔,  松原長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  セツキシマ
ブ単独にて効果を認めた大腸癌術後多数回再発の一例.  
第72回日本臨床外科学会総会 2010.11 横浜

海邉展明,  菊池正二郎,  花山寛之,  山下英孝,  松本友寛,  
堀高明,  小石健二,  竹村雅至,  野田雅史,  松原長秀,  冨
田尚裕,  笹子三津留.  Peutz-Jeghers症候群に発症した胃
癌の一例.  第72回日本臨床外科学会総会 2010.11 横浜

松原長秀,  濱中美千子,  濱中美衣,  山岸大介,  久野隆史,  
塚本潔,  野田雅史,  冨田尚裕.  直腸癌標準術式としての
超低位前方切除術（ultra LAR）および経肛門腹式直腸
切除術（CAA）.  第72回日本臨床外科学会総会 2010.11 
横浜

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  クローン病患者の直腸肛門病変の長期予後. （パ
ネルディスカッション）第72回日本臨床外科学会総会 
2010.11 横浜

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  炎症性腸疾患発癌症例に対するPET検査の有用
性.  第72回日本臨床外科学会総会 2010.11 横浜

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹
末芳生 ,   冨田尚裕 .   クローン病肛門病変に対する
Inf liximabの効果とQOL維持. （パネルディスカッショ



118 兵庫医大業績録（2010）

ン）第65回日本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松
山野智基,  安田青児,  川崎靖仁,  篠崎幸司,  久保田勝,  石

井孝明,  片山智博,  太田英夫,  大鶴實.  進行再発大腸癌
の予後にFOLFOXの及ぼす影響について.  第65回日本大
腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松本
譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎重症・難治症例の手術適
応の変遷と長期予後. （シンポジウム）第65回日本大腸肛
門病学会学術集会 2010.11 浜松

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松
本譽之,  冨田尚裕.  70歳以上で手術となった潰瘍性大
腸炎症例の検討.  第65回日本大腸肛門病学会学術集会 
2010.11 浜松

佐々木寛文,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  松
本譽之,  竹末芳生,  池内浩基.  基礎疾患なくFounmier’s 
gangreneを合併した小児の1例.  第65回日本大腸肛門病
学会学術集会 2010.11 浜松

坂東俊宏,  松岡宏樹,  内野基,  池内浩基,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  治癒切除後10年で骨盤内再発をきたし
たクローン病直腸mucinous carcinomaの1例.  第65回日
本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

馬場谷彰仁,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  松
本譽之,  竹末芳生,  池内浩基.  Infliximab投与後,  急速
に肛門病変が悪化したクローン病の1例.  第65回日本大腸
肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

松原長秀,  濱中美衣,  野田雅史,  塚本潔,  久野隆史,  山岸
大介,  濱中美千子,  冨田尚裕.  当科における下部消化管
外科手術に伴う現在のストマ造設法.  第65回日本大腸肛
門病学会学術集会 2010.11 浜松

松原長秀,  野田雅史,  山岸大介,  久野隆史,  塚本潔,  濱
中美衣,  濱中美千子,  冨田尚裕.  完全直腸脱に対する根
治的手術の当科における選択−直腸固定術とAltemeier
法との比較−.  第65回日本大腸肛門病学会学術集会 
2010.11 浜松

山野智基,  安田青児,  川崎靖仁,  篠崎幸司,  久保田勝,  石
井孝明,  片山智博,  太田英夫,  大鶴實.  進行再発大腸癌
の予後にFOLFOXの及ぼす影響について.  第65回日本大
腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

木村豊,  谷口博一,  矢野浩司,  井上健太郎,  今村博司,  加
藤健志,  今野元博,  藤谷和正,  田村茂行,  冨田尚裕,  小
林研二,  下川敏雄,  瀧内比呂也,  辻仲利政,  古河洋.  外
科医が行う安全な消化器癌の化学療法−大阪消化器が
ん化学療法研究会（OGSG）の現状と取り組み−.  第71回
日本臨床外科学会総会 2009.11 京都

松岡宏樹,  内野基,  池内浩基,  竹末芳生,  松本譽之,  冨田
尚裕.  肝外門脈閉塞を併発し重症化した潰瘍性大腸炎の
1例.  第71回日本臨床外科学会総会 2009.11 京都

［地方会等］
澤田康史,  池内浩基,  鶴薗卓也,  中村契.  腸炎と関節症状

で発症し両症状にinf liximabが著効したクローン病の一
症例.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.3 

大阪
小澤りえ,  菊池正二郎,  海邉展明,  花山寛之,  山下英孝,  

松本友寛,  堀高明,  小石健二,  竹村雅至,  野田雅史,  松
原長秀,  冨田尚裕,  笹子三津留.  Peutz-Jeghers症候群
に発症した胃がんの一例.  第187回近畿外科学会 2010.6 
京都

濱中美千子,  内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  竹
末芳生,  冨田尚裕.  腸重積で手術を要した空腸悪性黒色
腫の1例.  第187回近畿外科学会 2010.6 京都

佐々木寛文,  松原長秀,  濱中美衣 ,  山岸大介,  久野隆
史,  塚本潔,  野田雅史,  冨田尚裕.  10歳代より腸閉塞を
発症し30歳代で緊急手術となった,  メッケル憩室に起因
して小腸狭窄を起こした1症例.  第188回近畿外科学会 
2010.11 大阪

西藤勝,  伊藤敬,  今村美智子,  村瀬慶子,  宮川義仁,  王孔
志,  畑田卓也,  一井重利,  冨田尚裕,  三好康雄.  転移巣
においてERが陰性を示したER陽性乳癌の1例.  第8回日
本乳癌学会近畿地方会 2010.12 京都

［科学研究費等班会議］
佐々木巖,  羽根田祥,  小川仁,  渡辺和宏,  鈴木秀幸,  武林

亨,  渡辺守,  福島浩平,  岡崎和一,  吉岡和彦,  仲瀬裕志,  
長沼誠,  井上詠,  日比紀文,  千葉俊美,  本谷聡,  小澤平
太,  荒木靖三,  太田章比古,  亀岡信悟,  加賀谷尚史,  山
本隆行,  吉川周作,  嵜山敏男,  高木智久,  吉田優,  木内
喜孝,  松田耕一郎,  二見喜太郎,  石黒陽,  後藤秀実,  国
崎玲子,  木村英明,  正木忠彦,  伊藤裕章,  渡邉聡明,  上
野義隆,  鈴木康夫,  池内浩基,  高橋賢一,  舟山裕士,  杉
田昭,  友次直輝,  井上永介,  樋渡信夫,  飯島英樹,  中村
好宏.  術後レミケード併用による緩解維持効果.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回
総会 2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室正樹,  武
田直久,  吉田幸治,  上小鶴孝二,  横山陽子,  加藤恭一,  
河野友彰,  河合幹夫,  菊山梨紗,  長瀬和子,  中村志郎,  
池内浩基.  顆粒球単球吸着除去療法（Gramulocyte/
Monocyte Adsorption Apheresis）によるステロイド抵抗
性難治性潰瘍性大腸炎患者の長期維持治療:シャムカラ
ムを用いた無作為2重盲検試験の結果から（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  XX3による潰瘍性大腸
炎合併癌ハイリスク例の選別（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  舟山裕士,  池内浩
基,  根津理一郎,  板橋道朗,  飯合恒夫,  荒木俊光,  渡
邉聡明,  佐々木巖.  クローン病に合併した大腸癌の
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surveillance programの検討−直腸狭窄,痔瘻長期経過
例のsurveillance−（各個研究）.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

亀岡信悟,  板橋道明,  小川真平,  廣澤知一郎,  橋本拓造,  
番場嘉子,  河野透,  佐々木巖,  舟山裕士,  渡邉聡明,  長
谷川博俊,  渡辺昌彦,  杉田昭,  木村英明,  畠山勝義,  中
村利夫,  楠正人,  藤井久男,  根津理一郎,  吉岡和彦,  池
内浩基,  大毛広喜,  二見喜太郎.  炎症性腸疾患の周術期
における深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症についての研究 

（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  佐々木巖.  
Crohn病人工肛門造設例の経過と合併症の検討−多施設
共同研究−.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克
服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」
班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

佐々木巖,  渡辺和宏,  羽根田祥,  小川仁,  福島浩平,  舟山
裕士,  高橋賢一,  杉田昭,  渡邉聡明,  池内浩基,  亀岡信
悟,  楠正人,  畠山勝義,  藤井久男,  二見喜太郎,  吉岡和
彦,  渡邊昌彦.  クローン病の術後症例におけるintestinal 
failure（short bowel syndrome）についての調査研究と
対策．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
21年度第2回総会 2010.1 東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  中
村志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるpouch機能率
からみた術式選択の妥当性についての検討（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  マイクロアレイによる遺伝
子発現からみた,  潰瘍性大腸炎合併症と一般大腸癌の
相違点（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  舟山裕士,  池内浩
基,  根津理一郎,  板橋道朗,  飯合恒夫,  荒木俊光,  渡
邊聡明,  佐々木巌.  クローン病に合併した大腸癌の
surveillance programの検討（直腸狭窄,  痔瘻長期経過
例のsurveillance）−preliminary study案−.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総
会 2010.7 東京

佐々木巌,  渡辺和宏,  小川仁,  羽根田祥,  福島浩平,  舟山
裕士,  高橋賢一,  杉田昭,  渡邉聡明,  池内浩基,  亀岡信
悟,  楠正人,  畠山勝義,  藤井久男,  二見喜太郎,  吉岡和
彦,  渡邊昌彦.  炎症性腸疾患の周術期における深部静脈
血栓症・肺血栓症についての研究.  厚生労働科学研究費

補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  舟山裕士,  
根津理一郎,  藤井久男,  渡邉聡明,  飯合恒夫,  中村利
夫,  水島恒和,  河野透,  木村英明,  池田篤,  前田清,  篠
崎大,  板橋道朗,  荒木俊久,  大毛広喜,  佐々木巌.  人工
肛門造設例の経過と合併症（多施設共同研究）−中間報
告−.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
22年度第1回総会 2010.7 東京

［研究会・講演会等］
冨田尚裕.  大腸癌最新のトピックス  化学療法の進歩（個別

化に向けて）.  兵庫県全外科医会第167回懇話会 2009.11 
尼崎

池内浩基.  難治性回腸嚢炎に対するGCAP療法の有効性
の検討.  GCAP,  Japan West 2010 2010.1 那覇

久野隆史,  野田雅史,  山岸大介,  塚本潔,  外賀真,  松原長
秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  家族性大腸腺腫症術後22年
で発見された回腸癌の1例.  第72回大腸癌研究会 2010.1 
久留米

山岸大介.  術前化学放射線療法によりpCRとなった下部直
腸癌の一例−SAMRAI trialより−.  第14回兵庫大腸癌
治療研究会 2010.6 神戸

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕.  緊急
手術を要した潰瘍性大腸炎colitic cancer合併症例.  第
73回大腸癌研究会 2010.7 奄美

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  冨田尚裕.  炎症
性腸疾患緊急手術症例の術式の選択 Colitic cancer緊急
手術症例を含めて.  第73回大腸癌研究会 2010.7 奄美

野田雅史,  塚本潔,  久野隆史,  山岸大介,  濱中美衣,  濱中
美千子,  松原長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  化学療法を先
行させた大腸癌肝転移症例の検討.  第73回大腸癌研究
会 2010.7 奄美

永坂岳司,  近藤喜太,  母里淑子,  神原健,  松原長秀,  田中
紀章,  三嶋秀行,  藤原俊義.  KRAS/BRAF/MSI分類に
よる術前からの大腸癌治療戦略構築の提案.  第73回大
腸癌研究会 2010.7 奄美

■その他■
池内浩基.  クローン病に対する外科治療の現状と新たなる

可能性. （特別講演）IBD Forum 2010.1 高松
内野基.  炎症性腸疾患における術後感染症.  第8回兵庫

IBDカンファレンス 2010.1 神戸
池内浩基.  症例からみたクローン病の手術適応とレミケード. 
（特別講演）第9回千葉レミケードセミナー 2010.2 千葉

池内浩基.  IBDの外科的治療.  但馬消化器セミナー 2010.4 
養父

松原長秀.  癌死因トップになった大腸癌の最新の診断・治
療法.  社内講演会 ブリストルメルク 2010.4 神戸

池内浩基.  クローン病  外科の立場から.  第11回県民医療
公開講座 2010.5 神戸
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池内浩基.  炎症性腸疾患  外科治療の現状. （特別講演）
第6回静岡県IBD研究会 2010.6 静岡

冨田尚裕.  生活習慣と癌−大腸癌を中心に−.  スポーツ指
導者講習会 2010.6 大阪

池内浩基.  クローン病に対する外科治療の現状と新たなる
可能性.  第12回IBD治療研究会 2010.6 名古屋

池内浩基.  炎症性腸疾患−手術症例の現状−.  第13回緑奈
会講演会 2010.7 大阪

池内浩基.  外科医が取り組むクローン病治療最前線. （ラン
チョンセミナー）第65回日本消化器外科学会総会 2010.7 
下関

野田雅史.  大腸癌治療の変遷（分子標的治療薬を中心に）.  
阪神地区大腸癌エキスパートミーティング 2010.7 西宮

池内浩基.  炎症性腸疾患の外科治療の現状.  第4回滋賀炎
症性腸疾患治療研究会 2010.8 草津

池内浩基.  潰瘍性大腸炎における術前の内科的治療と周術
期合併症.  兵庫IBD連携Meeting 2010.8 神戸

池内浩基.  外科症例からみたクローン病治療戦略.  CD治療
医師セミナー 2010.9 神戸

内野基.  潰瘍性大腸炎術後の問題点.  第9回IBDフォーラム 
2010.9 神戸

池内浩基.  クローン病手術症例の現状と今後の課題.  第14
回大阪緑樹会 2010.9 大阪

冨田尚裕.  大腸癌化学療法の個別化に向けて. （特別講
演）第31回高知若手医会 2010.9 高知

池内浩基.  症例からみたクローン病の手術適応とレミケード.  
第8回Infliximab User’s Meeting 2010.9 山口

池内浩基.  炎症性腸疾患の手術適応と手術のタイミング. 
（特別講演）第26回新潟県IBDカンファレンス 2010.11 
新潟

池内浩基.  炎症性腸疾患の手術適応と手術のタイミング. 
（特別講演）第11回緑尼会学術講演会 2010.11 尼崎

池内浩基.  クローン病外科治療の基本.  第1回K-腸疾患研
究会 2010.11 大阪

内野基.  侮れないクローン病の肛門病変−癌合併も含めて−.  
第1回K-腸疾患研究会 2010.11 大阪

池内浩基.  炎症性腸疾患手術症例からみた今後の展開.  第
17回神奈川IBD研究会 2010.11 横浜

池内浩基．What’s beyond the MIS? −part2− 直腸癌と潰
瘍性大腸炎. （ランチョンセミナー）第72回日本臨床外科
学会総会 2010.11 横浜

産科婦人科学
Obstetrics and Gynecology

■著書■
小森慎二.  不定愁訴と更年期障害.  石原理,  柴原浩章,  三

上幹男,  板倉敦夫  編.  講義録  産科婦人科学.  東京:メ
ジカルビュー, 2010:82-3.

■学術論文■

［総説］
堀内功.  卵細胞質内精子注入法（ICSI）と染色体異常につ

いて.  産婦人科の進歩 2010;62:150-3.
矢田有里,  細田容子,  小森慎二.  子宮の器質的異常と着床

障害.  臨床婦人科産科 2010;64:829-33.
澤井英明.  先天性疾患の胎児遺伝子診断.  産婦人科治療 

2010;101:505-10.
伊藤善啓,  原田佳世子,  小森慎二.  胎児異常と遺伝因子.  

産婦人科の実際 2010;59:1985-9.
澤井英明.  出生前診断の遺伝カウンセリング.  産婦人科の

実際 2010;59:2035-41.
鍔本浩志.  なぜ小児へのHPVワクチンが必要なのか−子宮

頸がん治療・検診の限界を中心に−.  兵庫県小児科医会
報 2010;54:2-7.

［原著］
堀江裕美,  田村和朗,  澤井英明,  南武志.  羊水検査に対す

る学生・社会人および保護者の意識調査.  日本遺伝カウ
ンセリング学会誌 2010;31:93-101.

［症例報告］
和田龍,  原田佳世子,  武信尚史,  内田暁子,  坂佳世,  荻野

舞,  田中宏幸,  小森慎二.  血小板1万／㎣台で緊急帝王
切開術を要した2症例.  産婦人科の進歩 2010;62:144-7.

金澤理一郎,  鍔本浩志,  坂根理矢,  荻野舞,  矢田有里,  和
田龍,  伊藤善啓,  小森慎二,  羽尾裕之,  廣田誠一.  再発
子宮内膜間質肉腫の診断におけるPET‐CT検査の有用
性について.  産婦人科の進歩 2010;62:287-91.

Hao H,  Tsujimoto M,  Tsubamoto H,  Komori S,  Hirota 
S.  Immunohistochemical phenotype of the urinary 
bladder endocervicosis: comparison with normal 
endrocervix and wel l-d i f ferent iated mucinous 
adenocarcinoma of uterine cervix.  Pathol Int 
2010;60:528-32.

■学会発表■
［国際学会］
Komori S.  The current status of ovarian tissue banking.  

The 2nd Japan-Korea ART Conference 2010.8 Awaji
Hasegawa A,  Komori S,  Koyama K.  CD52 as a target 

for autoimmune antibodies to gametes.  The 11th 

Internationak Society For Immunology of Reoriduction
（ISIR） 2010.8 Palm Cove

Hosoda Y,  Hasegawa A,  Kumamoto K,  Ogino M,  Ikeda 
Y,  Tanaka H,  Komori S.  Molecular profiles of mouse 
ovwrian folliculogenesis.  The 11th Internationak 
Society For Immunology of Reoriduction（ISIR） 
2010.8 Palm Cove

Ogino M,  Hasegawa A,  Mochida N,  Tanaka H,  Hosoda 
Y.  Komori S.  Effective two-step culture method 
for development of eaely preantral mouse follicles.  
The 11th Internationak Society For Immunology of 
Reoriduction（ISIR） 2010.8 Palm Cove

Ogino M,  Hasegawa A,  Mochida N,  Tanaka H,  Hosoda 
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Y,  Komori S.  Effective two-step culture method for 
development of early preantral mouse follicles.  The 
25th International Symposium for Immunology of 
Reproduction（ISIR） 2010.8 Osaka

Hardiyanto L,  Hasegawa A,  Komori S.  The male 
reproduct ion tract CD52（mrt-CD52）interfered 
in C1q binding to antigen-antibody complex.  The 
25th International Symposium for Immunology of 
Reproduction（ISIR） 2010.8 Osaka

Kumamoto K,  Hasegawa A,  Hardiyanto L,  Tanaka H,  
Koyama K,  Komori S.  CD52 expression is induced in 
the mouse uterus at the time of embryo implantation.  
The 25th International Symposium for Immunology of 
Reproduction（ISIR） 2010.8 Osaka

Inoue K,  Tsubamoto H,  Sakane R,  Kanazawa R,  
Komori S,  Nakano T,  Hirota S.  Primary malignant 
peritoneal mesothelioma of the great omentum 
diagnosed by cytology of ascites: A case report.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group 2010.8 Kyoto

Ogino M,  Wada R,  Hosoda Y,  Saka K,  Hasegawa 
A ,  Komor i S .  Molecu la r prof i les of ovar ian 
folliculogenesis.  20th World Congress on Fertility and 
Sterility 2010.9 Munich

Kanazawa R,  Tsubamoto H,  Sakane R,  Ikeda Y,  Komori 
S,  Hao H,  Hirota S,  Kawata S.  Correlation of 18-FDG 
uptake in PET/CT with clinicopathological features 
among 5 cases of recurrent low grade endometrial 
stromal sarcoma（LGESS）.  13th Biennial Meeting of 
the International Gynecologic Cancer Society 2010.10 
Prague

Tsubamoto H,  Kanazawa R,  Takeuchi S,  Itani Y,  
Arakawa A,  Shiozaki T,  Tabata T,  Toyoda S,  
Itoh K.  Phase Ⅱ trial of weekly irinotecan and 
carboplatin for relapsed ovarian cancer-a Kansai 
clinical oncology group srudy.  13th Biennial Meeting 
of the International Gynecologic Cancer Society

（IGCS） 2010.10 Prague
［国内学会］
細田容子.  初期発育卵胞の遺伝子発現に関する検討.  第5

回日本生殖再生医学会学術集会 2010.2 東京
細田容子,  荻野舞,  田中宏幸,  小森慎二.  マウス卵胞の発

育段階による遺伝子発現の変化.  第83回日本内分泌学会
学術集会 2010.3 京都

田中宏幸,  長谷川昭子,  細田容子,  荻野舞,  坂佳世,  小森
慎二.  着床期子宮におけるCD52の発現とその機能および
発現制御について.  第62回日本産科婦人科学会学術講演
会 2010.4 東京

堀内功,  坂佳世,  矢田有里,  和田龍,  細田容子,  荻野舞,  
小森慎二.  当院において腹腔鏡検査を施行した不妊症
症例の検討.  第62回日本産科婦人科学会学術講演会 

2010.4 東京
鍔本浩志,  和田龍,  金澤理一郎,  伊藤善啓,  小森慎二.  卵

巣漿液性境界悪性腫瘍ⅢC期卵巣温存治療後再燃に対し
てリュープロレリンを試みた一例.  第62回日本産科婦人
科学会学術講演会 2010.4 東京

堀理照,  和倉久実,  半田雅文,  小森慎二,  平省三.  FSH,  
hCGLレセプター遺伝子解析を施行したHyperreact io 
luteinalis（応対化過剰反応）の1例.  第62回日本産科婦人
科学会学術講演会 2010.4 東京

持田菜穂子,  長谷川昭子,  細田容子,  荻野舞,  小森慎二.  
マウス未熟卵胞の無血清培養液を用いた体外培養系の検
討.  第51回日本哺乳動物卵子学会 2010.5 新潟

澤井英明,  井上田鶴子,  管原由恵,  三村博子,  岡本陽子,  
堀内功,  田中宏幸,  小森慎二,  小杉眞司,  玉置知子.  兵
庫医大の統計からみた羊水検査を目的に受診した妊婦の
受診の推移と動向.  第34回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会 2010.5 東京

中川奈保子,  沼部博直,  浦尾充子,  澤井英明,  富和清隆,  
佐藤恵子,  小杉眞司.  遺伝の仕組みと生物の多様性を学
ぶための小学3年生向け教育ツールの開発.  第34回日本
遺伝カウンセリング学会学術集会 2010.5 東京

坂根理矢,  金澤理一郎,  和田龍,  伊藤善啓,  鍔本浩志,  小
森慎二,  羽尾裕之,  廣田誠一.  保存的治療の後再発を認
めた低悪性度子宮内膜間質肉腫（LGESS）の2症例.  第
48回日本婦人科腫瘍学会 2010.7 茨城

坂佳世,  堀内功,  矢田有里,  細田容子,  荻野舞,  和田龍,  
武信尚史,  持田菜穂子,  澤井英明,  小森慎二.  当院にお
ける自然流産症例の絨毛染色体検査.  第28日本受精着
床学会総会学術講演会 2010.7 横浜

堀内功,  原田佳世子,  内田暁子,  脇本裕,  加藤徹,  坂佳世,  
荻野舞,  伊藤善啓,  小森慎二.  卵管の捻転により急性腹
症が認められた傍卵管嚢胞症例の一例.  第50回日本産
科婦人科内視鏡学会学術集会 2010.7 東京

原田佳世子,  加藤徹,  坂根理矢,  和田龍,  武信尚史,  田中
宏幸,  澤井英明,  小森慎二.  当科における炎症性腸疾患

（IBD）合併妊娠例44例の検討.  第46回日本周産期・新
生児医学会総会および学術集会 2010.7 神戸

田中宏幸,  加藤徹,  坂根理矢,  和田龍,  原田佳世子,  武
信尚史,  澤井英明,  小森慎二,  佐々木隆士,  清水義
之,  奥山宏臣.  胎児水腫を伴う先天性嚢胞状腺腫様奇形

（CCAM）に対し,  胎児胸腔内嚢胞穿刺を行い,  妊娠継
続して救命できた1例.  第46回日本周産期・新生児医学会
総会および学術集会 2010.7 神戸

坂根理矢,  加藤徹,  和田龍,  原田佳世子,  武信尚史,  田中
宏幸,  小森慎二.  CK異常高値を認め,  帝王切開後に多
発筋炎合併が判明した一例.  第46回日本周産期・新生児
医学会総会および学術集会 2010.7 神戸

Hardiyanto L,  Hasegawa A,  Komori S.  Effect of male 
reproductive tract CD52（mrt-cd52）on the immune 
complement classical pathway.  第29回日本アンドロロ
ジー学会学術大会・第16回精子形成・精巣毒性研究会 
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2010.7 東京
持田菜穂子,  長谷川昭子,  細田容子,  荻野舞,  小森慎二.  

無血清培地を用いたマウス未発育卵胞の体外培養につい
て.  第55回日本生殖医学会総会・学術集会 2010.11 徳島

堀内功,  坂佳世,  矢田有里,  和田龍,  武信尚史,  持田菜穂
子,  近藤宣幸,  澤井英明,  小森慎二.  自然流産症例にお
ける絨毛染色体検査と臨床的背景.  第55回日本生殖医学
会総会・学術集会 2010.11 徳島

小森慎二.  男性不妊症とY染色体. （教育講演）第55回日本
生殖医学会総会・学術集会 2010.11 徳島

細田容子.  初期卵胞発育における網羅的遺伝子発現解
析.  卵巣機能の関する基礎研究の進歩:最近の知見から. 

（シンポジウム）第55回日本生殖医学会総会・学術集会 
2010.11 徳島

［地方会等］
脇本裕,  井上佳代,  細田容子,  伴知子,  和倉久実,  坂佳

世,  和田龍,  内田暁子,  金澤理一郎,  鍔本浩志,  澤井英
明,  小森慎二.  クッシング症候群合併骨盤内腫瘍の1症
例.  第84回兵庫県産科婦人科学会 2010.6 神戸

池田ゆうき,  坂根理矢,  加藤徹,  荻野舞,  青井千尋,  矢田
有里,  原田佳世子,  伊藤善啓,  武信尚史,  堀内功,  田中
宏幸,  澤井英明,  小森慎二.  妊娠中に腸閉塞を発症し緊
急帝王切開術を行った1症例.  第84回兵庫県産科婦人科
学会 2010.6 神戸

加藤徹,  脇本裕,  細田容子,  伴知子,  青井千尋,  伊藤善啓,  
堀内功,  小森慎二.  傍卵管嚢胞を合併し卵管捻転を来し
た1症例.  第122回近畿産科婦人科学会総会ならびに学
術集会 2010.6 京都

井上佳代,  鍔本浩志,  坂根理矢,  坂佳世,  和田龍,  伊藤善
啓,  内田暁子,  金澤理一郎,  小森慎二,  田端千春,  中野
孝司,  塚本吉胤,  羽尾裕之,  廣田誠一,  二村和光.  腹水
細胞診にて診断した大網原発中皮腫の1例.  第122回近畿
産科婦人科学会総会ならびに学術集会 2010.6 京都

池田ゆうき,  鍔本浩志,  和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  
化学療法中の粘膜障害に対する免疫賦括経腸栄養剤「イ
ンパクトTM」投与の試み.  第122回近畿産科婦人科学会総
会ならびに学術集会 2010.6 京都

荻野舞,  田中宏幸,  池田ゆうき,  矢田有里,  衣田隆俊,  原
田佳世子,  武信尚史,  澤井英明,  小森慎二.  当科で経験
した腎血管筋脂肪腫合併妊娠の1症例．第122回近畿産科
婦人科学会総会ならびに学術集会 2010.6 京都

武信尚史,  原田佳世子,  池田ゆうき,  井上佳代,  矢田有里,  
伊藤善啓,  小森慎二.  内子宮口付近で不正な流動性エ
コーを認めplacenta lakeと考えられた前置胎盤の1症例.  
The 11th Annual Symposium Japanese Society for the 
Advancement of Women’s Imaging 2010.9 淡路

澤井英明.  産婦人科医療と遺伝カウンセリング. （教育講
演）第123回近畿産科婦人科学会学術集会 2010.10 京都

池田ゆうき,  鍔本浩志,  井上佳代,  坂根理矢,  伴知子,  細
田容子,  和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  子宮頸部腺癌
Ⅳa期に対してNAC後に前方または後方内臓全摘出手術

を施行し長期生存を得た2例.  第123回近畿産科婦人科学
会学術集会 2010.10 京都

鍔本浩志,  井上佳代,  坂根理矢,  池田ゆうき,  内田暁子,  
和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  腫瘍径3cm以上の子宮
頸部扁平上皮癌に対して,  NAC後に子宮頸部摘出し子宮
温存を試みた3例.  第123回近畿産科婦人科学会学術集
会 2010.10 京都

矢田有里,  澤井英明,  和田龍,  田中宏幸,  武信尚史,  伊藤
善啓,  原田佳世子,  池田ゆうき,  小森慎二.  出生前に胎
児ヘリカルCTで診断し出生後に遺伝子変異を確認したⅡ
型コラーゲン異常症.  第123回近畿産科婦人科学会学術
集会 2010.10 京都

荻野舞,  堀内功,  脇本裕,  坂佳世,  加藤徹,  和倉久実,  青
井千尋,  持田菜穂子,  小森慎二.  体外受精胚移植治療
後の妊娠において子宮内妊娠と頸管妊娠が同時に認めら
れた1例.  第123回近畿産科婦人科学会学術集会 2010.10 
京都

［科学研究費等班会議］
澤井英明.  地域別胎児系統疾患相談システムについて.  厚

生労働科学研究難治性疾患克服研究事業「致死性骨異
形成症の診断と予後に関する研究」平成22年度第1回班
会議 2010.8 東京

澤井英明.  致死性骨異形成症の全国調査とWeb症例登録シ
ステム構築.  厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事
業「致死性骨異形成症の診断と予後に関する研究」第3回
胎児骨系統疾患フォーラムおよび平成22年度第2回班会
議 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
小森慎二.  産婦人科における内視鏡検査と手術. （特別講

演）第13回栃木県内視鏡外科研究会 2010.1 栃木
小森慎二.  産婦人科における内分泌疾患及び性分化異常

−これまでの経験から−. （特別講演）近畿青嵐講演会 
2010.2 神戸

小森慎二.  生殖免疫における抗精子抗体. （特別講演）第
40回関西アンドロロジーカンファレンス・第135回日本生殖
医学会関西支部集談会 2010.3 大阪

Hardiyanto L,  長谷川昭子,  小森慎二.  男性生殖器におけ
るCD52はN-リンク糖鎖を介してC1qに結合し,  補体活性
を制御する.  第40回関西アンドロロジーカンファレンス・
第135回日本生殖医学会関西支部集談会 2010.3 大阪

小森慎二.  最近の産婦人科診療での話題. （特別講演）第3
回北神三田産婦人科連携フォーラム 2010.3 三田

田中宏幸,  荻野舞,  細田容子,  原田佳世子,  武信尚史,  小
森慎二.  腟ウレアプラズマ感染と妊娠予後との関係.  第
16回兵庫県性感染症（STI）研究会総会 2010.3 神戸

小森慎二 .  免疫が関与する不妊の基礎と臨床. （特別講
演）第3回神戸シンポジア 2010.4 神戸

井上田鶴子,  澤井英明,  管原由恵,  三村博子,  岡本陽子,  
堀内功,  田中宏幸,  小森慎二,  小杉眞司,  玉置知子.  遺
伝カウンセリングの視点から見た羊水検査を目的に受診し
た妊婦の現状と動向.  第10回関西出生前診療研究会学
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術集会 2010.5 西宮
堀内功,  原田佳世子,  内田暁子,  脇本裕,  加藤徹,  細田容

子,  坂佳世,  荻野舞,  金澤理一郎,  伴知子,  青井千尋,  
伊藤善啓,  小森慎二.  卵管のみの捻転が認められた傍
卵管嚢胞の一例.  第9回兵庫産婦人科内視鏡手術懇話会 
2010.5 神戸

鍔本浩志.  静脈血栓塞栓症（VTE）予防管理.  第3回六甲
産婦人科疾患研究会 2010.5 西宮

田中宏幸.  胎児骨系統疾患の診断−3DCTを中心に−.  第3
回六甲産婦人科疾患研究会 2010.5 西宮

澤井英明.  胎児の四肢骨格異常の診断グループ胎児骨系統
疾患フォーラムと厚生労働省難治性疾患克服研究事業の
紹介.  第3回六甲産婦人科疾患研究会 2010.5 西宮

澤井英明.  出生前診断の社会におけるコンセンサスと個人
の選択.  第5回生と死の倫理 2010.6 岡山

堀内功.  子宮内膜症に対するジェノゲストの長期投与を用
いた治療症例−月経随伴気胸併発例と結節性多発動脈
炎合併症例−.  第21回エンドメトリオーシス研究会 2010.8 
大阪

■その他■
和田龍.  taxane系抗癌剤使用による副作用について（Q＆

A）.  産婦人科の進歩 2010;62:157.
矢田有里.  子宮内膜症病変に対する薬物療法.  第13回尼崎

地区産婦人科疾患勉強会 2010.6 尼崎
澤井英明．最近の初期妊婦検診でのトピックス.  第13回尼

崎地区産婦人科疾患勉強会 2010.6 尼崎
和田龍.  症例提示.  第11回西宮・兵庫医科大学産婦人科勉

強会 西宮
小森慎二.  産婦人科におけるホルモン療法.  第11回西宮・

兵庫医科大学産婦人科勉強会 西宮
堀内功.  不育症.  神戸新聞 2010.9.25:4.

 

整形外科学
Orthopaedic Surgery

■著書■
吉矢晋一,  津森洋平,  柴沼均,  小橋昌司.  関節の3次元動

作解析装置.  上月正博,  生駒一憲,  芳賀信彦  編.  リハ
医とコメディカルのための最新リハビリテーション医学.  
東京:先端医療技術研究所, 2010:89-92.

森山徳秀.  化膿性脊椎炎.  社団法人日本化学療法学会,  抗
菌化学療法認定薬剤師認定委員会  編.  抗菌化学療法認
定薬剤師テキスト.  東京:日本化学療法学会, 2010:122-4.

八木正義,  吉矢晋一.  屈筋腱を用いるACL一重束再建術の
手術手技とコツ.  吉矢晋一  編.  膝関節鏡下手術.  東京:
文光堂, 2010:44-51.

吉矢晋一 ,  中山寛 .  半月板修復術の手術手技とコツ−
inside-out法.  吉矢晋一  編.  膝関節鏡下手術.  東京:文
光堂, 2010:67-75.

吉矢晋一.  International Knee Documentation Committee

（IKDC）の評価基準,  Tegner activity score,  Lysholm 
knee scoring scale,  Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Score（KOOS）.  吉矢晋一  編.  膝関節鏡下手
術.  東京:文光堂,  2010:348-65.

吉矢晋一.  ジョギング.  日本整形外科学会  編.  ロコモティ
ブシンドローム診療ガイド 2010.  東京:文光堂, 2010:107-
9.

黒田良祐,  吉矢晋一,  久保晴司,  松下雄彦,  黒坂昌弘.  内
側側副靭帯損傷.  越智光夫  編著.  カラーアトラス  膝・
足の外科.  東京:中外医学社, 2010:76-83.

八木正義,  吉矢晋一.  後外側複合体損傷の診断と治療.  越
智光夫  編著.  カラーアトラス  膝・足の外科.  東京:中外
医学社, 2010:84-91.

吉矢晋一,  福西成男,  八木正義,  今村史明.   総論（病態,  
診断など）.  越智光夫  編著.  カラーアトラス  膝・足の外
科.  東京:中外医学社, 2010:210-21.

吉矢晋一,  八木正義.  半月板損傷,  半月板嚢腫.  長野昭,  
松下隆,  戸山芳昭,  安田和則,  石黒直樹  編.  整形外科
専門医テキスト.  東京:南江堂, 2010:773-7.

吉矢晋一,  麩谷博之.  青年壮年期の膝痛から何を想定する
か.  宗田大  専門編集  中村耕三  総編.  膝の痛みクリニ
カルプラクティス.  東京:中山書店, 2010:8-17.

田中寿一.  肘頭骨折,  肘関節脱臼,  橈骨頭骨折,  橈骨頚部
骨折,  先天性橈骨頭脱臼,  肘内障,  MP関節脱臼,  PIP
関節脱臼骨折.  国分正一,  岩谷力,  落合直之,  佛淵孝夫  
編.  今日の整形外科治療指針.  第6版.  東京:医学書院, 
2010:430-3,493.

吉矢晋一.  分裂膝蓋骨,  膝蓋軟骨軟化症.  国分正一,  岩谷
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of distal motor latency measurement after palmar 
stimulation for advanced carpal tunnel syndrome.  
11th Tr ienn ia l Congress of the Internat iona l 
Federation of Societies for Surgery of the Hand
（IFSSH2010） 2010.10 Seoul

Makino T,  Kokubu T,  Nagura I,  Toyokawa N,  Inui 
A,  Sakata R,  Nishimoto H,  Kurosaka M,  Fujioka 
H.  Surgical results of scaphoid nonuniontreated by 
screw fixation with iliac bone graft.  11th Triennial 
Congress of the International Federation of Societies 
for Surgery of the Hand（IFSSH2010） 2010.10 Seoul

［国内学会］
奥野宏昭,  田中寿一,  藤岡宏幸,  山際得益,  吉矢晋一.  

DTJ screwを用いた橈骨頭・頸部骨折の治療経験.  第22
回日本肘関節学会学術集会 2010.2 さいたま

山際得益,  河合光徳,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  田中寿一.  血
友病に合併した肘部管症候群の治療経験.  第22回日本肘
関節学会学術集会 2010.2 さいたま

福西成男,  福井智一,  西尾祥史,  吉矢晋一.  Image free 
navigation を用いたPrimary THA の有用性と問題
点. （パネルディスカッション）第40回日本人工関節学会 
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2010.2 宜野湾
福西成男,  福井智一,  岡久昇平,  西尾祥史,  藤原勇輝,  吉

矢晋一.  THA再置換時における術前造影CTでの大腿動
脈の走行異常の検討.  第40回日本人工関節学会 2010.2 
宜野湾

岡久昇平,  福西成男,  西尾祥史,  福井智一,  藤原勇輝,  吉
矢晋一.  THA再置換時に深大腿動脈損傷と浅大腿動脈
血栓症を生じ人工血管を用いた血行再建術を必要とした
症例.  第40回日本人工関節学会 2010.2 宜野湾

福井智一,  福西成男,  今村史明,  清野大輔,  津森洋平,  藤
原勇輝,  吉矢晋一.  Transverse acetabular ligamentは
カップ設置の指標になり得るか？（CT free navigation 
systemを用いて）.  第40回日本人工関節学会 2010.2 宜
野湾

今村史明,  津森洋平,  藤原勇輝,  吉矢晋一,  柴沼均,  小
橋昌司,  中島祐介,  畑豊,  黒坂昌弘.  PCL温存mobile 
bearing typeのe-motion人工膝関節の術中・術後の動作
解析の比較.  第40回日本人工関節学会 2010.2 宜野湾

藤原勇輝,  今村史明,  福西成男,  津森洋平,  清野大輔,  
福井智一,  吉矢晋一.  著明な内側不安定性を呈した
revision TKA膝に対して再々置換術およびMCL再建術
を行った1例.  第40回日本人工関節学会 2010.2 宜野湾

田中寿一.  手指脱臼骨折に対する最小侵襲手技治療. （特
別講演）第22回日本ハンドセラピィ学会学術集会 2010.4 
新潟

藤岡宏幸,  蔭山敬久,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一.  
母指CM関節症に対するTJ screwを用いたsuspension 
arthroplastyの治療成績. （パネルディスカッション）第53
回日本手の外科学会学術集会 2010.4 新潟

藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉矢晋一.  
SLAC wristに対する4-corner arthrodesisの治療成績.第
53回日本手の外科学会学術集会 2010.4 新潟

牧野健,  名倉一成,  国分毅,  黒坂昌弘,  藤岡宏幸.  キー
ンベック病に対する有頭有鉤骨間固定を併用した有頭骨
短縮術の治療成績.  第53回日本手の外科学会学術集会 
2010.4 新潟

大迎知宏,  藤岡宏幸,  加納正雄,  奥野宏昭,  田中寿一.  有
鉤骨鉤骨折に対する骨片切除術の治療経験.  第53回日本
手の外科学会学術集会 2010.4 新潟

常深健二郎,  奥野宏昭,  山際得益,  藤岡宏幸,  田中寿一.  
DTJ screwを使用した新鮮舟状骨骨折の治療成績.  第53
回日本手の外科学会学術集会 2010.4 新潟

坂田亮介,  藤岡宏幸,  牧野健,  豊川成和,  黒坂昌弘.  生
体吸収性scaffoldを用いた骨軟骨修復におけるvascular 
endotherial growth factor（VEGF）の局在の検討.  第
53回日本手の外科学会学術集会 2010.4 新潟

山際得益,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  常深健二郎,  田中寿一.  
舟状骨疲労骨折の治療経験.  第53回日本手の外科学会
学術集会 2010.4 新潟

井上真一,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  堀之
内豊,  吉矢晋一.  外側塊スクリューに伴う術中外側塊骨

折の検討.  第39回日本脊椎脊髄病学会 2010.4 高知
森山徳秀,  岡田文明,  圓尾圭史,  橘俊哉,  井上真一,  堀之

内豊,  吉矢晋一.  骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節患者の
神経症状の検討.  第39回日本脊椎脊髄病学会 2010.4 高
知

森山徳秀,  井上真一,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  堀
之内豊,  吉矢晋一.  同一入院期間内に複数回脊椎手術を
行った症例の検討.  第39回日本脊椎脊髄病学会 2010.4 
高知

圓尾圭史,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  堀之内豊,  吉矢
晋一.  腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入両側除圧術の
除圧椎間数別手術成績  DLS群と非DLS群の比較.  第39
回日本脊椎脊髄病学会 2010.4 高知

岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之内豊,  井上
真一,  吉矢晋一.  有痛性脊椎手術患者における脊髄電気
刺激療法（SCS）の適応と限界.  第39回日本脊椎脊髄病
学会 2010.4 高知

井上真一,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  堀之
内豊,  吉矢晋一.  外側塊スクリューに伴う術中外側塊骨
折の検討.  第83回日本整形外科学会学術総会 2010.5 東
京

田中寿一,  藤岡宏幸.  第5中足骨基部疲労骨折（いわゆる
Jones骨折）の治療. （パネルディスカッション）第83回日
本整形外科学会学術総会 2010.5 東京

森山徳秀,  井上真一,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  堀
之内豊,  吉矢晋一.  同一入院期間に複数回手術を行った
症例の検討  脊椎再手術例の分析から確立したリスクマ
ネージメント.  第83回日本整形外科学会学術総会 2010.5 
東京

藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  常深健二郎,  戸祭正喜,  
田中寿一,  吉矢晋一,  名倉一成,  国分毅,  牧野健,  黒
坂昌弘.  SLAC wristに対する部分手関節固定術（four-
corner arthrodesis）の治療成績.  第83回日本整形外科
学会学術総会 2010.5 東京

吉矢晋一.  膝半月板損傷診断・治療のpitfall. （教育講演）
第83回日本整形外科学会学術総会 2010.5 東京

荒川晃,  森山徳秀,  吉矢晋一.  高レベルアスリートの腰椎
椎間板ヘルニアの手術成績.  第23回日本臨床整形外科学
会学術集会 2010.7 横浜

諸岡孝俊,  宮脇淳志,  山田太平,  平田淳一,  小谷穣治,  山
際得益,  奥野宏昭,  藤岡宏幸,  田中寿一,  吉矢晋一.  ガ
ラスによる前腕部掌側損傷によるtertiary surveyの重要
性について.  第24回日本外傷学会総会・学術集会 2010.5 
千葉

森口和哉,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉
矢晋一,  高島孝之.  スポーツ選手の足舟状骨疲労骨折に
対する経皮的骨接合術.  第35回日本足の外科学会学術
集会 2010.6 奈良

今村史明,  津森洋平,  清野大輔,  吉矢晋一,  柴沼均,  中島
祐介,  小橋昌司,  黒坂昌弘.  Mobile bearing CR TKA
の非荷重屈曲動作解析  術中・術後計測結果の比較.  第
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2回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS 
2010） 2010.7 宜野湾

清野大輔,  津森洋平,  福井智一,  今村史明,  福西成男,  吉
矢晋一.  腱性弾発膝の3例.  第2回日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会（JOSKAS 2010） 2010.7 宜野湾

中山寛,  山口基,  佐々木謙,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌
弘.  解剖学的2重束前十字靱帯再建術の大腿骨骨孔作製
方法  Inside-out法でresident's ridgeの後方に骨孔を作
製する際の問題点.  第2回日本関節鏡・膝・スポーツ整形
外科学会（JOSKAS 2010） 2010.7 宜野湾

佐々木謙,  山口基,  中山寛,  吉矢晋一,  黒田良祐,  黒坂昌
弘.  前十字靱帯再建術における大腿骨骨孔位置とpivot 
shift testとの関係.  第2回日本関節鏡・膝・スポーツ整形
外科学会（JOSKAS 2010） 2010.7 宜野湾

中山寛,  吉矢晋一,  山口基,  佐々木謙,  下奥靖,  有田親史.  
両膝関節に生じた区域性移動性骨萎縮症の2例.  第2回日
本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS 2010） 
2010.7 宜野湾

新倉隆宏,  李相亮,  大江啓介,  三輪雅彦,  藤岡宏幸,  牧野
健,  名倉一成,  康暁博,  古賀敬章,  黒坂昌弘.  ロッキン
グプレートを用いた偽関節・遷延治癒骨折手術の治療成
績. （シンポジウム）第36回日本骨折治療学会 2010.7 千
葉

清野大輔,  吉矢晋一.  80歳以上の高齢者に対する人工膝関
節置換術後の機能回復.  第22回日本運動器リハビリテー
ション学会 2010.7 仙台

福永訓,  麩谷博之,  吉矢晋一.  単純性骨嚢腫に対する骨嚢
腫用持続減圧螺子による治療経験.  第43回日本整形外
科学会骨・軟部腫瘍学術集会 2010.7 東京

福永訓,  麩谷博之,  田中寿一,  藤岡宏幸,  吉矢晋一.  肘関
節に発生した滑膜性軟骨腫症により後骨間神経麻痺を来
した1例.  第43回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集
会 2010.7 東京

森口和哉,  福永訓,  麩谷博之,  吉矢晋一.  脛骨近位に発生
した小細胞骨肉腫の1例.  第43回日本整形外科学会骨・
軟部腫瘍学術集会 2010.7 東京

藤岡宏幸,  森口和哉,  常深健二郎,  田中寿一,  吉矢晋一,  
高島孝之.  足舟状骨疲労骨折に対する経皮的骨接合術.  
第36回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2010.9 横
浜

中山寛 ,  吉矢晋一,  矢口貴博,  西崎智之 ,  宮澤敬治.  
ResveratrolによるSIRT1を介した関節リウマチ滑膜細胞
のapoptosis誘導.  第25回日本整形外科学会基礎学術集
会 2010.10 京都

坂田亮介,  藤岡宏幸,  牧野健,  国分毅,  名倉一成,  豊
川成和,  乾淳幸,  兼子博章,  佐竹真,  黒坂昌弘.  生体
吸収性scaf foldを用いた骨軟骨修復におけるvascular 
endotherial growth factor局在の検討.  第25回日本整形
外科学会基礎学術集会 2010.10 京都

福西成男,  福井智一,  西尾祥史,  藤原勇輝,  岡久昇平,  吉
矢晋一.  Image free navigationを使用したTHAの成績と

問題点. （パネルディスカッション）第37回日本股関節学
会 2010.10 福岡

岡久昇平,  福西成男,  福井智一,  吉矢晋一.  THA及び
THA再置換時における術前造影CTでの大腿動脈の走行
異常の検討.  第37回日本股関節学会 2010.10 福岡

福井智一,  福西成男,  岡久昇平,  藤原勇輝,  諸岡孝俊,  西
尾祥史,  吉矢晋一.  臼蓋横走靱帯の走行角度（CT free 
navigationを用いて）.  第37回日本股関節学会 2010.10 福
岡

西尾祥史,  三浦寿一,  藤原勇輝,  小柳佐保子,  福西成男,  
吉矢晋一.  THA術後疼痛に対する各種鎮痛方法の比較
検討.  第37回日本股関節学会 2010.10 福岡

河合光徳,  宮脇淳志,  小谷穣治,  福西成男,  福井智一,  吉
矢晋一.  全人工股関節置換術を行った寛骨臼骨折の3例.  
第37回日本股関節学会 2010.10 福岡

森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  堀之内豊,  吉矢
晋一.  看護師の腰椎椎間板ヘルニアに対する手術成績の
検討.  第18回日本腰痛学会 2010.10 札幌

岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之内豊,  井
上真一,  吉矢晋一,  森山萬秀,  村川和重.  脊椎手術後
の難治性疼痛を有する患者に対するSCS（spainal cord 
stimulation）の適応.  第18回日本腰痛学会 2010.10 札幌

橘俊哉,  森山徳秀,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上真一,  堀之
内豊,  吉矢晋一.  ボックス型ケージの頚椎前方固定術に
おける有用性−頚椎椎間板ヘルニアに対する単椎間前方
固定術での自家腸骨移植例との比較−.  第19回日本脊椎
インストゥルメンテ−ション学会 2010.10 札幌

井垣歩,  岡田文明,  黒田美穂,  本田倫乃,  柴山沙織,  戌角
幸治,  和田恭直,  森山徳秀,  吉矢晋一,  小柴賢洋.  頸椎
症性筋萎縮症におけるErb点電気刺激による近位筋,  遠
位筋導出のCMAPとCMCTの検討.  第40回日本臨床神
経生理学会学術集会 2010.11 神戸

岡田文明,  武田正中,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之
内豊,  黒田美穂,  井垣歩,  立花久大.  表皮内電気刺激法
による痛み関連電位−健常人での検討−.  第40回日本臨
床神経生理学会学術集会 2010.11 神戸

中山寛,  清野大輔,  吉矢晋一,  山口基,  佐々木謙,  藤田健
司.  アメリカンフットボール,  ラグビー選手に生じた膝蓋
骨脱臼の4例.  第21回日本臨床スポーツ医学会学術集会 
2010.11 つくば

［地方会等］
神原俊一郎,  清野大輔,  津森洋平,  福井智一,  今村史明,  

福西成男,  吉矢晋一,  長濱史朗,  松本學.  陳旧性大腿
四頭筋腱断裂の2例.  第428回整形外科集談会京阪神地
方会 2010.1 大阪

西本華子,  牧野健,  国分毅,  名倉一成,  乾淳幸,  坂田亮介,  
黒坂昌弘,  藤岡宏幸.  手掌部動脈瘤の一例.  第428回整
形外科集談会京阪神地方会 2010.1 大阪

堀之内豊,  橘俊哉,  森山徳秀,  岡田文明,  圓尾圭史,  藤原
勇輝,  楠山一樹,  吉矢晋一.  脊髄症を呈した軸椎二分脊
椎の1例.  第429回整形外科集談会京阪神地方会 2010.3 
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大阪
加納正雄,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉

矢晋一.  有鉤骨鉤骨折の治療経験.  第114回中部日本整
形外科災害外科学会・学術集会 2010.4 名古屋

清野大輔,  今村史明,  福西成男,  福井智一,  津森洋平,  吉
矢晋一.  80歳以上の高齢者に対する人工膝関節置換術
の術後短期成績.  第114回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 2010.4 名古屋

岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之内豊,  吉
矢晋一.  初診時原発不明であった転移性脊椎腫瘍の検
討.  第114回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2010.4 名古屋

横山和典,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉
矢晋一.  観血的治療を行った遠位上腕二頭筋腱皮下断
裂の1例.  第114回中部日本整形外科災害外科学会・学術
集会 2010.4 名古屋

宮崎裕子,  麩谷博之,  福永訓,  吉矢晋一.  大腿骨に発生し
た高齢者骨肉腫の1例.  第430回整形外科集談会京阪神
地方会 2010.6 大阪

横山和典,  福西成男,  福井智一,  吉矢晋一.  THA術後に
頻回脱臼をきたした1例.  第431回整形外科集談会京阪神
地方会 2010.9 大阪

麩谷博之 ,  福永訓 ,  吉矢晋一.  軟部腫瘍の超音波診断
におけるパワードプラの有用性. （パネルディスカッショ
ン）第115回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2010.10 大阪

中山寛,  清野大輔,  今村史明,  田中寿一,  吉矢晋一,  丸
岡隆.  膝蓋骨脱臼に伴ったtangential osteochondral 
fractureをDTJ mini screwにて固定した2例.  第115回中
部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2010.10 大阪

河合光徳,  宮脇淳志,  小谷穣治,  福西成男,  福井智一,  
吉矢晋一.  全人工股関節置換を行った寛骨臼骨折の3
例.  第115回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2010.10 大阪

森口和哉,  福永訓,  金澤優純,  麩谷博之,  吉矢晋一.  化
膿性骨髄炎に対する抗生剤入りバイオペックスの治療経
験.  第115回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 
2010.10 大阪

桐田由季子,  石川貴巳,  常深健二郎,  藤岡宏幸,  田中寿一,  
吉矢晋一.  掌側プレート固定術後に長母指屈筋腱皮下断
裂をきたした1例.  第432回整形外科集談会京阪神地方会 
2010.11 大阪

［科学研究費等班会議］
森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  井上真一,  堀之

内豊,  吉矢晋一.  阪神地区での脊柱検診の現状と潜在性
二分脊椎の疫学的検討（第3報）.  厚生労働省精神・神経
疾患研究委託費「発達期における骨格系と脳脊髄液循環
動態の発生学的特性に基づく高次脳脊髄機能障害の治
療および総合医療に関する研究」平成22年度研究報告会 
2010.11 東京

［研究会・講演会等］

藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  常深健二郎,  蔭山敬久,  
戸祭正喜,  田中寿一,  吉矢晋一.  舟状骨骨折手術後の骨
癒合不全に対する再手術方法. （シンポジウム）第27回中
部日本手の外科研究会 2010.1 大阪

森口和哉,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉
矢晋一,  高島孝之.  足舟状骨疲労骨折の治療経験.  第15
回スポーツ傷害フォーラム 2010.1 大阪

吉矢晋一.  持久系スポーツによる膝・下腿の障害. （教育講
演）第15回スポーツ傷害フォーラム 2010.1 大阪

吉矢晋一.  半月板損傷に対する関節鏡手術. （教育講演）
第2回堺臨床整形外科医会学術講演会 2010.2 堺

福井智一,  福西成男,  藤原勇輝,  吉矢晋一.  臼蓋横走靱帯
の走行角度についての検討  CT-free navigationを用いて.  
第14回兵庫股関節研究会 2010.2 神戸

藤原勇輝,  福西成男,  福井智一,  岡久昇平,  西尾祥史,  吉
矢晋一.  前側方進入による表面置換人工股関節置換術.  
第14回兵庫股関節研究会 2010.2 神戸

岡田文明,  森山徳秀,  橘俊哉,  圓尾圭史,  堀之内豊,  黒田
美穂,  井垣歩,  吉矢晋一.  表皮内電気刺激法による痛み
関連電位−健常人での検討−.  第32回脊髄機能診断研究
会 2010.2 東京

黒田美穂,  岡田文明,  井垣歩,  柴山沙織,  本田倫乃,  戌角
幸治,  森山徳秀,  吉矢晋一,  小柴賢洋.  Erb点刺激によ
る近位筋及び遠位筋導出複合筋活動電位（CMAP）の検
討.  第32回脊髄機能診断研究会 2010.2 東京

吉矢晋一.  中高年齢者の下肢スポーツ障害の評価と対処. 
（教育講演）奈良県臨床整形外科医会研修会 2010.2 橿
原

田中寿一.  プロサッカーチームメディカルケアの実際−整形
外科医の役割−. （教育講演）第10回阪神六市整形外科
研修会 2010.2 大阪

神原俊一郎,  清野大輔,  福西成男,  今村史明,  福井智一,  
吉矢晋一,  長濱史朗,  松本學.  陳旧性大腿直筋腱断裂
に対し腱形成術を行った1例.  第22回関西関節鏡・膝研究
会 2010.3 大阪

中山寛,  佐々木謙,  山口基,  吉矢晋一,  荒木大輔,  黒田良
祐,  黒坂昌弘.  外側半月板前節損傷の検討.  第22回関西
関節鏡・膝研究会 2010.3 大阪

吉矢晋一.  半月損傷の病態とその治療法  Overview. （シ
ンポジウム）第22回関西関節鏡・膝研究会 2010.3 大阪

福井智一.  Femoroacetabular Impingementによる股関節
障害.  第205回阪神整形外科談話会 2010.3 西宮

田中寿一.  スポーツ選手の手・肘部骨折治療. （教育講演）
第4回骨折治療を考える会 2010.3 大阪

森口和哉,  藤岡宏幸,  奥野宏昭,  山際得益,  田中寿一,  吉
矢晋一,  高島孝之.  足舟状骨疲労骨折に対する経皮的骨
接合術の試み.  第4回骨折治療を考える会 2010.3 大阪

吉矢晋一.  膝関節鏡手術の合併症について. （教育講演）
第4回高槻整形外科スポーツセミナー 2010.6 高槻

吉矢晋一.  膝スポーツ外傷の予防と治療. （教育講演）第9
回ASOS学術講演会 2010.6 大津
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藤岡宏幸.  見逃してはいけない上肢の骨折とスポーツ障害. 
（教育講演）第25回神戸市北区整形外科医会 2010.7 神
戸

橘俊哉.  脊髄障害性疼痛−自験例の検討−.  第8回整形外
科痛みを語る会 2010.7 淡路

吉矢晋一.  膝,  靱帯,  半月板損傷に対する鏡視下手術.   
（教育講演）第4回信州関節鏡・内視鏡セミナー 2010.7 
松本

橘俊哉.  ボックス型ケージを用いた頚椎前方固定術.  第3回
神戸脊椎インスツルメンテーション研究会 2010.8 神戸

真鍋貴重,  森山徳秀,  橘俊哉,  岡田文明,  圓尾圭史,  堀之
内豊,  西川賢吾,  吉矢晋一.  環椎を含めた後方固定術後
に後頭骨浸食をきたした2例.  第34回脊椎外科を学ぶ会 
2010.9 大阪

森山徳秀.  脊椎疾患による難治性疼痛の対応（脊椎外科医
とペインクリニック医の連携について）.  第5回阪神麻酔・
ペインクリニック開業医会講演会 2010.9 神戸

田中寿一.  スポーツ選手の手・肘傷害治療. （教育講演）新
潟県臨処す整形外科医会 2010.9 新潟

中山寛,  清野大輔,  今村史明,  田中寿一,  吉矢晋一,  丸
岡隆.  DTJ mini screwにて固定を行ったtangential 
osteochondral fractureの2例.  第47回兵庫県膝関節研究
会 2010.9 神戸

藤岡宏幸.  見逃してはいけない手の外傷とスポーツ障害. 
（教育講演）第9回東播整形外科医会 2010.10 加古川

吉矢晋一.  中高齢者スポーツと運動器リハビリテーション. 
（教育講演）第8回鹿児島骨・関節フォーラム 2010.10 鹿
児島

藤岡宏幸.  見逃してはいけない肩・肘の骨折とその合併症. 
（教育講演）第208回阪神整形外科談話会 2010.11 西宮

吉矢晋一.  中高齢者の運動器疾患の運動療法. （教育講
演）第14回群馬関節セミナー 2010.11 前橋

田中寿一.  私の舟状骨骨折・偽関節治療. （教育講演）第57
回中国・四国手外科症例検討会 2010.11 宇部

■その他■
吉矢晋一.  高齢者をロコモティブシンドロームにさせないた

めに.  平成21年度介護予防事業従事者研修会 2010.2 西
宮

吉矢晋一.  膝スポーツ外傷.  診断と治療のpitfall. （教育講
演）第53回広島大学整形外科学教室同門会教育研修会 
2010.5 広島

田中寿一.  医師としての道−スポーツドクター活動の実際−.  
第1回高校生医学部進学セミナー 2010.7 松本

吉矢晋一.  膝関節外科・スポーツ医学の今日の課題と次世
代の治療. （教育講演）大阪医科大学整形外科学教室同
門会教育研修会 2010.9 大阪

吉矢晋一.  成長期になりやすい障害と正しい動作.  平成22
年度西宮市民スポーツ指導者養成講習会 2010.10 西宮

森山徳秀.  腰部脊柱管狭窄症の診断と治療.  第16回「運動
器の10年・骨と関節の日」市民公開講座 2010.10 神戸

橘俊哉.  胸髄症と脊髄障害性疼痛. （教育講演）第5回兵庫

医科大学整形外科セミナー 2010.10 尼崎
藤岡宏幸.  舟状骨骨折を伴った月状骨周囲脱臼（経舟状骨

月状骨周囲脱臼）.  整形外科 2010;61:1127-8.
麩谷博之,  石藏礼一,  圓尾圭史,  吉矢晋一.  MRI検査.  整

形外科看護 2010;15:1223-7.
麩谷博之,  石藏礼一,  圓尾圭史,  森山徳秀.  CT検査.  整

形外科看護 2010;15:1228-35.

形成外科学
Plastic Surgery

■著書■
垣淵正男.  鼻骨骨折時の鼻中隔の処置.  平野明喜,  一瀬正

治,  保阪善昭  編.  顔面骨骨折の治療の実際.  東京:文光
堂, 2010:185-7.

垣淵正男.  眼瞼腫瘍摘出術.  下村嘉一  監,  松本長太,  檜
垣史郎  編. 「超入門」眼科手術基本術式50.  吹田:メ
ディカ出版, 2010:26-8.

■学術論文■
［総説］
Osaki Y,  Nishimoto S,  Oyama T,  Yoshimura Y.  

Congenital duplication of lower extremity--a case 
report and review of the literature.  J Plast Reconstr 
Aesthet Surg 2010;63:390-7.

［原著］
Nishimoto S,  Oyama T,  Fukuda K,  Kawai K,  Kakibuchi 

M.  Usage of absorbable thread and superglue 
for bui ld ing chondra l framework in aur icu lar 
reconstruction.  J Plast Reconstr Aesthet Surg 
2010;63:e300-1.

Carre AL,  James AW,  MacLeod L,  Kong W,  Kawai 
K,  Longaker MT,  Lorenz HP.  Interact ion of 
wingless protein（Wnt）,  transforming growth factor-
beta1,  hyaluronan production in fetal and postnatal 
fibroblasts.  Plast Reconstr Surg 2010;125:74-88.

小島正裕,  垣淵正男.  粉瘤（表皮嚢腫）と類上皮腫.  形成
外科 2010;53（増刊）:S34-5.

■学会発表■
［国際学会］
Larson B,  Kawai K,  Lorenz H.  Serum-derived 

nanoparticles increase the rate of cutaneous wound 
closure in mice.  3rd Annual Stanford Plastic Surgery 
Research Symposium 2010.5 Stanford

Kakibuchi M,  Nishimoto S,  Fukuda K,  Kawai K,  Fujiwara 
T,  Tsumano T,  Kinoshita M,  Ishise H,  Onishi K,  
Tonooka M.  Management of periorbital symptoms 
in facial paralysis.  The 10th Korea-Japan Congress of 
Plastic and Reconstructive Surgery 2010.6 Busan

Kakibuchi M.  Breast reconstruction with double-pedicle 
TRAM flap.  The 20th China-Japan Joint Congress on 
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Plastic Surgery 2010.8 Shanghai
Onishi K.  Surgical management of orbital blowout 

fractures: analysis of 65 consecutive cases.  The 20th 
China-Japan Joint Congress on Plastic Surgery 2010.8 
Shanghai

Kakibuchi M.  Management of periorbital symptoms in 
facial paralysis.  The 1st Japan-Korea Eye Symposium 
2010.10 Osaka

Fujiwara T,  Fukuda K ,  Nishimoto S,  Kakibuchi 
M,  Hosokawa K,  Kubo T.  Existence of neurites 
promotes differentiation of dermal fibroblasts into 
myofibroblasts and induces contraction of collagen 
matrix in vitro.  International Scar Meeting in Tokyo 
2010（ISMT2010）with The 5th Japan Scar Workshop 
2010.11 Tokyo

［国内学会］
垣淵正男.  眼瞼下垂に対する経皮的ミュラー筋タッキング手

術とその効果.  第33回日本眼科手術学会総会 2010.1 東
京

垣淵正男.  頭頸部再建に用いる皮弁（教育講演）.  第53回
日本形成外科学会総会・学術集会 2010.4 金沢

西本聡,  妻野知子,  下北良,  沖原しんいちろう,  太田万理,  
山内太助,  福田健児,  垣淵正男.  レーザー光線による骨
加工装置の開発.  第53回日本形成外科学会総会・学術集
会 2010.4 金沢

藤原敏宏,  福田健児,  西本聡,  蔭山晶子,  妻野知子,  小島
正裕,  垣淵正男.  顔面骨骨折治療における眼窩下縁アプ
ローチの合併症の検討.  第53回日本形成外科学会総会・
学術集会 2010.4 金沢

福田健児,  垣淵正男,  西本聡,  小島正裕,  藤原敏宏,  蔭山
晶子,  妻野知子,  木下将人.  頭頸部癌術後の咽頭皮膚廔
孔閉鎖術における工夫.  第53回日本形成外科学会総会・
学術集会 2010.4 金沢

木下将人,  妻野知子,  蔭山晶子,  藤原敏宏,  小島正裕,  福
田健児,  西本聡,  垣淵正男.  放射線照射を併用したケロ
イド切除術の経験.  第53回日本形成外科学会総会・学術
集会 2010.4 金沢

外岡真紀,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  小島正裕,  藤原
敏宏,  蔭山晶子,  妻野知子.  当院におけるリンパ管奇形
の治療経験.  第53回日本形成外科学会総会・学術集会 
2010.4 金沢

石瀬久子,  蔭山晶子,  妻野知子,  藤原敏宏,  小島正裕,  福
田健児,  西本聡,  垣淵正男.  当施設における手足の先天
異常症例の検討.  第53回日本形成外科学会総会・学術集
会 2010.4 金沢

大西薫,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  小島正裕,  藤原敏
宏,  妻野知子,  蔭山晶子,  木下将人,  外岡真紀.  当科に
おける熱圧挫創の経験.  第53回日本形成外科学会総会・
学術集会 2010.4 金沢

藤原敏宏,  福田健児,  西本聡,  垣淵正男,  久保盾貴,  細川
亙.  各創傷被覆材の菌保持力の比較検討.  第2回日本創

傷外科学会総会・学術集会 2010.7 神戸
藤原敏宏,  河合建一郎,  福田健児,  西本聡,  垣淵正男.  各

創傷被覆材の浸透深度の違いによる抗菌効果の比較検
討.  第19回日本形成外科学会基礎学術集会 2010.9 横浜

西本聡,  藤原敏宏,  福田健児,  河合建一郎,  大西薫,  石
瀬久子,  垣淵正男.  定常および間欠的陽圧の線維芽細胞
に及ぼす影響.  第19回日本形成外科学会基礎学術集会 
2010.9 横浜

西本聡,  福田健児,  河合建一郎,  藤原敏宏,  木下将人,  大
西薫,  石瀬久子,  垣淵正男.  リン酸カルシウムペーストと
焼成ハイドロキシアパタイトの混合セメントの使用.  第28
回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2010.10 京都

福田健児,  垣淵正男,  西本聡,  河合建一郎,  藤原敏宏,  木
下将人,  石瀬久子,  大西薫.  内視鏡補助下に行った内眼
角アプローチによる眼窩減圧術.  第28回日本頭蓋顎顔面
外科学会学術集会 2010.10 京都

福田健児,  垣淵正男,  西本聡,  河合建一郎,  藤原敏宏,  木
下将人,  石瀬久子,  大西薫.  当科における遊離空腸移植
の検討.  第37回日本マイクロサージャリー学会学術集会 
2010.11 名古屋

石瀬久子,  藤原敏宏,  大西薫,  木下将人,  河合建一郎,  福
田健児,  西本聡,  垣淵正男.  高解像度3DCTを用いた
眼窩吹き抜け骨折における術前評価.  第20回日本シミュ
レーション外科学会 2010.11 宇都宮

西本聡,  福田健児,  河合建一郎,  藤原敏宏,  木下将人,  石
瀬久子,  大西薫,  垣淵正男.  診断,  治療のための放射
線照射による皮膚潰瘍に対する骨髄由来多血小板血漿

（bm-PRP）注射と皮弁移行による治療.  第40回日本創
傷治癒学会 2010.12 東京

［地方会等］
藤原敏宏,  大西薫,  木下将人,  蔭山晶子,  小島正裕,  福田

健児,  西本聡,  垣淵正男,  塚本吉胤,  廣田誠一.  下肢静
脈瘤を伴った右膝部筋膜下の血管病変の一例.  第94回日
本形成外科学会関西支部学術集会 2010.3 豊岡

大西薫,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  藤原敏宏.  下直筋
後転術術後の下眼瞼後退に対する治療経験.  第95回日本
形成外科学会関西支部学術集会 2010.7 大阪

［研究会・講演会等］
藤原敏宏,  久保盾貴,  細川亙.  Agイオン含有生理食塩水の

抗菌効果の検討.  第3回近畿創傷マネジメント研究会セミ
ナー 2010.1 大阪

蔭山晶子,  藤原敏宏,  小島正裕,  福田健児,  西本聡,  垣淵
正男.  Agイオンの浸透深度の検討.  第3回近畿創傷マネ
ジメント研究会セミナー 2010.1 大阪

西本聡,  石井洋光,  中村光宏.  下肢静脈瘤治療における
3D-CT（造影剤不使用）の有用性.  第33回兵庫県形成外
科医会研究会 2010.5 神戸

西本聡.  小児の眼窩吹き抜け骨折への対応.  第33回兵庫県
形成外科医会研究会 2010.5 神戸

藤原敏宏,  垣淵正男,  西本聡,  福田健児,  木下将人,  大
西薫.  血友病患者の慢性血腫より発生した難治性潰瘍の
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治療経験.  第6回OWH（Osaka Wound Healing）研究会 
2010.5 大阪

垣淵正男.  眼瞼形成.  第376回大阪眼科集談会 2010.6 大
阪

垣淵正男.  顔面神経麻痺に対する形成外科的治療.  阪神耳
鼻咽喉科臨床懇話会 2010.6 西宮

垣淵正男.  頭頸部再建のための各種皮弁.  第15回南大阪 
Surgical flap 研究会 2010.11 堺

大西薫,  垣淵正男,  福田健児,  妻野知子.  頭部多発感
染性粉瘤の2例.  第34回兵庫県形成外科医会研究会 
2010.11 神戸

■その他■
垣淵正男.  形成外科医から見た眼瞼・眼窩・涙道疾患.  ビ

ジョンケアセミナー 2010.10 東京

泌尿器科学
Urology

■著書■
Yamamoto S,  Hamasuna R.  Chapter 12.3.Sterilization 

and disinfect ion of urolog ica l instruments for 
endoscopy and for prostate biopsy.  In: Naber KG,  
Schaeffer AJ,  Heyns CF,  Matsumoto T,  Shoskes DA,  
Johansen TEB eds.  Arnhem: European Association 
of Urology, 2010:660-6.

山本新吾.  泌尿器・男性性器疾患  膀胱炎・腎盂腎炎.  金
澤一郎,  永井良三  編.  今日の診断指針.  第6版.  東京:
医学書院, 2010:1679-20.

島博基,  山本新吾,  野島道生,  近藤宣幸,  丸山琢雄.  腎・
泌尿器系の検査.  松田暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久
美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂,  2010:237-
46.

島博基,  山本新吾,  野島道生,  近藤宣幸,  丸山琢雄.  泌尿
器・男性生殖器の症状・徴候.  松田暉,  萩原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療.  東京:南江
堂, 2010:8-13.

島博基,  山本新吾,  野島道生,  近藤宣幸,  丸山琢雄.  泌
尿器・男性生殖器疾患.  松田暉,  萩原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療.  東京:南江堂, 
2010:47-81.

■学術論文■
［総説］
Yamamoto S,  Higuchi Y,  Nojima M.  Current therapy of 

acute uncomplicated cystitis.  Int J Urol 2010;17:450-6.
山本新吾,  上田康生,  樋口喜英.  泌尿器科領域における抗

菌薬適正使用.  臨床泌尿器科 2010;64:191-7.
野島道生,  上田康生,  樋口喜英.  腎移植における感染症,  

ウイルス感染症  EBV.  腎移植・血管外科 2010;21:150-6.
樋口喜英,  山本新吾.  尿路カテーテルの管理と感染対策−

ナースがすること・できること.  泌尿器ケア 2010;15:299-

302.
金丸聰淳,  鷲尾健,  山本新吾.  尿路性器感染症に用いられ

る薬剤（性感染症を含む）.  泌尿器ケア 2010;15:420-3.
上田康生,  山本新吾.  精巣癌  臨床研究  治療  精巣癌

の手術療法:高位精巣摘除術.  日本臨牀 2010;68（増刊
4）:497-500.

佃文夫.  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのための泌
尿器科手術講座,  TUL（経尿道的尿管砕石術）.  泌尿器
ケア 2010;15:734-6.

佃文夫.  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのための泌
尿器科手術講座,  TURP（経尿道的前立腺切除術）.  泌
尿器ケア 2010;15:737-9.

佃文夫.  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのための泌
尿器科手術講座,  TURBT（経尿道的膀胱腫瘍切除術）.  
泌尿器ケア 2010;15:740-2.

佃文夫 .  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのため
の泌尿器科手術講座,  膀胱全摘除術.  泌尿器ケア 
2010;15:743-7.

佃文夫.  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのための
泌尿器科手術講座,  腹腔鏡下腎摘除術.  泌尿器ケア 
2010;15:748-50.

佃文夫 .  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのため
の泌尿器科手術講座,  前立腺全摘除術.  泌尿器ケア
2010;15:751-5.

佃文夫.  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのための泌
尿器科手術講座,  TVT, TOT.  泌尿器ケア 2010;15:756-
8.

佃文夫 .  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのため
の泌尿器科手術講座,  前立腺針生検.  泌尿器ケア 
2010;15:759-61.

佃文夫.  パワーアップ版  わかりやすい！ ナースのための泌
尿器科手術講座,  腎移植術.  泌尿器ケア 2010;15:762-4.

［原著］
Acharya B,  Terao S,  Suzuki T,  Naoe M,  Hamada K,  

Mizuguchi H,  Gotoh A.  Improving gene transfer in 
human renal carcinoma cells: Utilization ofadenovirus 
vectors containing chimeric type 5 and type 35 fiber 
proteins.  Exp Ther Med 2010;1:537-40.

Shima H,  Yamamoto S,  Qiu J,  Shincho M,  Hirota S,  
Yoshikawa Y,  Yoshikawa R,  Hashimoto-Tamaok T.  Far-
infrared rays control prostate cancer cells in vitro 
and in vivo.  Cent Eur J Biol 2010;5:178-89.

Naito S,  Yamamoto N,  Takayama T,  Muramoto 
M,  Shinohara N,  Nishiyama K,  Takahashi A,  
Maruyama R,  Saika T,  Hoshi S,  Nagao K,  Yamamoto 
S,  Sugimura I,  Umemura H,  Koga S,  Takahashi 
M,  Ito F,  Ozono S,  Terachi T,  Naito S,  Tomita Y.  
Prognostic of Japanese metastatic renal cell carcinoma

（mRCC）patients in the cytokine era −a cooperative 
group report of 1,463 mRCC patiemts−. Eur Urol 
2010;57:315-7.
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Fukudo M,  Yano I,  Katsuya T,  Ito N,  Yamamoto S,  
Kamoto T,  Ogawa O,  Inui K.  A transient increase 
of calcineurin phosphatase activity in living-donor 
kidney transplant recipient with acute rejection. Drug 
Metab Pharmacokinet 2010;25:411-7.

Suzuki T,  Terao S,  Acharya B,  Naoe M,  Yamamoto 
S,  Okamura H,  Gotoh A.  The antitumour effect of 
γδ T-cells is enhanced by valproic acid-induced 
up-regulation of NKG2D ligands.  Anticancer Res 
2010;30:4509-13.

山下典子,  柳井美奈,  合田昌子,  三上ひとみ,  前村知見,  
新藤三枝,  濱口常男,  門林宗男,  角谷智子,  山本新吾.  
泌尿器科におけるがん化学療法に伴う悪心評価へのVAS
の応用.  日本薬剤師会雑誌 2010;46:103-8.

松本哲朗,  濱砂良一,  石川清仁,  高橋聡,  安田満,  速見浩
士,  田中一志,  清田浩,  村谷哲郎,  門田晃一,  荒川創一,  
山本新吾.  尿路感染症主要原因菌の各種抗菌薬に対す
る感受性.  日本化学療法学会雑誌 2010;58:466-82.

近藤宣幸,  長井潤,  山本新吾.  陰嚢痛を主訴とする精索
静脈瘤に対する顕微鏡下内精索静脈低位結紮術の検討.  
泌尿器科紀要 2010;56:683-6.

［症例報告］
丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  近藤

宣幸,  野島道生,  山本新吾,  造住誠孝,  廣田誠一,  大西
洋子.  成人に発生した陰嚢内リンパ管腫の1例.  泌尿器科
紀要 2010;56:457-61.

上田康生,  樋口喜英,  野島道生,  山田祐介,  白石裕介,  
鈴木透,  相原衣江 ,  佃文夫,  山本新吾.  血液透析離
脱に132日を要した献腎移植の1例.  腎移植・血管外科 
2010;22:35-39.

■学会発表■
［国際学会］
Yamamoto S.  Antimicrobial prophylaxis in urological 

surgery. （Invited Lecture）8th Annual Congress of 
the KAUTII 2010.5 Seoul

Suzuki T,  Acharya B,  Terao S,  Nojima M,  Yamamoto 
S,  Gotoh A.  Enhancement of γδ T cell antitumor 
activity against prostate cancer cell through Toll-
like receptor 2 and 3 ligand dependent activation.  
American Urological Association Annual Meeting

（AUA2010） 2010.5 San Francisco
Higuchi Y,  Yamada Y,  Ueda Y,  Suzuki Y,  Aihara K,  

Maruyama T,  Nojima M,  Yamamoto S.  Assessment 
of a single-dose regimen for antimicrobial prophylaxis 
to prevent perioperative infection in urologic surgery.  
Society for Infection and Inf lammation（SIIU）at 
American Urological Association Annual Meeting

（AUA2010） 2010.5 San Francisco
Yamamoto S.  Assessment of a single-dose regimen for 

antimicrobial prophylaxis to prevent perioperative 
infection in urologic surgery.  German-Japanese 

Confederation of Urology 9th Scientific Meeting 
2010.6 Amsterdam

Yamamoto S.  Optimal treatment with antibiotics: single 
dose,  short course（3 days）,  or standard course（7 
days）therapy. （Round table discussion: Management 
of cyst it i s）10th As ia n Congress of Urology,  
Urological Association of Asia 2010.8 Taipei

Hiwasa K,  Suzuki T,  Acharya B,  Wada Y,  Ono 
Y,  Sakuma T,  Nakano Y,  Takahashi Y,  Terao 
S,  Gotoh A.  The Antitumor effect of γδT cells 
against bladder cancer cells is enhanced following 
upregulation of NKG2D ligands by valproic acid.  The 
20th Annual Meeting of the International Urological 
Conference of Taiwan 2010.10 Taipei

［国内学会］
山田祐介,  上田康生,  樋口喜英,  鈴木透,  丸山琢雄,  野

島道生,  山本新吾.  β-Dグルカンの定期的測定により早
期にCPCを治療できた1例.  第43回日本臨床腎移植学会
2010.1 高知

山崎栄樹,  高橋彰,  山本新吾,  星英之,  牧野壮一,  倉園久
生.  尿路病原性大腸菌の産生するUSPに対する特異的同
定法の開発.  第83回日本細菌学会総会 2010.3 横浜

山本新吾.  デバイス関連感染:予防から治療まで  尿路カ
テーテル関連感染症の治療. （パネルディスカッション）第
84回日本感染症学会総会 2010.4 京都

山本新吾.  慢性前立腺炎の現状と展望Current situation 
and prospective of chronic prostatitis. （サテライトシン
ポジウム）第98回日本泌尿器科学会総会 2010.4 盛岡

滝内秀和,  安田和生,  山本新吾,  川喜田睦司,  橋爪誠,  澤
田一哉,  陶山悟嗣,  溝尾嘉章.  腹腔鏡下根治的前立腺
摘除術における3次元立体内視鏡の有用性.  第98回日本
泌尿器科学会総会 2010.4 盛岡

中根慶太,  安田満,  石原哲,  出口隆,  高橋聡,  田中一志,  
速見浩士,  石川清仁,  門田晃一,  濱砂良一,  山本新吾,  
荒川創一,  松本哲朗.  尿路性器結核の全国調査.  第98
回日本泌尿器科学会総会 2010.4 盛岡

樋口喜英,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  丸山琢雄,  野島
道生,  山本新吾.  兵庫医科大学泌尿器科における腹腔鏡
下腎部分切除術の経験.  第98回日本泌尿器科学会総会 
2010.4 盛岡

造住誠孝,  中井真由美,  松田育雄,  羽尾裕之,  廣田誠一,  
山田祐介,  上田康生,  樋口喜英,  丸山琢雄,  野島道生,  
山本新吾.  経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術（TURBO）お
よびTURBTにおける病理組織の検討−変性程度の比較.  
第98回日本泌尿器科学会総会 2010.4 盛岡

寺尾秀治,  Acharya B,  鈴木透,  後藤章暢.  ヒト膀胱癌細
胞株に対するIAI.3Bプロモーターを組み込んだ制限増殖
型アデノウイルスベクターの有用性の検討.  第98回日本泌
尿器科学会総会 2010.4 盛岡

佐々木隆士,  清水義之,  奥山宏臣,  関保二,  島田憲次,  山
本新吾,  野島道生.  総排泄腔外反症の一手術例. （ビデ
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オセッション）第47回日本小児外科学会学術集会 2010.6 
名古屋

橋本光男,  木下朋子,  岸川英史,  惣田哲次,  山中和明,  平
井利明,  米本佐代子,  奥野綾子,  藤井直彦,  西村憲二,  
市川靖二,  上田康生,  樋口喜英,  野島道生,  山本新吾.  
ドナー特異的HLA抗体（DSA）と抗体関連型拒絶反応

（AMR）の関連性について.  第19回日本組織適合性学会
大会 2010.9 大阪

白石裕介,  上田康生,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  相
原衣江 ,  樋口喜英,  佃文夫,  山本新吾.  兵庫医科大
学における血液型不適合腎移植症例の検討−脾摘群と
Rituximab使用群との比較−.  第46回日本移植学会総会 
2010.10 京都

上田康生 ,  造住誠孝,  白石裕介,  鈴木透 ,  相原衣江 ,  
樋口喜英,  佃文夫,  野島道生,  山本新吾.  TURBO

（Transurethral resection of bladder tumor in one 
piece）での切除断端と浸潤度診断の有用性に関する検討.  
第24回日本Endourology・ESWL学会総会 2010.10 京都

滝内秀和,  安田和生,  山本新吾,  橋爪誠,  澤田一哉,  陶
山悟嗣,  溝尾嘉章.  3次元立体内視鏡を使用した腹腔鏡
下根治的前立腺全摘術の初期症例の経験.  第24回日本
Endourology・ESWL学会総会 2010.10 京都

［地方会等］
丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  相原衣江,  鈴木透,  樋口

喜英,  野島道生,  山本新吾,  造住誠孝,  廣田誠一,  橋本
貴彦,  土井裕,  藪元秀典.  MVAC動注化学療法にてCR
が得られた前立腺原発尿路上皮癌の1例.  第210回日本泌
尿器科学会関西地方会 2010.2 枚方

山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  相原衣江,  樋口喜英,  丸山
琢雄,  野島道生,  山本新吾,  造住誠孝,  廣田誠一.  停留
精巣から発生し小腸浸潤をきたしたセミノーマの1例.  第
211回日本泌尿器科学会関西地方会 2010.5 神戸

相原衣江,  丸山琢雄,  上田康生,  鈴木透,  佃文夫,  樋口喜
英,  野島道生,  山本新吾,  池内浩基,  冨田尚裕,  造住誠
孝,  廣田誠一.  クローン病に起因する腸管膀胱瘻より発
生した膀胱粘液腺癌の1例.  第212回日本泌尿器科学会関
西地方会 2010.9 西宮

白石裕介,  上田康生,  相原衣江,  樋口喜英,  佃文夫,  野島
道生,  山本新吾,  今西宏安.  腹水を伴うB型肝硬変を内
科的に治療し腎移植を行った1例.  第213回日本泌尿器科
学会関西地方会 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
山本新吾.  下部尿路症状のマネジメント −頻尿と尿失禁−. 
（特別講演）尼崎市内科医会学術講演会 2010.2 尼崎

山本新吾.  泌尿器科領域における抗菌薬の適正使用につい
て. （特別講演）西宮市医師会泌尿器科医会学術講演会 
2010.2 西宮

造住誠孝,  中井真由美,  松田育雄,  羽尾裕之,  廣田誠
一,  山田祐介,  上田康生,  相原衣江,  樋口喜英,  丸山琢
雄,  野島道生,  山本新吾.  経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術

（TURBO）およびTURBTにおける病理組織の検討−変

性程度の比較.  第32回阪神泌尿器科医会 2010.2 西宮
丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  相原衣江,  鈴木透,  樋口

喜英,  野島道生,  山本新吾,  造住誠孝,  廣田誠一,  橋本
貴彦,  土井裕,  藪元秀典.  MVAC動注化学療法にてCR
が得られた前立腺原発尿路上皮癌の1例.  第32回阪神泌
尿器科医会 2010.2 西宮

鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  野島道生,  山本新吾,  後
藤章暢.  前立腺癌細胞株に対するTLR2,3リガンドによる
γδT細胞の抗腫瘍効果増強の検討.  第19回泌尿器科分
子・細胞研究会 2010.2 神戸

山本新吾.  高齢者の排尿障害について  下部尿路症状
（LUTS）の診断. （ワークショップ）第11回生活習慣病
病診連携懇話会「二季会」 2010.3 西宮

山本新吾.  前立腺肥大症と排尿障害. （特別講演）宝塚市
医師会学術講演会 2010.3 宝塚

樋口喜英,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  相原衣江,  丸
山琢雄,  野島道生,  山本新吾,  島博基,  岡本英一,  井
原英有,  鹿子木基二,  石川英二,  吉岡優,  田口惠造,  秋
山喜久夫.  BPH/Male LUTSに対するナフトピジルの
frequency volume chartによる有効性の検討−朝投与と
夕投与の比較−.  第13回兵庫排尿障害セミナー 2010.3 
神戸

上田康生,  髙田康弘,  樋口喜英,  山田祐介,  白石裕介,  鈴
木透,  相原衣江,  佃文夫,  上紺屋憲彦,  野島道生,  廣田
省三,  山本新吾.  当院におけるブラキセラピーの治療経
験.  第8回兵庫県泌尿器科悪性腫瘍研究会 2010.5 神戸

山本新吾.  泌尿器科領域の抗菌薬使用ガイドライン. （特別
講演）第19回阪神地区泌尿器科勤務医会 2010.5 西宮

山本新吾.  前立腺癌の診断と治療. （特別講演）西宮市内
科医会学術講演会 2010.5西宮

山本新吾.  腎細胞がんの治療−手術と薬物療法−. （特別
講演）兵庫県病院薬剤師会西宮支部講演会 2010.5 西宮

上田康生,  樋口喜英,  野島道生,  山田祐介,  鈴木透,  相
原衣江,  丸山琢雄,  山本新吾.  血液透析離脱に132日を
要した献腎移植の1例.  第26回腎移植血管外科研究会 
2010.6 名古屋

樋口喜英,  山田祐介,  白石裕介,  上田康生,  鈴木透,  相原
衣江,  佃文夫,  野島道生,  山本新吾.  周術期感染症予
防抗菌薬術前単回投与の検討.  第60回兵庫県泌尿器科
医会 2010.6 神戸

山本新吾.  尿路感染症の予防と治療−単純性感染症とカ
テーテル関連尿路感染症−. （特別講演）兵庫県立尼崎
病院院内感染対策講演会 2010.6 尼崎

山本新吾.  泌尿器科領域の抗菌薬適正使用 −周術期感染
症対策を中心に−. （特別講演）第108回東北泌尿器科談
話会・第4回東北泌尿器科領域QOL研究会 2010.7 仙台

山本新吾.  尿路感染症の予防と治療 −単純性感染症とカ
テーテル関連尿路感染症−. （特別講演）防府市医師会
学術講演会 2010.8 防府

樋口喜英.  高齢者の過活動膀胱治療上の注意点と薬の使い
方.  阪神排尿ケアフォーラム 2010.9 西宮
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上田康生,  白石裕介,  鈴木透,  相原衣江,  樋口喜英,  佃
文夫,  野島道生,  山本新吾.  アフィニトールの使用経験.  
RCCトリートメントカンファレンス 2010.9 西宮

上田康生.  当院における前立腺小線源療法の治療経験.  第
6回伊丹市泌尿器科勉強会 2010.10 伊丹

樋口喜英 .   移植後のケアー.  兵庫腎移植の会勉強会 
2010.10 神戸

樋口喜英,  山田祐介,  白石裕介,  上田康生,  鈴木透,  相原
衣江,  佃文夫,  野島道生,  山本新吾.  周術期感染症予
防抗菌薬術前単回投与の検討.  第52回日本泌尿器科学
会中部総会 2010.11 名古屋

石村武志,  竹田雅,  三宅秀明,  田中一志,  藤澤正人,  野島
道生,  山本新吾,  西村憲二,  市川靖二.  グラフト機能発
現に影響を与える献腎移植ドナー因子に関する検討.  第
52回日本泌尿器科学会中部総会 2010.11 名古屋

野島道生 .  兵庫医科大学における腎移植後20年以上長
期生着例の検討.  第30回大阪腎移植病理組織研究会 
2010.11 大阪

白石裕介,  野島道生,  上田康生,  鈴木透,  相原衣江,  樋口
喜英,  佃文夫,  山本新吾.  兵庫医科大学における血液型
不適合腎移植症例の検討.  第60回兵庫県泌尿器科医会 
2010.11 神戸

山本新吾.  泌尿器科領域における感染症対策. （特別講
演）第8回埼玉泌尿器感染症研究会 2010.12 埼玉

山本新吾.  兵庫医科大学泌尿器科のがん治療:最近のトピッ
クス. （特別講演）尼崎泌尿器科医会学術講演会 2010.12 
尼崎

上田康生,  野島道生,  楊東益,  白石裕介,  鈴木透,  相原衣
江,  樋口喜英,  佃文夫,  山本新吾,  造住誠孝,  羽尾裕
之,  廣田誠一,  京昌弘.  生体腎移植後1年目に発症した
BKウイルス腎症の1例.  第31回大阪腎移植病理組織研究
会 2010.12 西宮

■その他■
山本新吾.  前立腺がん早期発見の重要性.  市民公開講座 

2010.1 西宮
山本新吾.  泌尿器科領域における抗菌薬の適正使用. （特

別講演）第1回広島大学泌尿器科学教室同門会セミナー 
2010.1 広島

上田康生.  3泊4日の前立腺がん永久挿入密封小線源治療.  
市民公開講座 2010.1 西宮

脳神経外科学
Neurosurgery

■著書■
有田憲生,  永廣信治  編著.  髄膜腫手術のすべて.  吹田:メ

ディカ出版, 2010.
泉本修一,  有田憲生.  Ⅲ無症候性脳腫瘍  頭蓋内嚢胞性

疾患.  寺本明,  新井一,  塩川芳昭,  大畑建治  編.  NS 
NOW 9 無症候性脳外科疾患の治療戦略  どう捉え,  

どう解決するか.  第１版.  東京:メディカルレビュー社, 
2010:134-46.

有田憲生  分担編.  3.脳神経外科系疾患.  松田暉,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  
東京:南江堂, 2010:158-206. 

泉本修一.  小児に好発する脳腫瘍,  一般的な開頭術.  松田
暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾
病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:175-9,187-91. 

蒲惠蔵.  頭部外傷.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 
2010:158-62.

森鑑二,  泉本修一,  有田憲生.  中枢神経原発悪性リンパ
腫に対する化学療法のエビデンスは？.  宮本享,  新井一,  
鈴木倫保,  渋井壮一郎,  中瀬裕之  編.  EBM脳神経外
科疾患の治療 2011-2012.  東京:中外医学社, 2010:159-
65.

森鑑二.  成人に好発する悪性脳腫瘍,  成人に好発する良性
脳腫瘍.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直
子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:167-75,171-
5. 

藤田重一.  脳膿瘍,  穿頭術.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  
鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 
2010:186-7,191-2. 

陰山博人.  脳出血.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:南江堂, 
2010:165-7. 

友金祐介.  機能的脳神経外科疾患.  松田暉,  荻原俊男,  難
波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅲ.  東京:
南江堂, 2010:179-81. 

友金祐介.  神経内視鏡手術,  脳深部刺激療法.  松田暉,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治
療Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:194-6,198-9. 

白川学.  くも膜下出血,  経蝶形骨洞手術,  脳血管内治療,  
超急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法.  松田暉,  荻原
俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と治療
Ⅲ.  東京:南江堂, 2010:162-5,192-4,199-205. 

■学術論文■
［総説］
有田憲生,  森鑑二,  藤田重一,  友金祐介.  新時代の脳腫瘍

学―診断・治療の最前線―脳腫瘍の病理  各論  髄膜腫.  
日本臨牀 2010;68（増刊10）:156-8.

蒲惠蔵,  三村治.  下垂体腺腫.  眼科 2010;52:1606-9.
蒲惠蔵,  三村治.  頭蓋咽頭腫.  眼科 2010;52:1610-3.
泉本修一 ,   有田憲生 .   脳神経外科疾患治療のスタン

ダード 下垂体腺腫の治療: 最近の話題.  脳神経外科 
2010;38:79-89.

泉本修一,  友金佑介,  森鑑二,  有田憲生.  新時代の脳腫瘍
学−診断・治療の最前線−脳腫瘍の病理  各論  PNET.  
日本臨牀 2010;68（増刊10）:184-7.

泉本修一.  悪性脳腫瘍治療におけるWT1免疫療法の可能
性.  兵庫医科大学医学会雑誌 2010;35:71-6.
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森鑑二,  藤田重一,  蒲惠蔵,  泉本修一,  有田憲生.  高
齢者悪性グリオーマに対する化学療法.  G er i a t r i c 
Neurosurgery 2010;22:23-7.

森鑑二,  泉本修一,  有田憲生.  この1冊でパーフェクトマス
ター！ 脳神経疾患の画像の見かた  実践！画像の見か
た 疾患編  脳腫瘍  悪性リンパ腫.  Brain Nursing 2010; 

（夏季増刊）:165-9.
［原著］
Kinoshita M,  Hashimoto N,  Izumoto S,  Okita 

Y,  Kagawa N,  Maruno M,  Ohnishi T,  Arita N,  
Yoshimine T.  Immunohistological profiling by B-cell 
differentiation status of primary central nervous 
system lymphoma treated by high-dose methotrexate 
chemotherapy.  J Neurooncol 2010;99:95-101.

小林達也,  森美雅,  橋爪知紗,  芝本雄太,  有田憲生,  波
多野寿,  岩味健一郎.  第三脳室chordoid gliomaに対す
る新しい治療法の試み.  日本内分泌学会雑誌 2010;86

（Suppl）:83-4.
Fujiki F,  Oka Y,  Kawakatsu M,  Tsuboi A,  Tanaka-

Harada Y,  Hosen N,  Nishida S,  Shirakata T,  
Nakajima H,  Tatsumi N,  Hashimoto N,  Taguchi 
T,  Ueda S,  Nonomura N,  Takeda Y,  Ito T,  Myoui 
A,  Izumoto S,  Maruno M,  Yoshimine T,  Noguchi S,  
Okuyama A,  Kawase I,  Oji Y,  Sugiyama H.  A clear 
correlation between WT1-specific Th response and 
clinical response in WT1 CTL epitope vaccination. 
Anticancer Res 2010;30:2247-54.

［症例報告］
Ishihara M,  Izumoto S,  Iwatsuki K,  Yoshimine T.  

Immunohistochemical study of multiple inflammatory 
pseudotumors with both brain and spinal cord 
involvement: A case report and review of literature.  
Neurol Med Chir 2010;50:246-50.

Arita H,  Izumoto S,  Kinoshita M,  Okita Y,  Hashimoto 
N,  Ich imaru N,  Takahara S,  Yosh imine T.  
Posttransplant lymphoproliferative disorders of the 
central nervous system after kidney transplantation: 
case report and single center experience of 40 years.  
Neurol Med Chir 2010;50:1079-83.

■学会発表■
［国際学会］
Izumoto S,  Hashimoto N,  Yoshimine T,  Tsuboi A,  Oka 

Y,  Sugiyama H,  Arita N.  Clinical and immunological 
evaluation of WT1（Wilms tumor gene 1）peptide 
vaccination for patients with recurrent or refractory 
malignant brain tumors.  The 18th International 
Conference on Brain Tumor Research and Therapy 
2010.5 Travemunde

Mori K,  Ishikura R,  Fujita S,  Tomogane Y,  Izumoto 
S,  Arita N.  Clinical application of susceptibility 
enhanceing magnetic resonance imaging using 

PR E STO sequence for cha rac t er i z a t i on o f 
meningiomas.  The 7th Meeting of the Asian Society 
for Neuro-Oncology（ASNO） 2010.6 Seoul

［国内学会］
白川学,  泉本修一,  有田憲生.  当院における内視鏡単独経

鼻的手術.  第20回日本間脳下垂体腫瘍学会 2010.2 兵庫
尾都野一刀,  白川学,  泉本修一,  有田憲生.  急速な経過を

示したトルコ鞍部悪性リンパ腫の一例.  第20回日本間脳
下垂体腫瘍学会 2010.2 兵庫

有田憲生 .  髄膜腫の病理所見と手術. （ランチョンセミ
ナー）第28回日本脳腫瘍病理学会 2010.5 大阪

森鑑二,  石藏礼一,  藤田重一,  友金祐介,  泉本修一,  有田
憲生.  PRESTO法を用いた磁化率強調画像の髄膜腫診
断への応用.  第28回日本脳腫瘍病理学会 2010.5 大阪

陰山博人,  藤田重一,  有田憲生.  頚椎Dynamic canal 
stenosis の一例.  第25回日本脊髄外科学会 2010.6 名古
屋

泉本修一.  髄膜腫における術前術後高次脳機能障害の検
討.  第15回日本脳腫瘍の外科学会 2010.10 大阪

森鑑二,  石藏礼一,  友金祐介,  藤田重一,  泉本修一,  有
田憲生.  MRI磁化率強調画像（3D-PRESTO法）を用い
た腫瘍血管の術前評価.  第15回日本脳腫瘍の外科学会 
2010.10 大阪

泉本修一.  髄膜腫における高次脳機能障害−とくに高齢者
における特徴. （シンポジウム）日本脳神経外科学会第69
回学術総会 2010.10 福岡

森鑑二 ,  石藏礼一,  藤田重一,  泉本修一,  有田憲生 .  
3D-PRESTO法による磁化率強調画像を用いた悪性脳
腫瘍の鑑別診断.  日本脳神経外科学会第69回学術総会 
2010.10 福岡

藤田重一,  森鑑二,  友金祐介,  岡田崇志,  泉本修一,  有田
憲生.  磁化率強調画像による髄膜腫における架橋静脈の
描出.  日本脳神経外科学会第69回学術総会 2010.10 福
岡

友金祐介,  森鑑二,  藤田重一,  泉本修一,  石藏礼一,  有田
憲生.  MRI磁化率強調画像（PRESTO法）による小脳橋
角部腫瘍の鑑別について.  日本脳神経外科学会第69回
学術総会 2010.10 福岡

白川学,  内田和孝,  泉本修一,  有田憲生.  内頚動脈海綿静
脈洞瘻治療−target embolizationを中心に−.  日本脳神
経外科学会第69回学術総会 2010.10 福岡

白川学 ,   内田和孝 ,   髙田恵広 ,   有田憲生 .   Ta rget 
embolization法による海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治
療.  第26回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2010.11
福岡

内田和孝,  白川学,  髙田恵広,  石藏礼一,  有田憲生.  完全
内臓逆位に併発した椎骨動脈感染性偽性動脈瘤の一例.  
第26回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2010.11 福
岡

泉本修一.  再発成人CNS PNETに対するWT1免疫療法の
試み.  第28回日本脳腫瘍学会学術集会 2010.11 軽井沢
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森鑑二,  石藏礼一,  友金祐介,  藤田重一,  泉本修一,  有田
憲生.  磁化率強調画像を用いた悪性リンパ腫,  膠芽腫,  
転移性脳腫瘍の鑑別診断.  第28回日本脳腫瘍学会学術
集会 2010.11 軽井沢

［研究会・講演会等］
陰山博人,  藤田重一,  有田憲生.  頚椎Dynamic canal 

stenosis の一例.  第61回近畿脊髄外科研究会 2010.3 大
阪

友金祐介.  CRPS患者に対してITB trialを行った1例.  第4
回近畿ITB療法研究会 2010.4 大阪

泉本修一.  悪性脳腫瘍に対するWT1免疫療法の試み. （特
別講演）第37回岡山脳研究セミナー  第2回生態制御科
学専攻セミナー合同シンポジウム 2010.10 岡山

有田憲生 .  トルコ鞍近傍腫瘍術後の下垂体機能低下症
の病態と治療. （特別講演）播磨成人GHD学術講演会 
2010.11 兵庫

白川学,  内田和孝,  有田憲生.  治療選択が困難であった
Carotid blowout syndrome2症例.  第１回兵庫県脳神経
血管内治療研究会 2010.12 神戸

藤田重一,  友金祐介,  岡田崇志,  森鑑二,  泉本修一,  有田
憲生.  中頭蓋窩腫瘍に対する手術アプローチの工夫.  第
15回関西脳神経外科手術研究会 2010.12 大阪

友金祐介,  泉本修一,  藤田重一,  森鑑二,  有田憲生.  当院
における充実性小脳血管芽腫の手術について.  第15回関
西脳神経外科手術研究会 2010.12 神戸

■その他■
飯田倫子.  下垂体機能低下症をきたしたWegner肉芽腫の

一例.  第26回兵庫下垂体疾患症例検討会 2010.6 西宮
白川学,  内田和孝,  髙田恵広,  石藏礼一,  有田憲生.  塞栓

術後coil massが迷入した一例.  第40回近畿脳神経血管
内手術ワークショップ 2010.7 和歌山

内田和孝,  白川学,  髙田恵広,  石藏礼一,  有田憲生.  完
全内臓逆位に伴った感染性椎骨動脈偽性動脈瘤の一例.  
第4回阪神ストロークカンファレンス 2010.7 大阪

有田憲生.  脳神経外科疾患と下垂体機能低下症. （社内講
演）ノボ ノルディスク ファーマ本社臨床講座 2010.10 東
京

内田和孝.  脳卒中～新しい治療～.  兵庫医科大学病院市民
健康講座 2010.11 西宮　　 　　　　　　 

岡田崇志,  白川学,  泉本修一,  有田憲生.  特定疾患治療研
究助成後のAcromegaly薬物治療.  第27回兵庫下垂体疾
患症例検討会 2010.12 兵庫

有田憲生,  永廣信治.  私の手術戦略―髄膜腫手術のすべ
て―. （対談）脳神経外科速報 2010;20:1346-57.

岡田崇志,  白川学,  泉本修一,  有田憲生.  特定疾患治療研
究助成後のAcromegaly薬物治療.  第１回兵庫県間脳下
垂体疾患フォーラム 2010.12 西宮

 

眼科学
Ophthalmology

■著書■
三村治.  眼精疲労.  山口徹,  北原光夫,  福井次矢  編.  今

日の治療指針  2010年版.  東京:医学書院, 2010:1166.
三村治.  瞳孔.  木下茂,  中澤満  編.  標準眼科学.  第11版.  

東京:医学書院, 2010:243-50.
三村治.  神経眼科.  木下茂,  中澤満  編.  標準眼科学.  第

11版.  東京:医学書院, 2010:251-64.
三村治.  詐盲.  金澤一郎,  永井良三  編.  今日の診断指針.  

第6版.  東京:医学書院, 2010:1632-3.
Ishikawa H,  Ikeda N,  Kanno S,  Ikeda T,  Mimura O.  

Dezawa M.  Vision.  In: Robert S eds.  Handbook of 
PHYSICS in MEDICINE and BIOLOGY.  New York 
:CRC Press（Boca Raton,  London）, 2010:10-（1-20）.

三村治.  なぜ垂直複視は水平複視より許容範囲が狭いの
か？.  根木昭,  田野保雄,  大橋裕一,  坪田一男,  大鹿
哲郎  編.  眼のサイエンス  眼疾患の謎.  東京:文光堂, 
2010:258-60.

三村治.  視力検査,  視野検査.  松田暉,  荻原俊男,  灘波
光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:261-5.

神野早苗.  眼圧検査,  色覚検査.  松田暉,  荻原俊男,  灘波
光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:265-6,271-2.

池田誠宏.  眼底検査.  松田暉,  荻原俊男,  灘波光義,  鈴木
久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 2010:266-
8.

池田尚弘.  細隙灯顕微鏡検査.  松田暉,  荻原俊男,  灘波
光義,  鈴木久美,  林直子編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:268-9.

木村亜紀子.  眼位・眼球運動検査.  松田暉,  荻原俊男,  灘
波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江
堂, 2010:269-71.

三村治.  小乳頭による偽乳頭浮腫,  視神経乳頭黒色細胞
腫,  視神経乳頭傾斜症候群とOAG,  浸潤性視神経症,  
視野変化と眼底変化を伴った小乳頭症,  視神経乳頭メラ
ノーシス,  Leber遺伝性視神経症  その2.  山本哲也,  三
村治  編.  目で診る緑内障・視神経疾患80.  東京:メジカ
ルビュー社, 2010:2-3,66-7,76-7,96-7,104-5,108-9,158-9.

大野新一郎.  健眼小乳頭を伴った前部虚血性視神経症,  
乳頭腫脹  その１,  小児視神経炎（乳頭浮腫あり）,  前
部虚血性視神経症（蒼白浮腫）,  甲状腺性視神経症,  
Leber遺伝性視神経症  その１,  抗アクアポリン4抗体
陽性視神経炎（萎縮期初診）,  多発性消失性白点症候群

（MEWDS）,  原田病,  抗アクアポリン4抗体陽性視神経
炎,  小児視神経炎（乳頭浮腫なし）,  Leber星芒状視神経
網膜炎.  山本哲也,  三村治  編.  目で診る緑内障・視神
経疾患80.  東京:メジカルビュー社, 2010:6-7,36-7,38-9,42-
3,46-7,86-7,90-1,100-1,102-3,152-3,154-5,160-1.
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石川裕人.  巨大乳頭,  乳頭小窩.  山本哲也,  三村治  編.  
目で診る緑内障・視神経疾患80.  東京:メジカルビュー社, 
2010:12-3,16-7.

木村亜紀子.  網膜有髄神経線維症,  偽うっ血乳頭,  朝顔症
候群.  山本哲也,  三村治  編.  目で診る緑内障・視神経
疾患80.  東京:メジカルビュー社, 2010:18-9,98-9,110-1.

神野早苗.  強度近視と緑内障の合併.  山本哲也,  三村
治  編.  目で診る緑内障・視神経疾患80.  東京:メジカル
ビュー社, 2010:20-1.

神野早苗 ,  三村治.  乳頭浮腫で初診した視神経網膜炎
（Case45）.  山本哲也,  三村治  編.  目で診る緑内障・視
神経疾患80.  東京:メジカルビュー社, 2010:92-3.

三村治.  視力障害,  視野障害,  眼痛,  眼球突出,  ぶどう膜
炎,  眼の外傷.  松田暉,  荻原俊男,  灘波光義,  鈴木久
美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 2010:138-
41,141-3,148-9,151-2,174-6,178-9.

池田誠宏.  飛蚊症,  網膜剥離,  糖尿病網膜症.  松田暉,  荻
原俊男,  灘波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療
Ⅳ.  東京:南江堂, 2010:143-4,166-8,168-70.

池田尚弘.  変視症,  眼の充血,  眼脂,  加齢黄斑変性,  眼底
出血.  松田暉,  荻原俊男,  灘波光義,  鈴木久美,  林直子  
編.  疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 2010:144-6,149-50,150-
1,170-2,172-4.

神野早苗.  色覚異常,  ドライアイ,  アレルギー性結膜炎,  感
染性結膜炎,  角膜炎,  角膜潰瘍,  緑内障.  松田暉,  荻原
俊男,  灘波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅳ.  
東京:南江堂, 2010:146,153-5,155-7,157-9,159-61,163-6.

木村亜紀子.  複視,  視神経炎.  松田暉,  荻原俊男,  灘波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 
2010:147-8,176-7.

松葉沙織,  池田誠宏.  白内障.  松田暉,  荻原俊男,  灘波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 
2010:161-3.

木村亜紀子.  外眼筋,  外転神経,  滑車神経,  動眼神経.  山
本節  編.  視能矯正学  用語解説辞典.  東京:メディカル葵
出版, 2010:23-4,26-7,31-3,159-60.

三村治.  抗コリンエステラーゼ薬,  前庭眼反射,  側頭動脈
炎,  テンシロンテスト,  続発緑内障,  点頭けいれん.  山本
節  編.  視能矯正学  用語解説辞典.  東京:メディカル葵出
版, 2010:69,129,136-7,137,157,158.

三村治.  眼球運動検査だけでは正確な麻痺筋の固定がで
きないことがある,  抗体検査やテンシロンテストだけでは
眼筋無力症の固定ができないことがある.  山下英俊,  谷
原秀信  編.  眼科検査のグノーティ・セアウトン  この検査
ではここが見えない.  東京:株式会社シナジー, 2010:12-
5,37-9.

■学術論文■
［総説］
三村治 .   外眼筋の機能.  C l i n i c a l Neu ro s c i enc e 

2010;28:39-41.
三村治.  視野が狭くなる病気.  綜合臨牀 2010;59:129-30.

大野新一郎.  Adie症候群,  瞳孔緊張症.  眼科 2010;52:69-
73.

三村治.  視神経疾患.  あたらしい眼科 2010;27:191-5.
三村治.  つけよう!  神経眼科力  複視  Hessとシノプトフォア

を駆使しよう!.  臨床眼科 2010;64:852-5.
木村亜紀子.  高齢者の外斜視手術.  眼科 2010;52:891-6.
木村亜紀子.  複視の手術治療.  あたらしい眼科 2010;27: 

889-96.
三村治.  高齢者のための斜視手術  高齢者の斜視の手術方

針.  眼科手術 2010;23:430-3.
三村治,  保科幸次.  バセドウ病眼症に対する薬剤局所投与

と外眼筋手術.  内分泌・糖尿病・代謝内科 2010;31:158-
65.

三村治.  複視や眼位異常はどこまで治せるのか？.  臨床眼
科 2010;64:1474-8.

難波光義,  小西康輔,  久保典代,  小杉圭右,  池田誠宏.  糖
尿病網膜症の治療  全身管理の面から.  あたらしい眼科 
2010;27:1201-5.

池田尚弘 .  毛様脈絡膜滲出,  毛様体前方回旋.  眼科 
2010;52:1486-9.

木村亜紀子.  甲状腺眼症.  眼科 2010;52:1586-90.
蒲恵蔵,  三村治.  下垂体腺腫.  眼科 2010;52:1606-9.
蒲恵蔵,  三村治.  頭蓋咽頭腫.  眼科 2010;52:1610-3.
三村治.  鞍結節骨髄膜腫.  眼科 2010;52:1614-6.
木村亜紀子.  片側顔面痙攣.  眼科 2010;52:1622-5.
木村亜紀子.  上下直筋水平移動術.  眼科 2010;52:1887-93.
木村亜紀子.   再発斜視の治療方針.  あたらしい眼科 

2010;27:1659-64.
［原著］
山縣祥隆,  寺田木綿子,  鈴木温,  三村治.  視野障害患者

の移動困難度評価におけるEsterman disability scoreの
有用性に関する臨床統計学的研究.  日本眼科学会雑誌 
2010;114:14-22.

Matsuba-Kitamura S,  Yoshimoto T,  Yasuda K,  Futatsugi-
Yumikawa S,  Taki Y,  Muto T,  Ikeda T,  Mimura O,  
Nakanishi K.  Contribution of IL-33 to induction and 
augmentation of experimental allergic conjunctivitis.  
Int Immunol 2010;22:479-89.

岡本紀夫,  伊藤吉將,  長井紀章,  細谷友雅,  三村治.  眼窩
外涙腺摘出ラットドライアイモデルにおけるセサミン点眼
液の効果.  眼科臨床紀要 2010;3:649-52．

Okamoto N,  Ito Y,  Nagai N,  Murao T,  Takiguchi Y,  
Kurimoto T,  Mimura O.  Preparation of ophthalmic 
formulations containing cilostazol as an anti-glaucoma 
agent and improvement in its permeability through 
the rabbit cornea.  J Oleo Sci 2010;59:423-30.

長井紀章,  村尾卓俊,  伊藤吉將,  岡本紀夫,  三村治.  Ⅱ型
糖尿病モデル動物OLETFラットにおける角膜障害治癒
の速度論的解析.  眼薬理 2010;24:52-4.

保科幸次.  甲状腺眼症−210例の検討と新たな診断基準の
提案−.  兵庫医科大学医学会雑誌 2010;35:89-95.
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大北陽一,  木村亜紀子,  間原千草,  田中麻紀,  近藤美穂,  
三村治.  大斜視角の成人外斜視に対する手術効果.  日本
視能訓練士協会誌 2010;39:81-5.

［症例報告］
吉田史子,  岡本紀夫,  細谷友雅,  上田美子,  海田勝仁,  小

川啓恭,  三村治.  多彩な眼病変を示した急性リンパ芽球
性白血病の1例.  日本眼科学会雑誌 2010;114:28-33．

岡本紀夫,  大野新一郎,  三村治.  網膜動脈吻合後に網膜
動脈分枝閉塞症を認めた1例.  臨床眼科 2010;64:14-6．

鈴木聡,  岡本紀夫,  三村治.  Bloch-Sulzberger症候群の1
例  長期経過.  臨床眼科 2010;64:170-1．

岡本紀夫,  高安紀之,  大野新一郎,  上田美子,  三村治.  メ
テノロン酢酸エステルの投与中にもかかわらずMeibam腺
機能不全を発症した1例.  眼科臨床紀要 2010;3:233-5．

岡本紀夫,  大野新一郎,  三村治.  網膜海綿状血管腫の1例.  
臨床眼科 2010;64:272-3.

中村由美子,  細谷友雅,  神野早苗,  中川登,  垣淵正男,  三
村治.  31歳女性の結膜から発生した悪性黒色腫の1例.  
眼科 2010;52:331-5．

田上雄一,  岡本紀夫,  中村由美子,  大野新一郎,  三村治.  
下鼻側1/4半盲傾向を示した視神経乳頭黒色細胞腫の1
例.  眼科 2010;52:337-9．

大野新一郎,  岡本紀夫,  田上雄一,  三村治.  10代女性に発
症し,  当初,  視神経炎として紹介された片眼性網膜疾患
の2例.  眼科 2010;52:95-100．

田上雄一,  岡本紀夫,  大野新一郎,  三村治.  下鼻側網膜が
虚血から免れた網膜中心動脈閉塞症.  眼科 2010;52:827-
31．

坂本文,  西村雅史,  笠間周平,  田中恵子,  三村治.  抗
アクアポリン4抗体陽性であった視神経炎の1例.  眼科 
2010;52:939-43．

大野新一郎,  岡本紀夫,  田上雄一,  上田美子,  三村治.  低
用量経口避妊薬内服中に網膜動脈分枝閉塞症を発症し
た1例.  眼科 2010;52:1083-6．

大野新一郎,  近藤美穂,  岡本紀夫,  鈴木康之.  Coats病.  
臨床眼科 2010;64:1243.

田上雄一,  大野新一郎,  岡本紀夫,  三村治.  片側下四半盲
をきたした下垂体卒中の1例.  臨床眼科 2010;64:1935-9.

■学会発表■
［国際学会］
Nishimura M,  Ikeda N,  Ikeda T,  Masuda A,  Mimura O.  

Acute zonal occult outer retinopathy presented with 
annular scotoma and periphebitis in a Japanese girl.  
World Ophthalmology Congress 2010 2010.6 Berlin

Sakamoto A,  Nishimura M,  Kasama S,  Tanaka K,  
Mimura O.  Demanding treatment of neuromyelitis 
optica in Japanese patient.  World Ophthalmology 
Congress 2010 2010.6 Berlin

Takata M,  Kashiwamura S,  Nakagomi T,  Saino O,  
Nakano-Doi A,  Doe N,  Nakagomi N,  Okamura 
H,  Mimura O,  Taguchi A,  Matsuyama T.  GITR

（Glucocorticoid-induced TNF receptor）triggering 
reduces,  and its inhibition enhances endogenous 
neurogenesis in post-stroke brain.  7th World Stroke 
Congress 2010.10 Seoul

Taguchi A,  Kasahara Y,  Hirose H,  Saino O,  Takata M,  
Nakagomi T,  Matsuyama T,  Fukunaga M,  Ishikawa M.  
A simple and highly reproducible model of permanent 
cerebral ischemia in CB-17 and SCID mice.  7th World 
Stroke Congress 2010.10 Seoul

Matsuyama T,  Saino O,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  
Takata M,  Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  
Mimura O,  Taguchi A.  CD25-positive T lymphocytes 
are key immunomodulators of neurogenesis after 
stroke.  7th World Stroke Congress 2010.10 Seoul

Kashimoto R,  Yamanaka H,  Okubo M,  Kobayashi 
K ,  Mimura O,  Noguch i K .  Express ion a nd 
phosphorylation of ERM family proteins in rats spinal 
dorsal horn following peripheral nerve injury.  The 
40th Annual Meeting of the Society for Neuroscience

（Neuroscience 2010） 2010.11 San Diego
Mimura O.  Terapeutic surgery of paralytic strabismus. 
（Invited Lecture）The 51st Annual Meeting of the 
Ophthalmological Society of Taiwan,  The 13th Taipei 
International Symposium of Ophthalmology 2010.12 
Taipei

［国内学会］
山田昌和,  菅澤淳,  三村治.  高齢者のための斜視手術.  （イ

ンストラクションコース）第33回日本眼科手術学会総会 
2010.1 東京

井上貴美子,  木村直樹,  池田誠宏,  池田尚弘,  石川裕人,  
三村治.  裂孔原性網膜剥離に対する手術成績.  第33回日
本眼科手術学会総会 2010.1 東京

三村治.  ボツリヌスA型毒素講習・実技セミナー. （教育講
演）第33回日本眼科手術学会総会 2010.1 東京

細谷友雅,  神野早苗,  中村由美子,  三村治.  春季カタルに
対するタクロリムス点眼液の治療成績.  第34回角膜カン
ファランス・第26回日本角膜移植学会 2010.2 仙台

中村由美子,  細谷友雅,  鈴木克彦,  石川裕人,  神野早苗,  
三村治.  栗のイガによる巨大な隆起性真菌塊を形成した
角膜真菌症.  第34回角膜カンファランス・第26回日本角膜
移植学会 2010.2 仙台

木村亜紀子.  外斜視と交代性上斜位. （シンポジウム）第66
回日本弱視斜視学会総会・第35回日本小児眼科学会総会 
合同学会 2010.7 東京

木村亜紀子,  増田明子,  中村由美子,  三村治.  特異な機転
が疑われたCPEOの1例.  第66回日本弱視斜視学会総会・
第35回日本小児眼科学会総会  合同学会 2010.7 東京

初川嘉一,  仁科幸子,  菅澤淳,  木村亜紀子,  矢ケ崎悌司,  
不二門尚,  平野慎也.  外斜視の多施設共同研究  2術前
眼位と手術効果.  第66回日本弱視斜視学会総会・第35回
日本小児眼科学会総会  合同学会 2010.7 東京
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神谷麻紀,  木村亜紀子,  間原千草,  大北陽一,  近藤美穂,  
三村治.  先天上斜筋麻痺の手術予後.  第66回日本弱視
斜視学会総会・第35回日本小児眼科学会総会  合同学会 
2010.7 東京

三村治,  木村亜紀子,  増田明子,  内海隆生.  強度近視によ
る進行性内斜視の手術治療.  第66回日本弱視斜視学会
総会・第35回日本小児眼科学会総会  合同学会 2010.7 東
京

土居亜紀子,  中込隆之,  中込奈美,  斉野織恵,  田片将士,  
盧山,  立花久大,  田口明彦,  松山知弘.  骨髄単核球投与
が脳梗塞後の脳血管内皮細胞と神経幹細胞に及ぼす影
響の検討.  第33回日本神経科学大会,  第53回日本神経
化学会大会および第20回日本神経回路学会大会  合同大
会（Neuro2010） 2010.9 神戸

田片将士,  柏村信一郎,  中込隆之,  斉野織恵,  土居亜紀
子,  土江伸誉,  中込奈美,  岡村春樹,  三村治,  田口明彦,  
松山知弘 .  脳梗塞後の内因性神経再生におけるGITR

（Glucocorticoid-induced TNF receptor）陽性T細胞の
関与の検討.  第33回日本神経科学大会,  第53回日本神
経化学会大会および第20回日本神経回路学会大会  合同
大会（Neuro2010） 2010.9 神戸

盧山,  中込隆之,  土居亜紀子,  田片将士,  岡本紀夫,  三村
治,  伊藤吉將,  笠原由紀子,  田口明彦,  立花久大,  松山
知弘.  可溶化シロスタゾール脳梗塞急性期投与の脳血流
に及ぼす影響の検討.  第33回日本神経科学大会,  第53回
日本神経化学会大会および第20回日本神経回路学会大
会  合同大会（Neuro2010） 2010.9 神戸

斉野織恵,  田口明彦,  中込隆之,  土居亜紀子,  田片将士,  
柏村信一郎,  土江伸誉,  松山知弘.  CD4陽性T細胞が脳
梗塞後の内因性神経幹細胞に及ぼす影響の検討.  第33
回日本神経科学大会,  第53回日本神経化学会大会および
第20回日本神経回路学会大会  合同大会（Neuro2010） 
2010.9 神戸

鈴木克彦,  神野早苗,  鈴木温,  宇山令司,  田上雄一,  三村
治.  トラボプロストとラタノプロストの相互切り替えに関す
る臨床研究.  第21回日本緑内障学会 2010.9 福岡

荒木敬士,  鈴木克彦,  神野早苗,  田上雄一,  三村治.  ビ
マトプロストの短期使用成績.  第21回日本緑内障学会 
2010.9 福岡

中内一揚,  三村治.  DCR鼻外法  安全な骨窓作成の一方
法.  第25回日本眼窩疾患シンポジウム 2010.10 松江

保科幸次,  田上雄一,  技川宏,  松原正男.  プロ野球選手
102名の屈折,  視力,  動体視力及び利目に関する研究.  第
21回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2010.11 つくば

北野滋彦,  池田誠宏,  大越貴志子,  佐藤幸裕,  高木均,  山
本禎子.  目にやさしい糖尿病黄斑浮腫治療. （インストラ
クションコース）第64回日本臨床眼科学会 2010.11 神戸

佐藤美保,  根岸貴志,  杉山能子,  木村亜紀子,  矢ケ崎悌
司.  小児眼科・斜視弱視外来入門  どんと来い,  3歳児！. 

（インストラクションコース）第64回日本臨床眼科学会 
2010.11 神戸

鹿嶋友敬,  山田貴之,  今川幸宏,  中内一揚.  眼形成外科の
すすめ−ここまで治る眼形成−. （インストラクションコー
ス）第64回日本臨床眼科学会 2010.11 神戸

木村亜紀子.  末梢性眼球運動障害. （シンポジウム）第64回
日本臨床眼科学会 2010.11 神戸

三村治,  木村亜紀子,  中村由美子,  木下茂,  中村芳子,  鈴
木一隆,  豊田晴義.  片側顔面痙攣における瞬目運動の定
量解析―ボツリヌス毒素治療効果の検討―.  第64回日本
臨床眼科学会 2010.11 神戸

大野新一郎,  岡本紀夫,  田上雄一,  沖波聡,  三村治.  心因
性視覚障害と診断されていたAZOORの1例.  第64回日本
臨床眼科学会 2010.11 神戸

岡本紀夫,  大野新一郎,  三村治.  光干渉断層計を用いた網
膜中心動脈閉塞症の形態と予後.  第64回日本臨床眼科
学会 2010.11 神戸

中村由美子,  三村治,  木村亜紀子,  木下茂,  中村芳子,  鈴
木一隆,  豊田晴義.  眼瞼痙攣の瞬目―ボツリヌス治療前
後での定量解析―.  第64回日本臨床眼科学会 2010.11 
神戸

三村治.  眼瞼痙攣・片側顔面痙攣の治療―患者の満足度の
改善を目指して―. （ランチョンセミナー）第64回日本臨床
眼科学会 2010.11 神戸

三村治.  ボツリヌス療法と瞬目解析. （イブニングセミナー）
第48回日本神経眼科学会総会 2010.11 名古屋

高木峰夫,  田中恵子,  若倉雅登,  三村治,  石川均,  酒井勉,  
鈴木利根,  気賀沢一輝,  毛塚剛司,  大久保真司,  中馬秀
樹,  安藤彰,  大石明生,  新田卓也,  大出尚郎,  鈴木康夫,  
西澤正豊,  安部春樹.  抗アクアポリン4抗体陽性視神経
炎に関する多施設研究第一プロジェクト: 臨床像の検討の
総括.  第48回日本神経眼科学会総会 2010.11 名古屋

荒木敬士,  池田誠宏,  永里大祐,  鈴木克彦,  木村直樹,  池
田尚弘,  三村治.  増殖糖尿病網膜症に合併した血管新生
緑内障に対する毛様体扁平部光凝固の長期成績.  網膜
2010 2010.11 大阪

間原千草.  眼科検査機器―目指せ、検査の達人！―麻痺性
斜視の検査. （教育セミナー）第51回日本視能矯正学会 
2010.11 神戸

近藤美穂,  木村亜紀子,  間原千草,  大北陽一,  神谷麻紀,  
三村治.  調節性内斜視の治療予後.  第51回日本視能矯正
学会 2010.11 神戸

［地方会等］
木村亜紀子.  ボツリヌス毒素療法最前線. （教育講演）第9

回近畿弱視斜視アフタヌーンセミナー 2010.2 大阪
永里大祐,  出田隆一,  溝口鈴彦,  中村泰久.  眼瞼下垂術後

瘢痕に対して矯正術を行った一例.  第80回九州眼科学会 
2010.5 佐賀

大野新一郎,  西村雅史,  三村治,  高木峰夫,  田中恵子.  抗
アクアポリン4抗体陽性視神経炎の臨床的特徴.  第80回
九州眼科学会 2010.5 佐賀

末廣尚美,  森秀夫.  結膜穿破を来たしたマライゲル.  第80
回九州眼科学会 2010.5 佐賀
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三村治.  ボツリヌス毒素注射の患者満足度の改善を目指し
て. （特別講演）西日本眼瞼痙攣シンポジウム 2010.7 大
阪

［研究会・講演会等］
三村治.  やさしい神経眼科−眼瞼と眼球運動のみかた−. 

（特別講演）第12回山形めまい研究会 2010.1 山形
神野早苗.  この症例は緑内障？それとも非緑内障？. （特別

講演）緑内障診断セミナー 2010.1 西宮
三村治.  瞬目運動と眼瞼痙攣. （特別講演）眼瞼痙攣コア

ミーティング 2010.2 東京
三村治.  複視の診断と治療−2010 update−. （教育講演）

眼科診療アップデートセミナー 2010.3 京都
三村治.  眼と脳の機能解剖学・眼球運動障害. （教育講演）

日本視能訓練士協会  生涯教育制度  新人教育プログラ
ム 2010.3 大阪

西村雅史.  視神経周囲炎. （指定講演）第12回ボーダレス
眼科臨床研究会 2010.4 大阪

三村治.  やさしい神経眼科−眼瞼と眼球運動のみかた−. 
（特別講演）第19回さざなみ眼科研究会 2010.4 大津

三村治.  複視の診断と治療  複視と眼球運動障害はここま
で治る！. （特別講演）第11回静岡県眼科学術セミナー 
2010.5 静岡

三村治.  眼球運動と眼瞼の見方. （特別講演）第97回日大
眼科症例検討会 2010.5 東京

池田誠宏.  糖尿病網膜症の病態と治療. （特別講演）Itami 
Frontia Meeting 2010.5 宝塚

木村亜紀子.  麻痺性斜視の診断と治療. （教育講演）第4回
神経眼科コロキウム−細雪の会− 2010.5 芦屋

鈴木克彦.  繊維柱帯切除術−感染に強い濾過胞の形成
を目指して−. （特別講演）尼崎市眼科医会学術講演会 
2010.6 尼崎

木村亜紀子.  斜視手術の実際. （特別講演）弘前眼科フォー
ラム 2010.6 弘前

神野早苗.  緑内障薬物治療アップデート. （特別講演）阪神
地区緑内障講演会 2010.6 尼崎

三村治.  やさしい神経眼科: 治療編−神経眼科もここまで治
る！−. （特別講演）第27回熊本眼疾患研究会 2010.6 熊
本

三村治.  成人斜視・麻痺性斜視. （教育講演）第22回日本
小児眼科学会講習会 2010.7 東京

三村治.  複視の診断と治療−複視と眼球運動障害はここま
で治る！−. （特別講演）第13回千葉臨床眼科フォーラム 
2010.7 千葉

木村亜紀子.  成人斜視への取り組み. （宿題報告）第116回
京都眼科学会 2010.7 京都

細谷友雅,  神野早苗,  中村由美子,  三村治.  春季カタルに
対するタクロリムス点眼液の治療成績.  第116回京都眼科
学会 2010.7 京都

三村治.  やさしい神経眼科治療−神経眼科もここまで治る！
−. （特別講演）第23回近畿神経眼科セミナー 2010.7 大
阪

木村亜紀子.  成人斜視への取り組み. （ミニ教育セミナー）
第23回近畿神経眼科セミナー 2010.7 大阪

神野早苗.  緑内障の診断と最近のトピックス. （特別講演）
第5回名古屋緑内障倶楽部 2010.8 名古屋

三村治.  やさしい神経眼科−眼球運動と眼瞼のみかた2010
−. （特別講演）第3回広島大学・山口大学眼科Grand 
Rounds 2010.8 広島

木村亜紀子.  眼科におけるボツリヌス治療. （特別講演）第
6回神経・筋疾患に関するボツリヌス療法研究会 2010.9 
東京

神野早苗.  緑内障性視神経乳頭の鑑別. （特別講演）第19
回眼科医療フォーラム 2010.9 徳島

中内一揚,  三村治.  犬咬症による上眼瞼欠損の一例.  第
117回兵庫県眼科医会学術集談会 2010.9 西宮

大北陽一,  中村由美子,  木村亜紀子,  近藤美穂,  間原千
草,  神谷麻紀,  三村治.  輻湊不全型外斜視に対する片眼
外直筋後転の手術効果.  第117回兵庫県眼科医会学術集
談会 2010.9 西宮

荒木敬士,  池田誠宏,  永里大祐,  鈴木克彦,  木村直樹,  池
田尚弘,  三村治.  増殖糖尿病網膜症に合併した血管新生
緑内障に対する毛様体扁平部光凝固の長期成績.  第117
回兵庫県眼科医会学術集談会 2010.9 西宮

永里大祐,  石川裕人,  池田誠宏,  荒木敬士,  池田尚弘,  三
村治.  鈍的外傷後に発症した後嚢裂孔の一例.  第117回
兵庫県眼科医会学術集談会 2010.9 西宮

神野早苗,  細谷友雅,  三村治.  CL関連角膜感染症としての
緑膿菌感染.  第117回兵庫県眼科医会学術集談会 2010.9 
西宮

池田誠宏.  糖尿病眼合併症の病態と治療. （特別講演）兵
庫医科大学医学会学術講演会 2010.9 西宮

三村治.  眼瞼疾患の診断と治療. （特別講演）第21回愛眼
研フォーラム  神経眼科疾患に関する講演会 2010.9 松山

中内一揚,  三村治,  宇山淳,  藤田重一,  蒲恵蔵.  Fibrous 
dysplasiaが視神経管狭窄を起こした一例.  第28回日本
眼腫瘍研究会 2010.9 浜松

三村治.  眼瞼疾患の診断と治療. （特別講演）北陸眼瞼痙
攣シンポジウム 2010.10 金沢

三村治.  神経眼科疾患の治療. （特別講演）瀬戸内眼科コ
ロシアム  ボツリヌス療法講演会 2010.10 広島

三村治.  甲状腺眼症の診断と治療. （特別講演）第1回岩手
甲状腺眼症研究会 2010.10 盛岡

三村治.  麻痺性斜視の手術治療. （特別講演）第43回大阪
眼科手術の会 2010.11 大阪

中内一揚.  兵庫医科大学形成外来のご紹介.  兵庫県東部地
区眼科医会学術講演会 2010.11 西宮

■その他■
三村治. （DVD）神経眼科診断法.  社団法人日本眼科医

会・学術委員会  企画・監修.  東京:株式会社インターメ
ディカ, 2010.11

西村雅史.  第22回近畿神経眼科セミナー印象記.  神経眼科 
2010;26:474-475.
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三村治.  やさしい神経眼科−眼瞼と眼球運動のみかた−.  
メディカル・ビューポイント（MVP） 2010;31:6.

三村治.  第63回日本臨床眼科学会印象記「神経・小児検
査」.  眼科 2010;52:521-2.

三村治.  強度近視と固定内斜視.  眼科医マルチファイン
ダー 2010;18:11-2.

三村治.  外斜視の治療アップデート  序論.  眼科 2010;52: 
861-2.

三村治.  複視をきたす疾患  序説.  あたらしい眼科 2010;27: 
861-2.

三村治.  談話室: 第22回日本眼科学会専門医認定試験を終
えて.  日本眼科学会雑誌 2010;114:713-5.

三村治.  編集室: もっと眼科の魅力のアピールを！.  日本眼
科学会雑誌 2010;114:820.

三村治.  重症筋無力症.  眼科医マルチファインダー 2010;19: 
11-2.

三村治.  序論: 眼筋移動術のすべて.  眼科 2010;52:1875-6.
神野早苗.  傾斜乳頭のOCT所見.  ルミガン新発売記念講

演会 2010.3 神戸
池田誠宏.  糖尿病網膜症の病態と治療. （特別講演）第32

回武庫川カンファランス 2010.6 西宮
鈴木克彦.  兵庫医科大学眼科における繊維柱帯切除術の工

夫.  大塚製薬（株）神戸支店  社内招聘勉強会 2010.7 神
戸

神野早苗.  これからのβ遮断点眼液の使い方. （シンポジウ
ム）ミケランLA点眼液発売3周年記念講演会 2010.7 大阪

田口浩司,  辻村まり,  渡辺仁,  片上千加子,  椋野洋和,  細
谷友雅,  溝上淳二.  クイズ  角結膜疾患“私の治療法はこ
れだ！”. （パネルディスカッション）兵庫県オキュラーサー
フェス研究会 2010.9 神戸

神野早苗.  先天性の視野変化に緑内障が合併しているか. 
（パネルディスカッション）第8回兵庫県眼科オープンカン
ファレンス 2010.9 神戸

神野早苗.  緑内障と診断のつかない視神経乳頭.  デュオト
ラバ®配合点眼液 新発売記念講演会in神戸 2010.9 神戸

石川裕人.  ずっと見るために―加齢に伴う目の変化・病気―.  
目の愛護デー  講演会 2010.10 明石

耳鼻咽喉科学
Otorhinolaryngology

■著書■
都築建三,  阪上雅史.  アルツハイマー・パーキンソン病によ

る嗅覚障害のEBMとは.  池田勝久,  武田憲昭,  井之口
昭,  原渕保明,  丹生健一  編.  EBM耳鼻咽喉科・頭頸部
外科の治療2010-2011.  東京:中外医学社, 2010:78-81.

三代康雄,  阪上雅史.  慢性穿孔性中耳炎に対する鼓室形
成術,乳突洞削開のEBMとは？.  池田勝久,  武田憲昭,  井
之口昭,  原渕保明,  丹生健一.  EBM耳鼻咽喉科・頭頸部
腫瘍の治療2010-2011.  東京:中外医学社, 2010:141-3.

三代康雄.  難聴,  耳漏,  耳鳴,  耳痛,  耳硬化症.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子.  疾病と治療Ⅳ.  
東京:南江堂, 2010:182-90,206-8.

三代康雄.  蝸牛開窓術,  9-24青囲み部分耳鼻咽喉科学用語
解説集（日本耳鼻咽喉科学会）.  東京:金芳堂, 2010:182-
186, 283, 354, 357-8, 360-1, 363, 368. 383-6, 487.

桂弘和,  阪上雅史.  真珠腫性中耳炎.  小川郁  編.  よくわ
かる聴覚障害.  東京:永井書店, 2010:110-4.

宇和伸浩.  咽頭痛,  27-30疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 
2010:196-8,208-13.

■学術論文■
［総説］
都築建三,  阪上雅史.  慢性副鼻腔炎による嗅覚障害と鼻内

視鏡手術.  Entoni 2010;117:58-64.
都築建三 ,  阪上雅史.  嗅裂部針状鏡検査・嗅粘膜生検.  

JOHNS 2010;26:1128-32.
三代康雄.  経外耳道的上鼓室削開による鼓室形成術（研修

ノート）.  耳鼻咽喉科臨床 2010;103:182-3.
岡秀樹,  阪上雅史.  特集  耳鼻咽喉科における心因性疾患

とその対応4,  心因性  味覚・嗅覚異常.  耳鼻咽喉科・頭
頸部外科12 2010;82:937-40.

桂弘和 ,  阪上雅史 .  耳鼻咽喉科外来診療−私の工夫−.   
Entoni 2010;113:1-4.

任智美,  阪上雅史.  5）味覚障害.  Progress in medicine 
2010;30:1049-53.

任智美,  阪上雅史.  舌痛症.  Johns 2010;26:1951-4.
任智美,  阪上雅史.  味覚検査‐耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

2010;82:181-6.
任智美,  阪上雅史.  味覚障害と唾液分泌障害.  Entoni 

2010;117:25-30.
任智美 ,  阪上雅史.  嗅覚と神経疾患  加齢.  Cl in ica l 

Neuroscience 2010;28:1310-11.
任智美,  阪上雅史.  味覚の測定.  Clinical Neuroscience 

2010;28:1236-9.
桂弘和,  阪上雅史.  先天性子骨奇形の分類の対応.  Johns 

2010;26:1033-5.
［原著］
Stankovic KM,  Adachi O,  Tsuji K,  Kristiansen AG,  

Adams JC,  Rosen V,  McKenna MJ.  Differences in 
gene expression between the otic capsule and other 
bones.  Hear Res 2010;14;265:83-9. 

Horii A,  Kitahara T,  Osaki Y,  Imai T,  Fukuda K,  
Sakagami M,  Inohara H.  Intractable BPPV:long-
term follow up and inner ear abnormality detected by 
3D-MRI.  Otol Neurotol 2010;31:250-5.

Uwa N,  Terada T,  Saeki N,  Sagawa K,  Ogino K,  
Sakagami M.  Clinical features of 5 patients with 
descending necrotizing mediastinitis originating 
from deep neck infection.  Auris Nasus Larynx 
2010;37:530-4.

Mishiro Y,  Sakagami M,  Kitahara M.  Prognostic factors 
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of Long-term Outcomes after Ossiculoplasty using 
Multivariate Analysis.  Eur Arch Otorhinolaryngol 
2010;267:861-5.

池畑美樹 ,  瀬尾徹,  坂直樹 ,  阪上雅史 .  嚥下時違和
感をきたした異型右鎖骨下動脈例.  耳鼻咽喉科臨床 
2010;103:173-5.

三代康雄,  北原糺,  足達治,  坂直樹,  桂弘和,  橋本美咲
子,  阪上雅史.  多変量解析による耳小骨再建術後聴力予
後因子.  耳鼻咽喉科臨床 2010;103:523-8.

宇和伸浩,  吉野邦俊,  藤井隆,  上村裕和,  赤羽誉,  鈴木
基之,  西山謹司,  富田裕彦,  寺田友紀,  佐伯暢生,  佐
川公介,  毛利武士,  冨士原将之 ,  阪上雅史.  嗅神経
芽細胞腫13例の臨床的検討.  耳鼻咽喉科･頭頸部外科 
2010;82:597-602.

岡秀樹,  任智美,  梅本匡則,  根来篤,  坂口明子,  阪上雅
史.  高齢者における味覚障害の検討.  口腔咽頭科学会 
2010;23:147-50.

坂口明子,  三代康雄,  足達治,  桂弘和,  阪上雅史.  側頭骨
に発生した軟骨芽細胞腫.  耳鼻臨床 2010;103:807-12.

樫葉恵子,  小森正博,  表原慶典,  柳原尚明,  阪上雅史.  不
快感の軽減を目指した耳鼻咽喉科処置用スプレ−の改良
とその評価.  耳鼻咽喉科展望 2010;53（補冊2）:97-100.

寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  毛利武士,  阪
上雅史.  喉頭摘出 Provox2による音声獲得と長期経過観
察.  日本耳鼻咽喉科学会 2010;113:838-43.

［症例報告］
Tsuzuki K,  Nishigami T,  Takebayashi H,  Sakaguchi A,  

Oka H,  Fukazawa K,  Sakagami M.  Inverted papilloma 
with osteogenesis in the anterior ethmoid and frontal 
sinuses.  J Laryngol Otol 2010;124:230-3.

Uwa N,  Terada T,  Saeki N,  Sagawa K,  Ogino K,  
Sakagami M.  Clinical features of 5 patients with 
descending necrotizing mediastinitis originating 
from deep neck infection.  Auris Nasus Larynx 
2010;37:530-4.

東直人,  神田ちえり,  西岡亜紀,  田中順平,  三代康雄,  竹
原樹里,  澤田悠,  北野将康,  岡部みか,  森本麻衣,  関口
昌弘,  黒岩孝則,  橋本尚明,  松井聖,  岩崎剛,  佐野統.   
MPO-ANCA高値陽性で,  高用量ステロイド薬と免液抑
制剤による治療が奏功した難治性中耳炎の一例.  日本臨
床免疫学会会誌 2010;33:99-104.

寺田友紀,  坂口明子,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  毛
利武士,  阪上雅史.  喉頭に発生した悪性線維性組織球
腫の1例.  日本気管食道科学会会報 2010;61:21-7.

坂口明子,  三代康雄,  足達治,  桂弘和,  阪上雅史.  側
頭骨に発生した軟骨芽細胞腫例.  耳鼻咽喉科臨床 
2010;103:807-12.

［研究報告］
都築秀明,  都築建三 .  アレルギー性鼻炎に対するアル

ゴンプラズマ鼻粘膜焼灼治療.  耳鼻免疫アレルギー 
2010;28:129-30.

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  鼻閉に対す
る下鼻甲介外来手術の術後成績.  耳鼻免疫アレルギー 
2010;28:131-2.

■学会発表■
［国際学会］
Sakagami M.  Recent topics in surgical management 

of chronic otitis media in Japan. （Invited Lecture）
Soc iety of Oto la ryngo log ist i n Nepa l 2010.6 
Kathmandu

Tsuzuki K,  Takebayashi H,  Oka H,  Sakagami M.  Effect 
of sinus surgery on olfactory disorder due to chronic 
sinusitis.  24th Congress of the European Rhinologic 
Society & 29th International Symposium of Infection 
& Allergy of the Nose（ERS&ISIAN2010） 2010.6 
Geneva

Takebayashi H,  Tsuzuki K,  Oka H,  Sakagami M.  Results 
of endoscopic sinus surgery for pediatric sinusitis.  
24th Congress of the European Rhinologic Society & 
29th International Symposium of Infection & Allergy 
of the Nose（ERS&ISIAN2010） 2010.6 Geneva

Saka N,  Seo T,  Sakagami M.  Analysis of vestibular 
function in patients with otosclerosis.  A Satellite 
Symposium to the 26th Barany Society Meeting 
2010.8 Reykjavik

Sakagami M,  Hashimoto M,  Katsura H,  Adachi O,  
Mishiro M.  Difficulty in the surgical management 
of MRSA-infected chronic otitis media. （Oral）13th 
Korea-Japan Joint Meeting of Otolaryngology-Head 
and Neck Surgery 2010.9 Seoul

Muto T,  Adachi O,  Mishiro Y,  Katsura H,  Shiota E,  
Hashimoto K,  Kojima Y,  Nomura N,  Sakagami M.  
Postoperative results of middle ear cholesteatoma 
with normal hearing.  13th Korea-Japan Joint Meeting 
of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2010.9 
Seoul

Saka N,  Seo T,  Nomura N,  Sakagami M.  Long-term 
follow-up of Hearing level in patients with Meniere’
s d isease.  13th Korea-Japan Joint Meet ing of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2010.9 Seoul

Kashiba K,  Komori M,  Yanagihara N,  Hinohira Y,  
Sakagami M.  Prussak’s  space associated with a high 
resolution cone beam CT.  114th American Academy 
of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2010.9 
Boston

Mishiro Y,  Sakagami M,  Adachi O.  The 10-year 
recurrence rate of att ic cholesteatoma.  114th 
American Academy of Otolaryngology – Head and 
Neck Surgery 2010.9 Boston

Mishiro Y,  Adachi O,  Sakagami M.  The 10-year 
recurrence rate of attic cholesteatoma.  AAO-HNS 
Annual Meerting 2010 2010.9 Boston
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Sakagami M ,  Yuasa Y.  Techn ique to s impl i fy 
myringoplasty. （Instruction Course）114th American 
Academy of Otolaryngology- Head Neck Surgery 
2010.10 Boston

Mishiro Y,  Sakagami M.  The 10-year recurrence rate of 
attic cholesteatoma based on a new staging system.  
The 2nd East Asian Otologic Symposium 2010.11 
Taipei

Sakagami M .  Prognost ic factors for short-term 
outcomes after ossiculoplasty using uni- and multi-
variate analyses. （Symposium）The 2nd East Asian 
Symposium on Otology 2010.11 Taipei

Sakagami M,  Mishiro Y,  Murakami S.  Simultaneous 
cochlear implantat ion a fter translabyrinthine 
acoustic tumor removal. （Oral）The 2nd East Asian 
Symposium on Otology 2010.11 Taipei

Mishiro Y,  K itahara T,  Adachi O,  Katsura H ,  
Sakagami M .  The 10-year recurrence rate of 
attic cholesteatoma. （Oral）The 2nd East Asian 
Symposium on Otology 2010.11 Taipei

Kanoh N.  Const itut ive expression of GlyCAM-1 
core protein in rat inner ear.  6 th International 
Symposium on Meniere’s Disease and Inner Ear 
Disorders 2010.11 Kyoto

Kanoh N.  Humoral regulation to the stria l Na-K 
ATPase activity in the cochlea.  6 th International 
Symposium on Meniere’s Disease and Inner Ear 
Disorders 2010.11 Kyoto

Saka N,  Seo T,  Sakagami M.  Long-term follow-up of 
hearing level in patients with Meniere’s disease.  The 
6th International Symposium on Meniere’s Disease 
and Inner Ear Disorders 2010.11 Kyoto

Nin T,  Thomas H,  Sakaguchi A ,  Sakagami M .  
Assessment of oral trigeminal sensitivity in healthy 
subjects by electrical stimulation.  Chemosensation 
2010.12 Dresden

Sakaguchi A,  Nin T,  Katsura H,  Sakagami M.  Taste 
disorder and sensory dysfunction after middle ear 
surgery.  Chemosensation 2010.12 Dresden

［国内学会］
阪上雅史,  足達治,  桂弘和,  三代康雄.  人工内耳CI24RE
（CA）の手術経験.  第20回日本頭頸部外科学会学術講
演会 2010.1 東京

都築秀明,  都築建三.  アレルギー性鼻炎に対するアルゴン
プラズマ鼻粘膜焼灼治療.  第28回日本耳鼻咽喉科免疫ア
レルギー学会 2010.2 福井

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  鼻閉に対する下
鼻甲介外来手術の術後成績.  第28回日本耳鼻咽喉科免
疫アレルギー学会 2010.2 福井

橋本美咲子,  三代康雄,  足達治,  坂直樹,  桂弘和,  阪上雅
史.  中耳手術前後の骨導聴力閾値の変化.  第111回日本

耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2010.5 仙台
都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪上雅史.  嗅

覚障害に対するESS有効性の検討.  第111回日本耳鼻咽
喉科学会総会・学術講演会 2010.5 仙台

桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  中耳コレステリン
肉芽腫に対する手術症例の検討.  第111回日本耳鼻咽喉
科学会総会・学術講演会 2010.5 仙台

阪上雅史,  桂弘和,  足達治,  三代康雄.  人工内耳悲装用
耳に電極を再挿入して両耳装用にした症例.  第111回日本
耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2010.5 仙台

宇和伸浩,  寺田友紀,  佐伯暢生,  毛利武士,  八田千広,  辻
恒治郎,  阪上雅史.  急性喉頭蓋炎症例の気道確保に関
する検討.  第111回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演
会 2010.5 仙台

三代康雄,  橋本美咲子,  足達治,  坂直樹,  桂弘和,  阪上雅
史.  使用する判定基準による聴力改善成績の差: 2000年
日本耳科学会判定基準と1995年AAO‐HNSガイドライン
の比較.  第111回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 
2010.5 仙台

奥中美恵子,  任智美,  大西和歌,  阪上雅史.  当科における
小児滲出性中耳炎症例の検討−言語発達との関係を中心
に−.  第5回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 
2010.6 札幌

北條和歌,  奥中美恵子,  任智美,  西口道子,  阪上雅史.  3
歳以上で人工内耳埋め込み術後の聴能活用を左右する因
子について.  第5回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術
講演会 2010.6 札幌

任智美,  奥中美恵子,  北條和歌,  阪上雅史.  ASSRにおけ
る軽中等度難聴児の検討.  第5回日本小児耳鼻咽喉科学
会総会・学術講演会 2010.6 札幌

寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  毛利武士,  阪
上雅史.  喉頭全摘出後のProvox2TMによる音声獲得と
長期経過観察.  第34回日本頭頸部癌学会 2010.6 東京

佐伯暢生,  寺田友紀,  宇和伸浩,  毛利武士,  阪上雅史,  藤
田重一,  有田憲生.  当科における悪性腫瘍に対する広範
囲頭蓋底腫瘍切除再建術の検討.  第34回日本頭頸部癌
学会 2010.6 東京

冨士原将之,  山本聡,  土井啓至,  髙田康弘,  石藏礼一,  上
紺屋憲彦,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  廣田省三.  
聴器癌に対する超選択的動注化学療法併用放射線治療
の治療成績.  第34回日本頭頸部癌学会 2010.6 東京

雪辰依子,  都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪
上雅史.  当科における鼻出血症例735例の検討.  第49回
日本鼻科学会 2010.8 札幌

都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  慢性副鼻腔炎
のESS症例における術前画像と術後鼻内の比較検討.  第
49回日本鼻科学会 2010.8 札幌

岡秀樹,  都築建三,  竹林宏記,  深澤啓二郎,  阪上雅史.  過
去15年間の外傷性嗅覚障害の治療成績検討.  第49回日
本鼻科学会 2010.8 札幌

竹林宏記,  都築建三,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪上雅史.  当
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科におけるESSで治療しえた鼻副鼻腔良性腫瘍症例の検
討.  第49回日本鼻科学会 2010.8 札幌

任智美,  阪上雅史.  電気刺激装置を用いた舌粘膜における
知覚閾値測定.  第23回日本口腔・咽頭科学会・学術講演
会 2010.9 東京

坂口明子,  任智美,  阪上雅史.  中耳手術における術前味覚
検査の検討.  第23回日本口腔・咽頭科学会・学術講演会 
2010.9 東京

桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  当科での先天性耳
小骨奇形の術後成績について.  第20回日本耳科学会総
会・学術講演会 2010.10 愛媛

加納直行.  MRSA感染耳疾患に対する三者併用療法.  第20
回日本耳科学会総会・学術講演会 2010.10 愛媛

三代康雄 .   乳突削開−外耳道後壁削除型鼓室形成術. 
（モーニングレクチャー）第20回日本耳科学会総会・学術
講演会 2010.10 愛媛

阪上雅史 ,  橋本美咲子,  足達治,  桂弘和 ,  三代康雄 .   
MRSA感染耳で術後早期に再手術を要した症例の検討.  
第20回日本耳科学会総会・学術講演会 2010.10 愛媛

加納直行.  ラット内耳のGlyCAM-1の局在.  第69回日本めま
い平衡医学会 2010.11 京都

瀬尾徹,  坂直樹,  阪上雅史.  スプライン補間によるVEMP
の周波数応答の解析.  第69回日本めまい平衡医学会 
2010.11 京都

坂直樹,  瀬尾徹,  藤森貴世子,  阪上雅史.  耳硬化症の
めまいについての検討.  第69回日本めまい平衡医学会 
2010.11 京都

藤森貴世子,  阪上雅史,  瀬尾徹,  坂直樹.  メニエール病の
聴力とめまいの変動についての検討.  第69回日本めまい
平衡医学会 2010.11 京都

宇和伸浩,  吉野邦俊,  上村裕和,  鈴木基之,  毛利武士,  阪
上雅史.  長期経過観察後再発をきたした喉頭非定型カル
チノイドの2例.  第22回日本喉頭科学会総会 2010.3 下関

毛利武士,  吉野邦俊,  上村裕和,  鈴木基之,  宇和伸浩,  阪
上雅史.  巨大甲状腺腫を合併し急速な原発巣の増大を見
た喉頭癌（spindle cell carcinoma）の一例.  第22回日本
喉頭科学会総会 2010.3 下関

［地方会等］
松原弘,  三代康雄,  足達治,  坂直樹,  岡秀樹,  桂弘和,  阪

上雅史.  診断が困難であった耳性髄液漏症例.  第164回
日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2010.3 尼崎

桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  原発性コレステリ
ン肉芽腫に対する手術症例の検討.  第164回日本耳鼻咽
喉科学会兵庫県地方部会 2010.3 尼崎

坂口明子,  桂弘和,  三代康雄,  足達治,  任智美,  阪上雅
史.  中耳手術における術前味覚検査の検討.  第164回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2010.3 尼崎

岡秀樹,  都築健三,  竹林宏記,  阪上雅史.  両側慢性副鼻
腔炎手術症例の嗅覚改善率の検討.  第164回日本耳鼻咽
喉科学会兵庫県地方部会 2010.3 尼崎

寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  毛利武士,  阪

上雅史.  喉頭全摘出後のProvox2®による音声獲得と長
期経過観察.  第164回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部
会 2010.3 尼崎

塩田絵里子,  三代康雄,  桂弘和,  足達治,  阪上雅史.  顔面
神経鞘腫を疑った小児一側聾症例.  第164回日本耳鼻咽
喉科学会兵庫県地方部会 2010.3 尼崎

阪上雅史.  当科における中耳手術−エビデンスを求めて−. 
（特別講演）日耳鼻栃木県地方部会第36回学術講演会 
2010.4 宇都宮

前田英美,  都築健三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  当
科で経験した鼻腔血管周皮腫（hemangiopericytoma）
の1症例.  第165回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 
2010.7 神戸

雪辰依子,  都築健三,  竹林宏記,  岡秀樹,  深澤啓二郎,  阪
上雅史.  当科過去3年間で経験した鼻出血症例の臨床検
討.  第165回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2010.7 
神戸

高橋恵美子,  桂弘和,  三代康男,  足達治,  阪上雅史.  当科
での真珠腫性中耳炎に対する段階的鼓室形成術の検討.  
第165回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2010.7 神
戸

桝谷麻理子,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  毛利武士,  
阪上雅史.  鼻腔悪性腫瘍の臨床的検討.  第165回日本耳
鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2010.7 神戸

弓岡稔貴,  都築建三,  竹林宏記,  岡秀樹,  阪上雅史.  慢
性副鼻腔炎に対する嗅覚の変化.  第166回日本耳鼻咽喉
科学会兵庫県地方部会 2010.12 西宮

竹林宏記,  都築建三,  岡秀樹,  阪上雅史.  下鼻甲介手術症
例の術後検討.  第166回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方
部会 2010.12 西宮

桂弘和,  三代康雄,  足達治,  阪上雅史.  CO2 レーザーを使
用したアブミ骨手術.  第166回日本耳鼻咽喉科学会兵庫
県地方部会 2010.12 西宮

藤森貴世子,  坂直樹,  瀬尾徹,  阪上雅史.  上半規管裂隙症
候群の1例.  第166回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部
会 2010.12 西宮

寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  佐川公介,  毛利武士,  阪
上雅史.  中咽頭側壁扁平上皮癌の臨床検討.  第166回日
本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2010.12 西宮

［研究会・講演会等］
阪上雅史.  エビデンスに基づいた中耳手術をめざして.  第

10回耳疾患懇話会 2010.1 川崎
坂直樹.  当科めまい外来における小児例の検討.  第8回阪

神めまい・難聴研究会 2010.1 尼崎
桂弘和,  阪上雅史.  当科での中耳手術による顔面神経麻痺

について.  第33回日本顔面神経研究会 2010.5 福岡 
阪上雅史.  当科における中耳手術−エビデンスをめざして−.  

第31回耳疾患懇話会 2010.7 大阪
阪上雅史.  中耳真珠腫の手術適応・手術法.  第11回京都大

学耳鼻科オープンラボ側頭骨セミナー 2010.7 京都
阪上雅史,  足達治,  桂弘和,  三代康雄.  当科における小
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児真珠腫手術症例の検討.  第72回耳鼻咽喉科臨床学会 
2010.7 倉敷

三代康雄,  松原弘,  足達治,  坂直樹,  岡秀樹,  桂弘和,  阪
上雅史.  診断困難であった耳性髄液漏症例.  第72回耳鼻
咽喉科臨床学会 2010.7 倉敷

松原弘,  三代康雄,  足達治,  桂弘和,  阪上雅史.  側頭骨に
発生した形質細胞腫の1例.  第72回耳鼻咽喉科臨床学会 
2010.7 倉敷

瀬尾徹,  坂直樹,  阪上雅史.  持続性方向交代性下向性眼
振症例（light cupula症）の検討.  第72回耳鼻咽喉科臨床
学会 2010.7 倉敷

加納直行.  鼻中隔Hemangiopericytoma-like tumorの1症
例.  第72回耳鼻咽喉科臨床学会 2010.7 倉敷

毛利武士,  寺田友紀,  佐伯暢生,  宇和伸浩,  岡秀樹,  阪上
雅史.  当科における耳下腺悪性腫瘍の検討.  第72回耳鼻
咽喉科臨床学会 2010.7 倉敷

竹林宏記,  都築建三,  岡秀樹,  阪上雅史,  深澤啓二郎. 
「日常のにおいアンケート」の嗅覚評価と有用性について.  
第28回頭頸部自律神経研究会プログラム 2010.9 大阪

任智美,  Hummel T,  阪上雅史.  電気刺激装置を用いた舌
粘膜における知覚閾値測定.  第28回頭頸部自律神経研
究会 2010.9 大阪

坂口明子,  任智美,  阪上雅史.  中耳手術後の舌の知覚障害
と味覚障害.  第28回頭頸部自律神経研究会 2010.9 大阪

任智美,  阪上雅史.  味覚障害患者に対するポラプレジンク
の有効性. （シンポジウム）第23回日本口腔・咽頭科学
会・学術講演会 2010.9 東京

■その他■
都築建三.  からだの話.  アレルギー性鼻炎・花粉症.  あすの

健康 2010;77:2-4.
都築建三.  睡眠時無呼吸症候群（1）～ 無呼吸になるメカ

ニズム ～.  読売テレビ｢サンデードクター｣ 2010.11.14　
都築建三.  睡眠時無呼吸症候群（2）～ 無呼吸になるメカ

ニズム ～.  読売テレビ｢サンデードクター｣ 2010.11.21
坂直樹.  めまいについて.  平成22年度第2回篠山市シルバー

人材センター健康講座 2010.12 篠山

心臓血管外科学
Cardiovascular Surgery

■著書■
良本政章,  光野正孝.  T.  冠動脈疾患（冠動脈バイパス術,  

左室形成術）.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  
林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:203-5.

光野正孝.  U.  後天性弁膜症（弁置換術,  弁形成術）.  松田
暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病
と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:206-9.

田中宏衞,  宮本裕治.  V.  大動脈疾患（大動脈瘤,  大動脈
解離）.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直
子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:209-13.

西宏之,  宮本裕治.  W.  心臓移植と補助循環.  松田暉,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療
Ⅰ.  東京:南江堂, 2010:213-5.

■ 学術論文■
［総説］
光野正孝.  植込みデバイス（ペースメーカー,  ICD,  CRT）

の基礎と最新の知見.  日本人工臓器学会教育セミナー 
2010;26回人工臓器:25-30.

光野正孝,  宮本裕治.  大動脈弁手術後に起こりうる問題点
にはどのようなものがあるか.  心エコー 2010;11:620-31.

光野正孝.  双極高周波アブレーションデバイスの出力調整
のアルゴリズムと貫壁性の判断基準について.  日本心臓
血管外科学会誌 2010;39:i-iii.

光野正孝.  Maze手術開発の歴史 −Cox Maze IIIができる
まで−.  日本心臓血管外科学会誌 2010;39:iv-vi.

西宏之,  宮本裕治.  PCPS PCPS離脱の実際.  Circulation 
Up-to-Date 2010;5（増刊）:111-6.

［原著］
Nishi H ,  Mitsuno M ,  Ryomoto M ,  Miyamoto Y.  

Comprehensive approach for clamping severely 
calcified ascending aorta using computed tomography.  
Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010;10:18-20.

Yamamura M ,  Miyamoto Y,  Mitsuno M ,  Tanaka 
H ,  Ryomoto M .  Edaravone protects aga inst 
tissue damage in the lung and kidney induced by 
myonephropathic-metabolic syndrome.  Int J Angiol 
2010;19:e38-40. 

Nishi H,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Ryomoto M,  Fukui S,  
Miyamoto Y.  Late reoperations after repair of acute 
type A aortic dissection.  J Card Surg 2010;25:208-13.

Nishi H,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka H,  Ryomoto 
M,  Fukui S,  Yoshioka Y,  Takanashi S,  Miyamoto 
Y.  Safe approach for redo coronary artery bypass 
grafting - preventing injury to the patent graft to 
the left anterior descending artery.  Ann Thorac 
Cardiovasc Surg 2010;16:253-8.

Nishi H,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Ryomoto M,  Fukui S,  
Miyamoto Y.  Who needs preoperative routine chest 
computed tomography for prevention of stroke in 
cardiac surgery?.  Interact Cardiovasc Thorac Surg 
2010;11:30-3.

山村光弘,  光野正孝,  田中宏衞,  良本政章,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  梶山哲也,  宮本裕治.  慢性血液透析症例の開
心術における術後早期持続血液透析瀘過（CHDF）の有
用性.  日本心臓血管外科学会誌 2010;39:300-4.

Kobayashi Y,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka H,  
Ryomoto M,  Fukui S,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  Miyamoto 
Y.  Evaluation of closed cardiopulmonary bypass 
circuit for aortic valve replacement.  ASAIO J 
2010;56:309-12.

Yamamura M,  Miyamoto Y,  Mitsuno M,  Tanaka H,  
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Ryomoto M.  Edaravone reduces mitochondrial damage 
due to reperfusion injury following leg ischemia in 
rats.  Int J Angiol 2010;19:e129-31.

［症例報告］
Nishi H,  Mitsuno M,  Tanaka H,  Ryomoto M,  Fukui 

S,  Miyamoto Y.  High anomalous origin of the right 
coronary artery associated with aortic stenosis: a 
word of caution.  Ann Thorac Surg 2010;89:961-3．

駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一,  良本
政章,  宮本裕治.  特発性慢性肺血栓塞栓症に対する肺
動脈血栓内膜除去術後の肺高血圧症に対しクエン酸シ
ルデナフィルが著効した一例.  日本集中治療医学会雑誌 
2010;17:345-6.

■学会発表■
［国際学会］
Nishi H,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka H,  Ryomoto 

M,  Fukui S,  Yoshioka Y,  Tsujiya N,  Kajiyama 
T,  Miyamoto Y.  Distal reconstruction in patients 
undergoing total arch replacement.  The Society 
of Thoracic Surgeons 46th Annual Meeting 2010.1 
Florida

Yamamura M ,  Miyamoto Y,  Mitsuno M ,  Tanaka 
H,  Ryomoto M,  Fukui S,  Yoshioka Y.  Edaravone 
suppresses reperfusion injury after leg ischemia in rat 
models.  Artherosclerosis Thrombosis and Vascular 
Biology 2010 2010.4 San Francisco

Fukui S,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka H,  Ryomoto 
M,  Nishi H,  Yoshioka Y,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  
Miyamoto Y.  Aortic arch occlusion technique using a 
balloon during open proximal anastomosis. （Video）
Aortic Symposium 2010 2010.4 New York

Yamamura M ,  Miyamoto Y,  Mitsuno M ,  Tanaka 
H,  Ryomoto M,  Fukui S,  Yoshioka Y.  Edaravone 
suppresses reperfusion injury after leg ischemia in 
rat models.  Society for Vascular Surgery Annual 
Meeting 2010 2010.6 Boston

Tanaka H,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Ryomoto M,  Fukui 
S,  Yoshioka Y,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  Taniguchi 
K,  Miyamoto Y.  Usefulness of the powerlink system 
as first choice for endovascular abdominal aortic 
aneurysm repair.  The 11th Annual Congress of 
Asian Society for Vasucular Surgery（ASVS） 2010.6 
Kyoto

Fukui S,  Tanaka H,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Ryomoto 
M,  Yoshioka Y,  Tsujiya N,  Kajiyama T,  Taniguchi 
K,  Miyamoto Y.  Efficacy of preoperative detection 
of Adamkiewicz artery to prevent paraplegia in 
thoracoabdominal aortic aneurysm.  The 11th annual 
congress of Asian Society for Vasucular Surgery

（ASVS） 2010.7 Kyoto
Ryomoto M,  Mitsuno M,  Yamamura M,  Tanaka H,  Fukui 

S,  Yoshioka Y,  Kajiyama T,  Miyamoto Y.  Repair of 
perivalvular leakage without re-replacement of the 
prosthesis valve. （Video）The 24th Annual Meeting 
of the European Association for Cardio-thoracic 
Surgery 2010.9 Geneva

Yamamura M ,  Miyamoto Y,  Mitsuno M ,  Tanaka 
H,  Ryomoto M,  Fukui S,  Yoshioka Y.  Edaravone 
reduces mitochondrial damage due to reperfusion 
injury following leg ischemia in rats.  52nd Annual 
World Congress,  International College of Angiology

（ICA2010） 2010.10 Kentucky
［国内学会］
田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福井

伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  デバ
イスの特性に応じたステントグラフトの選択と中期成績−
Powerlinkの積極使用の成績−.  第40回日本心臓血管外
科学会学術総会 2010.2 神戸

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  冠動
脈バイパスにおけるJACVSDによる予測リスク解析の妥当
性.  第40回日本心臓血管外科学会学術総会 2010.2 神戸

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  脱生
物由来タンパク人工血管は術後炎症反応を抑えるか？.  第
40回日本心臓血管外科学会学術総会 2010.2 神戸

辻家紀子,  宮本裕治,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良
本政章,  西宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也.  大動
脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術前後での拡張能の
検討.  第40回日本心臓血管外科学会学術総会 2010.2 神
戸

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  宮本裕治.  破裂性腹部大
動脈瘤における術後腸壊死予防対策−閉腹前イレウス
チューブ挿入の有用性.  第40回日本心臓血管外科学会学
術総会 2010.2 神戸

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  弁膜
症に合併した重症上行大動脈石灰化症例に対する大動脈
遮断を目指したアプローチ.  第40回日本心臓血管外科学
会学術総会 2010.2 神戸

吉岡良晃,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  高齢
者開心術術後呼吸不全をきたす因子の検討.  第40回日本
心臓血管外科学会学術総会 2010.2 神戸

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  
TEVAR症例に対する脊髄保護対策.  第110回日本外科
学会定期学術集会 2010.4 名古屋

西宏之,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  宮本裕治.  適切
な患者選択を目指した超高齢者（80歳以上）弁膜症患者
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に対するリスク評価. （パネルディスカッション）第110回
日本外科学会定期学術集会 2010.4 名古屋

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  腹部
大動脈瘤に対する治療戦略−特性に応じたデバイス選択
の有用性について. （パネルディスカッション）第38回日本
血管外科学会学術総会 2010.5 大宮

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  西宏之,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  胸
腹部大動脈瘤手術の治療戦略Staged operation と術前
Adamkiewicz 動脈同定の有用性. （シンポジウム）第38
回日本血管外科学会学術総会 2010.5 大宮

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西
宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  谷口和孝,  宮本
裕治.  当科における感染性胸部大動脈瘤の手術成績.  第
38回日本血管外科学会学術総会 2010.5 大宮

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  西宏之,  福井
伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  辻家紀子,  宮本裕治.  大動
脈基部置換術における出血予防の工夫. （ビデオセッショ
ン）第38回日本血管外科学会学術総会 2010.5 大宮

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  心
外膜下心室瘤に対する手術. （ビデオ）第15回日本冠動脈
外科学会学術大会 2010.7 大阪

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  冠
動脈バイパス術後早期における左室機能についての検討.  
第15回日本冠動脈外科学会学術大会 2010.7 大阪

光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  
Lifestyleを考慮した若年患者での僧帽弁位生体弁選択は
妥当か−107例の長期遠隔成績（平均18.2年,  最長33.4年
のfollow-up）より−. （シンポジウム）第63回日本胸部外
科学会定期学術集会 2010.10 大阪

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  弁
輪破壊を伴う活動期感染性心内膜炎に対する種々の弁輪
再建法. （ワークショップ）第63回日本胸部外科学会定期
学術集会 2010.10 大阪

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  人
工弁輪が遠隔期に僧帽弁輪の形態に及ぼす影響について

（Physio ring vs Cosgrove ring）.  第63回日本胸部外科
学会定期学術集会 2010.10 大阪

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  重
症上行大動脈石灰化を有した弁膜疾患に対する治療戦略 
～どこまで遮断できるか～.  第63回日本胸部外科学会定
期学術集会 2010.10 大阪

吉岡良晃,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  大

動脈二尖弁における弁形態と上行拡大との関係および右
冠動脈低形成の合併について.  第63回日本胸部外科学
会定期学術集会 2010.10 大阪

辻家紀子,  宮本裕治,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良
本政章,  福井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝.  大
動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術前後での拡張能
の検討.  第63回日本胸部外科学会定期学術集会 2010.10 
大阪

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  谷口和孝,  宮本裕治.  70
歳以上の高齢者開心術後呼吸不全をきたす因子の検討.  
第63回日本胸部外科学会定期学術集会 2010.10 大阪

［地方会等］
梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福

井伸哉,  吉岡良晃,  前田晃宏,  谷口和孝,  宮本裕治.  
TEVAR後のタイプ1エンドリークに対し,  再ステントグラ
フト内挿術＋コイル塞栓術を施行した1症例.  第24回日本
血管外科学会近畿地方会 2010.3 滋賀

光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  デバイスの進
歩に伴うMaze手術の変遷と中期遠隔成績の検討.  第53
回関西胸部外科学会学術集会 2010.6 名古屋

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  下行大動脈瘤
に対するハイブリッドTEVARの有用性.  第53回関西胸
部外科学会学術集会 2010.6 名古屋

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  70
歳以上ASに対するAVRの手術及び遠隔成績に関与する
因子の検討.  第53回関西胸部外科学会学術集会 2010.6 
名古屋

福井伸哉,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  吉
岡良晃,  辻家紀子,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  選
択的脳分離体外循環を用いた全弓部置換術の安全性.  
第53回関西胸部外科学会学術集会 2010.6 名古屋

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  谷口和孝,  宮本裕治.  慢性B型解離
性大動脈瘤手術待機中に再解離し,  下肢虚血・腸管壊死
を発症した一救命例.  第53回関西胸部外科学会学術集
会 2010.6 名古屋

［研究会・講演会等］
梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  西

宏之,  福井伸哉,  吉岡良晃,  前田晃宏,  谷口和孝,  宮
本裕治.  外傷性大動脈損傷に対しステントグラフト内挿
術が有効であった2例.  第63回兵庫県血管外科研究会 
2010.1 神戸

良本政章,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  感染性胸部大
動脈瘤に対するホモグラフトによる胸部大動脈置換術後
に食道穿孔をきたし，治療に難渋した一例. （シンポジウ
ム）CCT2010 Surgical 2010.1 神戸
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光野正孝.  メイズ手術開発の歴史−Cox Maze IIIができる
まで−. （パネルディスカッション）第24回不整脈外科研
究会 2010.2 神戸

田中宏衞,  光野正孝,  山村光弘,  良本政章,  福井伸哉,  吉
岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  急性A型大動
脈解離の遠隔期再手術症例の検討.  第18回日本大動脈
外科研究会 2010.4 名古屋

梶山哲也,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  辻家紀子,  谷口和孝,  宮本裕治.  全
弓部大動脈人工血管置換術後8年目に大量喀血をきたし,  
緊急大動脈ステントグラフト内挿術にて救命した一例.  第
60回春秋会 2010.4 神戸

光野正孝.  心房細動の外科治療. （特別講演）第31回武庫
川循環器集会 2010.5 尼崎

光野正孝.  埋込みデバイス（ペースメーカー,  ICD,  CRT）の
基礎と最新の知見. （教育講演）第26回日本人工臓器学
会教育セミナー 2010.7 新宿

宮本裕治.  ブタ心臓を用いた外科的解剖. （特別講演）第4
回阪神Cardio Tissue Labo Seminar 2010.9 西宮

光野正孝.  高周波アブレーションデバイスの適切な使用
と術中の検証. （指定発言）第63回日本胸部外科学会
Techno-College 2010.10 大阪

宮本裕治.  弓部大動脈瘤手術～補助手段の変遷と今後の展
望～. （特別講演）第16回岡山血流改善研究会 2010.10 
岡山

辻家紀子,  光野正孝,  山村光弘,  田中宏衞,  良本政章,  福
井伸哉,  吉岡良晃,  梶山哲也,  谷口和孝,  宮本裕治.  当
科における心房細動手術の適応と限界.  第61回春秋会 
2010.11神戸

■ その他■
光野正孝.  65歳未満への生体弁選択は長期生存率に影響

しない（図）.  Medical Tribune 2010;43:11．

呼吸器外科学
Thoracic Surgery

■学術論文■
［総説］
大槻剛巳,  中野孝司,  長谷川誠紀,  岡田守人,  辻村亨,  関

戸好孝,  豊國伸哉,  西本寛,  福岡和也,  田中文啓.  平成
20年度学術大会科学技術振興研究発表「悪性胸膜中皮
腫」より～概要と基礎研究からのアプローチ～.  日本職
業・災害医学会会誌 2010;58:1-8.

［原著］
Sato A,  Torii I,  Okamura Y,  Yamamoto T,  Nishigami T,  

Kataoka TR,  Song M,  Hasegawa S,  Nakano T,  Kamei 
T,  Tsujimura T.  Immunocytochemistry of CD146 is 
useful to discriminate between malignant pleural 
mesothelioma and reactive mesothelium.  Mod Pathol 
2010;23:1458-66.

長谷川誠紀,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  奥村好
邦,  近藤展行,  田中文啓.  胸膜外肺全摘術における胸膜
外剥離.  胸部外科 2010;63:692-6.

［症例報告］
Takuwa T,  Tanaka F,  Yoneda K,  Torii I,  Hashimoto 

M,  Okumura Y,  Matsumoto S,  Kondo N,  Hasegawa 
S .  D iag nos i s o f synchronous pr ima ry lung 
adenocarcinomas based on epidermal growth factor

（EGFR）gene status: A case report.  Lung Cancer 
2010;68:498-500.

橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好邦,  近藤展行,  田中文啓,  
長谷川誠紀.  肺分画症を合併したScimitar症候群の一手
術例.  日本呼吸器外科学会雑誌 2010;24:808-12.

Tamaki H,  Naito Y,  Lee-Kawabata M,  Taniguchi Y,  
Hao H,  Hirota S,  Hasegawa S,  Masuyama T,  Ogawa 
H.  Sustained improvement in cardiac function 
with persistent amyloid deposition in a patient with 
multiple myeloma-associated cardiac amyloidosis 
treated with bortezomib.  Int J Hematol 2010;92:655-
8.

［症例報告］
Torii I,  Hashimoto M,  Terada T,  Kondo N,  Fushimi H,  

Shimazu K,  Takeda S,  Takuwa T,  Okumura Y,  Sato 
A,  Yamamoto T,  Fukuoka K,  Tanaka F,  Nishigami 
T,  Nakano T,  Hasegawa S,  Tsujimura T.  Well-
differentiated papillary mesothelioma with invasion to 
the chest wall.  Lung Cancer 2010;67:244-7.

■学会発表■
［国際学会］
Tanaka F,  Hasegawa S,  Yamanaka T,  Okada M,  Soejima 

T,  Kamikonya N,  Yokoi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  
A multi-institutional feasibility study of induction 
pemetrexed（Pem）plus cisplatin（Cis）followed by 
extrapleural pneumonectomy（EPP）and postoperative 
hemithoracic radiation（RT）for malignant pleural 
mesothelioma（MPM）: Japan Mesothelioma Research 
Center（JMRC）001001 trial.  American Society of 
Clinical Oncology 46th Annual Meeting（ASCO2010） 
2010.6 Chicago

Yoneda K,  Tanaka F,  Hashimoto M,  Matsumoto S,  Kondo 
N,  Hasegawa S,  Tsujimura K,  Fukuoka K,  Nakano 
T.  Circulating tumor cells（CTCs）and endothelial 
cells（CECs）in the diagnosis of malignant pleural 
mesothe l ioma（MPM）: A s i ng le-i nst it ut iona l 
prospective study.  American Society of Clinical 
Oncology 46th Annual Meeting（ASCO2010） 2010.6 
Chicago

Mack PC,  Redman MW,  Chansky K,  Matsumoto S,  
Holland WS,  Lara Jr P,  Ambrosone CB,  Gandara 
DR.  KRAS and EGFR mutations in the molecular 
epidemiology of NSCLC: Interim analysis of S0424.  



150 兵庫医大業績録（2010）

American Society of Clinical Oncology 46th Annual 
Meeting（ASCO2010） 2010.6 Chicago

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

（CTCs）and endothelial cells（CECs）in the diagnosis 
of ma l ignant mesothel ioma（MPM）: A s ing le 
institutional prospective study.  11th International 
Lung Cancer Congress 2010.7 Rancho Palos Verdes

Tsujimura T,  Sato A,  Torii I,  Kataoka TR,  Nishigami 
T,  Yoshikawa Y,  Hashimoto-Tamaoki T,  Hasegawa 
S,  Nakano T.  Diagnostic significance of p16INK4A loss 
in molecular cytology of early malignant pleural 
mesothelioma. （Work Shop）The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Tanaka F,  Kazue Y,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Shiomi K,  Sato A,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka 
K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating endothelial 
cells（CECs）in the diagnosis of malignant pleural 
mesothel ioma（MPM）. （Genera l Session）The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Hasegawa S,  Tanaka F,  Yamanaka T,  Okada M,  Soejima 
T,  Kamikonya N,  Yokoi K,  Fukuoka K,  Nakano 
T.  Feasibi l ity study on mult imodality therapy 
for MPM.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Sato A,  Torii I,  Okumura Y,  Yamamoto T,  Nishigami 

T,  Kataoka T,  Hasegawa S,  Nakano T,  Kamei T,  
Tsujimura T.  Immunocytochemistry of CD146 is 
useful for discrimination between malignant pleural 
mesothelioma and reactive mesothelium in effusion 
cytology.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Matsumoto S,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa T,  

Okumura Y,  Shiomi K,  Kondo N,  Tanaka F,  Torii I,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  
Nakano T,  Hasegawa S.  Diagnosis of malignant pleural 
mesothelioma: comparison between pleural effusion 
cytology and pleural biopsy.  The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Yoneda K,  Tanaka F,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Shiomi K,  Sato A,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka 

K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating tumor cells
（CTCs）in the d iagnosis of ma l ignant pleura l 
mesothel ioma（MPM）.  The 10th Internat ional 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Kondo N,  
Matsumoto S,  Orui H,  Shiomi K,  Tanaka F,  Torii 
I,  Tsujimura T,  Tsubota N,  Fukuoka K,  Nakano 
T,  Hasegawa S.  Discrepancy between cl in ica l 
and pathological stages in patients undergoing 
extrapleural pneumonectomy for malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Matsumoto S,  

Kondo N,  Tanaka F,  Orui H,  Shiomi K,  Tsubota N,  
Fukuoka K,  Nakano T,  Hasegawa S.  BNP is a useful 
biomarker for cardiac condition after EPP.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Shiomi K ,  Kondo N,  Matsumot o S ,  Hash imot o 
M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Orui H,  Tanaka F,  
Tomomatsu M,  Tsubota N,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Hasegawa S.  Bronchopleural fistula after extrapleural 
pneumonectomy for pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Yamada S,  Fukuoka K,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Tamura 
K,  Murakami A,  Okada A,  Yasumitsu A,  Terada 
T,  Torii I,  Tanaka F,  Tsujimura T,  Hasegawa S,  
Tsubota N,  Nakano T.  Localized malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Hasegawa S.  Surgical management of mesothelioma.  4th 

Asia Pacific Lung Cancer Conference（APLCC2010） 
2010.12 Seoul  

Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Orui H,  Shiomi 
K,  Matsumoto S,  Kondo N,  Tanaka F,  Tsubota N,  
Fukuoka K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Endbronchial 
ultrasound-transbronchial fine needle aspiration

（EBUS-TBNA）as a modern gold standard for clinical 
N2（c-N2）lung cancer patients.  4th Asia Pacific Lung 
Cancer Conference（APLC2010） 2010.12 Seoul

［国内学会］
近藤展行,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  奥村好邦,  

田中文啓,  長谷川誠紀.  悪性胸膜中皮腫に対する胸膜肺
全摘術後気管支断端瘻の3例.  第27回日本呼吸器外科学
会総会 2010.5 仙台
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近藤展行,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  奥村好邦,  
田中文啓,  長谷川誠紀.  間質性肺炎合併肺癌手術症例
の検討.  第27回日本呼吸器外科学会総会 2010.5 仙台

長谷川誠紀,  田中文啓,  岡田守人,  山中竹春,  上紺屋憲彦,  
副島俊典,  辻村亨,  福岡和也,  中野孝司.  悪性胸膜中皮
腫臨床試験中間報告.  第27回日本呼吸器外科学会総会 
2010.5 仙台

橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  奥村好邦,  近藤展
行,  田中文啓,  長谷川誠紀.  超音波気管支内視鏡検査

（EBUS-TBNA）自験例122例の成績.  第33回日本呼吸器
内視鏡学会学術集会 2010.6 横浜 

田中文啓.  血中がん細胞の検出と臨床的意義. （指定演
題）第69回日本癌学会学術総会 2010.9 大阪

橋本昌樹,  大類隼人,  塩見和,  松本成司,  多久和輝尚,  奥
村好邦,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀.  当科におけ
る降下性縦隔炎12例とその成績.  第63回日本胸部外科学
会定期学術集会 2010.10 大阪

長谷川誠紀.  本邦における中皮腫臨床試験の展望と今後の
課題. （イブニングセッション）第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

近藤展行,  田中文啓,  奥村好邦,  松本成司,  多久和輝尚,  
塩見和,  橋本昌樹,  大類隼人,  福岡和也,  中野孝司,  坪
田紀明,  長谷川誠紀.  胸膜肺全摘術における胸膜外剥
離の方法. （ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

辻村亨,  佐藤鮎子,  鳥井郁子,  亀井敏昭,  長谷川誠紀,  中
野孝司.  悪性胸膜中皮腫の早期診断への糸口−中皮腫の
細胞学的特徴を分子レベルで考える−. （イブニングシン
ポジウム）第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島

奥村好邦,  橋本昌樹,  近藤展行,  松本成司,  田中文啓,  栗
林康造,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨,  長谷
川誠紀.  集学的治療を施行した悪性胸膜中皮腫の胸壁
再発に対して手術を施行した一例.  第51回日本肺癌学会
総会 2010.11 広島

鳥井郁子,  佐藤鮎子,  辻村亨,  橋本昌樹,  長谷川誠紀,  中
野孝司.  胸水発見後早期より顕著なリンパ管侵襲を示
した悪性胸膜中皮腫の一例.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  長谷川誠紀,  辻
村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍発症リ
スクとの関連性についての検討.  第51回日本肺癌学会総
会 2010.11 広島

橋本昌樹,  大類隼人,  塩見和,  松本成司,  近藤展行,  田中
文啓,  長谷川誠紀.  多発性骨髄腫により心アミロイドーシ
スを合併した肺癌の1手術例.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

田中文啓.  個別化治療の現状について. （ランチョンワーク
ショップ）第49回日本臨床細胞学会秋期大会 2010.11 神

戸
［地方会等］
大桒久弥,  橋本昌樹,  多久和輝尚,  奥村好邦,  松本成司,  

近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀.  ゲフィニチブが劇的
に奏功した肺癌軟部組織転移の1例.  第91回日本肺癌学
会関西支部会 2010.1 大津

橋本昌樹,  賀来佳子,  多久和輝尚,  松本成司,  奥村好邦,  
近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀.  術前に後縦隔腫瘍と
診断された肺分画症（肺葉外型）の1例.  第91回日本肺癌
学会関西支部会 2010.1 大津

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の1例.  第92回日本肺癌学会
関西支部会 2010.1 大津

三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  
塚本吉胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎.  非結核性抗酸菌症を
合併した肺腺癌の1切除例.  第91回日本肺癌学会関西支
部会 2010.1 大津

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一.  4年間の
経過観察中に発症した早期悪性胸膜中皮腫の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

三上浩司,  大桒久弥,  政近江利子,  本田美紀,  大搗泰一
郎,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田端
千春,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  田中
文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田
誠一.  腺癌,  扁平上皮癌,  小細胞癌の3重癌の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪 

前田理沙,  福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  三上浩司,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  中野孝司,  坪田紀明,  
長谷川誠紀,  津田健吉,  芳川浩男,  森鑑二,  有田憲生,  
塚本吉胤,  廣田誠一,  中正恵二,  寺田信行.  抗Hu抗体
陽性,  傍腫瘍性脳炎を呈した小細胞肺癌の1例.  第92回
日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

田中文啓.  過去から現在  変わり行く肺がん治療−今後の
肺癌治療はどうかわるのか？−. （ランチョンセミナー）第
65回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部秋季学
術講演会 2010.11 熊本

［科学研究費等班会議］
長谷川誠紀.  集学的治療の臨床試験.  科学技術振興調整
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費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班第1回運
営委員会 2010.2 東京

長谷川誠紀.  試験概要と進捗状況.  科学技術振興調整費
「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班第4回中皮
腫臨床試験全体会議 2010.3 大阪

長谷川誠紀.  切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキ
セドを含む集学的治療に関する安全性試験.  科学技術
振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班
第5回中皮腫臨床試験全体会議 2010.9 京都

長谷川誠紀 .  試験概要と進捗状況および有害事象報告.  
科学技術振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取
り組み」班研究委員会 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
田中文啓.  分子標的治療の最近の知見.  香川肺癌講演会 

2010.2 香川
橋本昌樹,  多久和輝尚,  松本成司,  近藤展行,  奥村好邦,  

田中文啓,  長谷川誠紀.  降下性壊死性縦隔炎（？）の2例.  
第42回兵庫呼吸器外科研究会 2010.3 神戸

長谷川誠紀.  COPD合併肺癌での術前術後の呼吸機能管
理について.  第17回東海呼吸器疾患研究会 2010.6 名古
屋

長谷川誠紀.  中皮腫に対する集学的治療法の確立を目的と
した他施設共同臨床試験.  第102回ACCP日本部会定期
教育講演会 2010.10 愛知

長谷川誠紀 .  胸膜外肺全摘出のsurgica l techniqueと
pit fa l l. （特別講演）第17回文京区呼吸器外科研究会
2010.10 東京

田中文啓.  Pemetrexedの現況と将来性～今後の肺癌治療
はどうかわるのか？～. （特別講演）第65回呼吸器合同北
陸地方会 2010.11 福井

■その他■
田中文啓.  LC07-02: 超音波気管支鏡下細胞診による肺

癌患者の縦隔リンパ節転移の診断に関する妥当性試
験,  プロトコール概要と進捗状況.  JMTO Newsletter 
2010;12:12.

長谷川誠紀.  腎障害患者に発症しやすい呼吸器疾患とその
治療.  第31回武庫川カンファランス 2010.1 神戸

Tanaka F.  Biomarkers and pharmacogenomics in 
NSCLC: Today’s Reality or a future topic.  Oncology 
Academy Emerging Markets 2010.1 Turkey

Tanaka F.  How to select patients for chemotherapy or 
molecularly targeted agents.  Oncology Academy 
Emerging Markets 2010.1 Turkey

Tanaka F.  Is it an issue?.  Oncology Academy Emerging 
Markets 2010.1 Turkey

田中文啓.  非小細胞肺癌の化学療法～葉酸代謝拮抗薬を
中心に～.  Thoracic Oncology研究世話人会 2010.2 東京

田中文啓.  最新の肺がん治療.  がん治療の未来を考える 
2010.2 大阪

長谷川誠紀.  肺癌治療と近未来の手術.  西宮市医師会外
科医会 2010.4 西宮

Tanaka F.  How to select patients for chemotherapy 
or molecularly targeted agents.  Lilly Lung Cancer 
Meeting 2010.3 Pudong

Tanaka F.  How to select patients for chemotherapy 
or molecularly targeted agents.  7th Lung Cancer 
Summit-Lilly Satellite Meeting 2010.3 Shanghai

Tanaka F.  How to select patients for chemotherapy 
or molecularly targeted agents.  Lilly Lung Cancer 
Meeting 2010.3 Beijing

田中文啓.  肺癌治療の現状と展望−個別化治療に向けて−.  
産経新聞 2010.4.29:6.

田中文啓 .   アリムタ｢維持療法にも有効｣.  日刊薬業 
2010.5.28.

田中文啓.  肺癌治療の最新情報～個別化医療の現状と展
望～.  肺癌に関するメディアセミナー 2010.5 東京

近藤展行.  非小細胞肺癌に対する最近の術後治療.  第18回
日本外科学会生涯教育セミナー 2010.6 京都

田中文啓.  非小細胞肺癌～個別化治療の最新の話題～.  
山梨肺癌治療勉強会 2010.6 山梨

田中文啓.  非小細胞肺癌の治療戦略～個別化治療の現状
と展望～. （コーヒーブレイクセミナー）第158回肺癌学会
関東支部会 2010.6 東京

田中文啓 .   非小細胞肺癌の化学療法～葉酸代謝拮抗
薬を中心に～.  Tochigi Thoracic Oncology Forum

（TOTOF2010） 2010.7 宇都宮
田中文啓.  分子標的治療の最近の知見.  第3回尾張肺癌研

究会 2010.7 尾張
田中文啓.  術後補助化学療法における最近の知見.  第2

回NSCLC Conference for the Future in Yamagata 
2010.7 山形

田中文啓.  肺がん治療でも進む｢個別化医療｣副作用軽減に
も効果.  Credentials 2010;24:40.

田中文啓.  タバコは吸わないのに･･･忍び寄る｢肺ガン｣の恐
怖!.  週刊女性 2010.9.14:49.

田中文啓.  肺がんの個別化治療について. （基礎講演）第9
回朝日肺がんフォーラム 2010.10 大阪

田中文啓.  肺癌治療におけるDIF製剤の意義.  肺癌DIF 
MEETING 2010 2010.9 東京

田中文啓.  肺がんの個別化治療について～肺がんが生活習
慣病になる日～.  朝日新聞 2010.11.20:6.

Tanaka F.  How to select patients for cytotoxic agents 
or molecular targeted agents.  Lecture Sessions on 
NSCLC Treatment 2010.10 Seoul 

Tanaka F.  How to select patients for cytotoxic agents 
or molecular targeted agents. Lecture Sessions on 
NSCLC Treatment 2010.10 Busan

Hasegawa S.  Extrapleural pneumonectomy（EPP）−
the Hyogo Experience and less invasive EPP−.  Let’s 
Talk with Dr.Pearson 2010.11 Osaka
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麻酔科学
Anesthesiology

■著書■
狩谷伸享 .  産科のDAM.  中川雅史,  上農喜朗  編.  

Difficult Airway Management気道管理スキルアップ講
座.東京: 克誠堂出版, 2010:144-53.

駒澤伸泰,  多田羅恒雄.  麻酔中に注目すべき不整脈.  日本
麻酔科学会  編.  周術期管理チームテキスト2010.  神戸: 
日本麻酔科学会,  2010:357-8.

駒澤伸泰,  小濱華子,  多田羅恒雄.  アナフィラキシーショッ
クとは.  日本麻酔科学会  編.  周術期管理チームテキスト
2010.  神戸: 日本麻酔科学, 2010:358-60.

井谷基,  多田羅恒雄.  眼科手術.  上村裕一,  土田英昭,  村
上雅洋  編.  麻酔科研修ノート.  東京: 診断と治療社, 
2010:555-7.

駒澤伸泰,  上農喜朗 .  マスク換気中に腹部が著明に膨
隆した.  高崎真弓,  河本昌志,  川真田樹人,  岡本浩嗣  
編.  麻酔科トラブルシューティングA to Z.  東京: 文光堂, 
2010:348-9.

■学術論文■
［総説］
多田羅恒雄.  手術侵襲時の体液動態シミュレーション.  兵

庫医科大学医学会雑誌 2010;35:21-5.
狩谷伸享,  太城力良.  帝王切開の脊髄くも膜下麻酔―安全

で効果的に行うために―.  麻酔 2010;59:311-8.
狩谷伸享,  太城力良.  周産期救急時の麻酔.  産婦人科治療 

2010;100（増刊）:570-9.
［原著］
多田羅恒雄.  体液動態から見た輸液のコツ.  麻酔 2010;59
（増刊）:140-6.

駒澤伸泰,  上農喜朗.  初期臨床研修医における胸骨圧迫中
の気管挿管―マッキントッシュ喉頭鏡とエアウェイスコー
プ®の比較―.  日本臨床麻酔学会誌 2010;30:278-82.

駒澤伸泰,  植木隆介,  岡野紫,  下出典子,  中川雅史,  上農
喜朗.  DAM（Difficult Airway Management）実践セミ
ナー参加者を対象とした心肺蘇生における気管挿管デバ
イスの検討―マネキンを用いたシミュレーション解析―.  
日本臨床麻酔学会誌 2010;30:822-7.

Komasawa N,  Ueki R,  Nomura H,  Itani M,  Kaminoh Y.  
Comparison of tracheal intubation by the Macintosh 
laryngoscope and Pentax-AWS（Airway Scope）
during chest compression: a manikin study.  J Anesth 
2010;24:306-8.

駒澤伸泰,  植木隆介,  井谷基,  小濱華子,  狩谷伸享,  多
田羅恒雄 ,  上農喜朗,  太城力良.  深部静脈血栓症の
既往症例に対する当院の周術期2次予防の現状.  心臓 
2010;42:990-2.

Komasawa N,  Ueki R,  Itani M,  Nishi S,  Kaminoh Y.  
Validation of the Pentax-AWS Airwayscope utility 
as an intubation device during cardiopulmonary 

resuscitation on the ground.  J Anesth 2010;24:582-6.
Komasawa N,  Ueki R,  Itani M,  Nomura H,  Nishi S,  

Kaminoh Y.  Evaluation of tracheal intubation in 
several positions by the Pentax-AWS Airway Scope: a 
manikin study.  J Anesth 2010;24:908-12.

［症例報告］
Komasawa N,  Kohama H,  Atagi K,  Nishi S.  Late-onset 

bilateral pneumothorax after general anesthesia in 
advanced cancer patient: a case report.  Masui to 
Sosei（Aneth Resus） 2010;46:13-4.

駒澤伸泰,  植木隆介,  楠山一樹,  岡野紫,  多田羅恒雄,  太
城力良.  喘息発作を契機として緊張性気胸を発症した1
症例.  麻酔 2010;59:614-7.

Komasawa N,  Ueki R,  Tatara T,  Kaminoh Y,  Tashiro C.  
Difficult airway management using the Pentax-AWS 

（Airway Scope）for a patient with bilateral giant 
thyroid tumors.  J Anesth 2010;24:494-5.

小濱華子,  岡野紫,  植木隆介,  池本進一郎,  駒澤伸泰,  多
田羅恒雄.  深部静脈血栓症を合併し感染人工骨頭抜去
術中に急性肺塞栓症による心静止をきたした1症例.  臨床
麻酔 2010;34:1579-83.

山口瑛,  狩谷伸享,  宮川慈子,  井谷基,  多田羅恒雄,  太城
力良.  麻酔科術前診察で気管支拡張症を診断し,  脊髄
くも膜下硬膜外併用麻酔で子宮全摘出術を行った1症例.  
麻酔 2010;59:1291-3.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  藤田公彦,  井手岳,  小濱華子,  西信
一.  声帯浮腫による抜管困難に対しエアウェイスコープに
よる評価を行った1症例.  麻酔と蘇生 2010;46:69-71．

駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一,  良本
政章,  宮本裕治.  特発性慢性肺血栓塞栓症に対する肺
動脈血栓内膜除去術後の肺高血圧症に対しクエン酸シ
ルデナフィルが著効した一例.  日本集中治療医学会雑誌 
2010;17:345-6.

富田有毅彦,  下出典子,  野村肇,  植木隆介,  多田羅恒雄,  
太城力良.  心アミロイドーシス合併患者における肺切除術
の麻酔経験.  麻酔 2010;59:1514-7.

■学会発表■
［国際学会］
Miyagawa Y,  Okano Y,  Sanma A,  Tatara T,  Tashiro 

C.  Evaluation of ETT size based on its OD and the 
diameter of the trachea using a digital x-ray system.
American Society of Anesthesiologists Annual 
Meeting（ASA2010） 2010.10 San Diego

［国内学会］
太城力良.  麻酔関連薬の胎盤通過性.  日本麻酔科学会第

57回学術集会 2010.6 福岡
松尾綾芳.  妊娠高血圧症候群症例の帝王切開術における脊

麻クモ膜下麻酔中の細胞外水分量の変化.  日本麻酔科
学会第57回学術集会 2010.6 福岡

富田有毅彦.  体外循環離脱後の凝固障害に対するクリオプ
レピシテートの有用性.  日本麻酔科学会第57回学術集会 
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2010.6 福岡
三馬葵.  小児気管チューブサイズ選択に胸部レントゲンの気

管径測定が有用であるか.  日本麻酔科学会第57回学術
集会 2010.6 福岡

狩谷伸享.  帝王切開術の迅速導入: プロポフォールかチオ
ペンタールか.  日本麻酔科学会第57回学術集会 2010.6 
福岡

多田羅恒雄.  体液動態からみた輸液のコツ. （招請講演）日
本麻酔科学会第57回学術集会 2010.6 福岡

駒澤伸泰,  植木隆介,  小濱華子,  三馬葵,  太城力良,  西信
一,  上農喜朗.  胸骨圧迫中の気管挿管におけるエアウェ
イスコープ®の有効性についての検討−専門医,  後期研
修医,  初期臨床研修医の比較−.  日本蘇生学会第29回大
会 2010.9 栃木

下出典子.  体外循環とTEE（ワークショップ）.  日本心臓血
管麻酔学会第15回学術大会 2010.10 東京

伊熊美由希,  井谷基,  長尾嘉晃,  狩谷伸享,  多田羅恒雄,  
繁田絵実,  Toorabally F.  気管切開患者に分離肺換気を
行った12症例の気管チューブ選択の検討.  日本臨床麻酔
学会第30回大会 2010.11 徳島

繁田絵実,  富田有毅彦,  下出典子,  植木隆介,  多田羅恒
雄 .  重症筋無力症を合併した褐色細胞腫摘出術の1例.  
日本臨床麻酔学会第30回大会 2010.11 徳島

狩谷伸享.  産科麻酔・癒着胎盤.  日本臨床麻酔学会第30
回大会 2010.11 徳島

駒澤伸泰,  植木隆介,  小濱華子,  三馬葵,  太城力良,  西信
一,  上農喜朗.  床上蘇生におけるエアウェイスコープの
有効性についての検討.  日本臨床麻酔学会第30回大会 
2010.11 徳島

小濱華子,  駒澤伸泰,  植木隆介,  三馬葵,  太城力良,  西信
一,  上農喜朗.  窒息の解除における改変型イントロックを
用いたエアウェイスコープ®の有効性の検討  マネキン解
析.  日本臨床麻酔学会第30回大会 2010.11 徳島

Toorabally F,  狩谷伸享,  長尾嘉晃,  井谷基,  宮川慈子,  多
田羅恒雄,  太城力良.  Upshaw-Schulman症候群（USS）
合併妊娠患者の帝王切開術の麻酔経験.  第114回日本産
科麻酔学会 2010.12 横浜

木村慶,  狩谷伸享,  富田有毅彦,  岩﨑洋平,  植木隆介,  多
田羅恒雄,  太城力良.  帝王切開術中の大量出血に対し,  
エアウエイスコープTMを用いて気管挿管を行った2症例.  
第114回日本産科麻酔学会 2010.12 横浜

中本志郎,  狩谷伸享,  池本進一郎,  矢田幸子,  多田羅
恒雄,  太城力良,  堀内功.  異型狭心症合併患者のIVF
と帝王切開術の麻酔経験.  第114回日本産科麻酔学会 
2010.12 横浜

［地方会等］
山口瑛,  狩谷伸享,  大杉聡宏,  長尾嘉晃,  井谷基,  植木

隆介,  多田羅恒雄,  太城力良.  気管支鏡下腫瘍摘出術
に対してLMA-Fastrach™（ILMA）を使用した1例.  日本
麻酔科学会関西支部症例検討会 2010.2 大阪

駒澤伸泰,  山本憲康,  黒田達美,  山本公三,  網野かよ子,  

岩田幸代,  谷口泰代,  林考俊.  AHA−ACLSプロバイ
ダーコース受講生における気道管理に対する意識調査.  
第101回日本救急医学会近畿地方会 2010.3 奈良

藤井あかり,  岡野紫,  中本志郎,  狩谷伸享,  多田羅恒雄,  
太城力良.  先天性無フィブリノゲン血症患者の生体腎移
植術の麻酔経験.  日本麻酔科学会第56回関西支部学術
集会 2010.9 大阪

小濱華子,  植木隆介,  駒澤伸泰,  三馬葵,  西信一,  上農
喜朗.  ラリンジアルマスクSupremeとSoftsealの心肺蘇
生における有効性の検討−マネキンを用いたシミュレー
ション解析−.  日本麻酔科学会第56回関西支部学術集会 
2010.9 大阪

駒澤伸泰,  植木隆介,  小濱華子,  三馬葵,  太城力良,  上農
喜朗.  エアウェイスコープの挿管体位における検討―マネ
キンを用いたシミュレーション解析―.  日本麻酔科学会第
56回関西支部学術集会 2010.9 大阪

Toorabally F,  宮川慈子,  岡野紫,  藤田公彦,  多田羅恒雄,  
太城力良.  麻酔導入中に診断された子宮頚癌気管内転
移の一例.  日本麻酔科学会第56回関西支部学術集会 
2010.9 大阪

金子隆彦,  岡野紫,  桑原隆一,  井谷基,  狩谷伸享,  多田羅
恒雄,  太城力良.  下顎プレート抜去後の舌根沈下により
呼吸困難をきたした一例.  日本麻酔科学会関西支部症例
検討会 2010.11 大阪

［研究会・講演会等］
真鍋佐和,  駒澤伸泰,  植木隆介,  下出典子,  長尾嘉晃,  多

田羅恒雄,  上農喜朗.  Lingual Tonsil Hyperplasiaが疑
われた挿管困難症例に対し,  エアウェイスコープ補助下の
経口ファイバー挿管が有効であった一症例.  第4回紀伊田
辺セミナー 2010.2 和歌山

吉河久美子,  駒澤伸泰,  植木隆介,  下出典子,  岡野紫,  小
濱華子,  多田羅恒雄,  上農喜朗.  マネキンを用いた心肺
蘇生時の気管挿管デバイスの検討  第二報―ベッド上,  
床上における検討―.  第4回紀伊田辺セミナー 2010.2 和
歌山

駒澤伸泰,  植木隆介,  岡野紫,  下出典子,  中川雅史,  上農
喜朗.  DAM（Difficult Airway Management）実践セミ
ナー参加者における胸骨圧迫中の気管挿管に関する検討
−マネキンを用いたシミュレーション研究−.  第4回紀伊田
辺セミナー 2010.2 和歌山

駒澤伸泰,  植木隆介,  井谷基,  小濱華子,  多田羅恒雄.  連
続的中心静脈酸素飽和度測定及び,  動脈圧心拍出量測
定を行った悪性胸膜中皮腫による心タンポナーデに対す
る心膜開窓術の麻酔経験.  第3回兵庫低侵襲モニタリン
グ研究会 2010.2 兵庫

多田羅恒雄.  たかが輸液,  されど輸液.  第4回大阪―兵庫
集中治療・周術期医療懇話会（PINOH） 2010.6 大阪

多田羅恒雄.  輸液ルネッサンス.  第2回広島周術期モニタリ
ングセミナー 2010.6 広島

多田羅恒雄.  輸液ルネッサンス.  千葉県低侵襲モニタリング
セミナー 2010.8 千葉
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多田羅恒雄.  周術期の輸液管理について.  第1回埼玉医大
臨床麻酔ネットワーク（SMU−CAN） 2010.12 埼玉

■その他■
狩谷伸享,  太城力良.  妊娠誘発性高血圧治療における高マ

グネシウム血症: 正確な状況把握による繊細な治療計画
を.  LiSA 2010;17:366-70.

狩谷伸享,  池本進一郎,  井手岳,  小濱華子,  駒澤伸泰,  富
田有毅彦,  山岡樹里,  大杉聡宏,  長尾嘉晃,  井谷基,  宮
川慈子,  植木隆介,  下出典子,  岡野紫,  多田羅恒雄,  太
城力良.  拳証責任エフェドリンかフェニレフリンか.  臨床
麻酔 2010;34:223-7.

多田羅恒雄.  全身麻酔の基礎と臨床.  MSD株式会社主催
社外講師トレーニング 2010.11 神戸

狩谷伸享,  太城力良.  常位胎盤早期剥離の麻酔と全身管
理.  麻酔科学レクチャー 2010;2:266-74.

歯科口腔外科学
Dentistry and Oral Surgery

■著書■
浦出雅裕.  悪性腫瘍.  白砂兼光,  古郷幹彦  編.  口腔外科

学.  第3版.  東京:医歯薬出版, 2010:183-99,250-96.
岸本裕充  編著.  口腔ケアの新常識  オーラルマネジメント

の実務.  名古屋:日総研出版, 2010．
長谷川誠実.  歯内治療における偶発事故と安全対策.  戸

田忠夫,  中村洋,  須田英明,  勝海一郎  編.  歯内治療学.  
東京:医歯薬出版, 2010:301-3．

長谷川誠実,  浦出雅裕.  歯痛.  佐野統  編.  NSAIDsの選
び方・使い方ハンドブック.  東京:羊土社, 2010:208-16．

岸本裕充 .  口腔乾燥症.  山口徹,  北原光夫,  福井次
矢,  総編集.  今日の治療指針2010年版.  東京:医学書院, 
2010:1244-5．

浦出雅裕,  岸本裕充,  本田公亮.  歯・口腔系の検査.  松田
暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病
と検査.  東京:南江堂, 2010:284-90.

浦出雅裕,  本田公亮,  岸本裕充,  野口一馬.  歯・口腔の症
状・徴候.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林
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河田尚子,  岸本裕充,  和田恭直,  野口一馬,  森寺邦康,  瀬
川英美,  阿部徹也,  花岡宏美,  浦出雅裕.  口腔ケアキッ
トQ-careのデンタルリンスおよび湿潤ジェルの抗菌性.  第
19回日本口腔感染症学会総会 2010.11 豊中

花岡宏美,  岸本裕充,  和田恭直,  河田尚子,  蔵下舞,  幡中
美沙子,  木﨑久美子,  浦出雅裕.  市販の湿潤ジェルのカ
ンジダアルビカンスに対する抗菌性.  第7回日本口腔ケア
学会総会・学術大会 2010.11 大阪

岸本裕充,  立石幸子,  宇都宮明美,  藤井碧,  花岡宏美,  和
田恭直,  濱田了,  西信一,  浦出雅裕.  VAP予防のための
口腔ケアの標準化を目指して～ケア前後の咽頭部細菌数
の迅速評価～.  第7回日本口腔ケア学会総会・学術大会 
2010.11 大阪

岸本裕充.  多職種によるオーラルマネジメント～CREATE
で考える～. （シンポジウム）第7回日本口腔ケア学会総
会・学術大会 2010.11 大阪

岸本裕充.  オーラルマネジメントで考える「明日からできる
口腔ケア」. （ランチョンセミナー）第7回  日本口腔ケア学
会総会・学術大会 2010.11 大阪

Fujii M,  Noguchi K,  Urade M,  Muraki Y,  Hashimoto-
Tamaoki T,  Nakano Y.  PTCH1 mutations in Japanese 
nevoid basal cell carcinoma syndrome patients.  第33
回日本分子生物学会年会第83回日本生化学会大会合同
大会（BMB2010） 2010.12 神戸

髙岡一樹,  瀬川英美,  頭司雄介,  西岡稔浩,  岸本裕充,  浦
出雅裕.  副鼻腔炎を合併した上顎骨膜下インプラント
周囲炎の1例.  第14回日本顎顔面インプラント学会総会 
2010.12 浦安

［地方会等］
吉川恭平,  野口一馬 ,  橋谷進 ,  岸本裕充 ,  浦出雅裕.  

シューハルトシーネに対して金属アレルギー症状を発症し
た下顎骨骨折の1例.  第41回日本口腔外科学会近畿地方
会 2010.6 和歌山

川辺睦記,  野口一馬,  山村倫代,  橋谷進,  岸本裕充,  浦出
雅裕.  化学放射線治療後にウェルニッケ脳症が疑われた
舌癌患者の一例.  第41回日本口腔外科学会近畿地方部
会 2010.6 和歌山

一宮賢治,  境潤哉,  川中正雄.  顆路角を変更した新規非調
節性咬合器の試作とその評価.  日本歯科技工士学会近
畿支部第7回学術大会 2010.6 大阪

髙岡一樹,  瀬川英美,  廣本孝史,  頭司雄介,  岸本裕充.  下

顎前歯部歯槽骨骨切り術後骨壊死の治療後に歯科インプ
ラント治療を行った1症例.  第30回日本口腔インプラント
学会近畿北陸支部総会・学術大会 2010.11 福井

長谷川陽子,  田中佑人,  矢儀一智,  近藤重悟,  長島正,  小
野高裕,  前田芳信,  本田公亮,  藤原正識.  オクルーザル
スプリントが顎関節の位置に及ぼす影響; 健常者と顎関
節症患者との比較.  平成22年度日本補綴学会関西支部会 
2010.11 大阪

山本真嗣,  奥井森,  藤井碧,  山村倫世,  野口一馬,  岸本裕
充,  浦出雅裕.  舌に発生した顆粒細胞腫の1例.  第22回
NPO法人日本口腔科学会近畿地方部会 2010.11 大阪

坂野仁美,  岸本裕充,  吉川恭平,  奥井森,  森寺邦康,  野口
一馬,  浦出雅裕.  難治性潰瘍および歯肉出血を初発症状
とし,  急速に不慮の転帰をたどった白血病の一例  第22
回NPO法人日本口腔科学会近畿地方部会 2010.11 大阪

［研究会・講演会等］
岸本裕充.  誤嚥性肺炎予防のためのオーラルマネジメント.  

志太地区  嚥下性肺疾患学術セミナー 2010.2 藤枝
岸本裕充.  要介護高齢者に役立つ口腔ケア.  堺市歯科医師

会口腔ケア研修会 2010.3 堺
岸本裕充.  人工呼吸器関連肺炎（VAP）予防のためのオー

ラルマネジメント～口腔ケアの有用性に関するエビデンス
の確立を目指して～. （シンポジウム）第19回有病者歯科
医療学会総会・学術大会 2010.4 神戸

岸本裕充.  オーラルマネジメントをCREATE で考える.  関
西オーラルマネジメント研究会設立準備講演会 2010.5 神
戸

岸本裕充.  口腔ケアによる肺炎予防.  第1回鳥取・感染対策
セミナー 2010.5 米子

岸本裕充 .  急性期からはじめるオーラルマネジメント～
CREATE で考える～.  国立病院機構大阪医療センター 
栄養週間特別講演 2010.6 大阪

岸本裕充.  オーラルマネジメントをCREATE で考える.  神
戸市灘区歯科医師会学術講演会 2010.6 神戸

長谷川誠実.  歯内療法に伴い生じた知覚障害診査の実際.  
第10回日本歯内療法学会西日本支部学術研修会10周年
記念大会 2010.7 大阪

岸本裕充.  急性期病院におけるオーラルマネジメント.  第10
回兵庫県病院歯科衛生士会 2010.7 神戸

岸本裕充.  急性期病院におけるオーラルマネジメント.  日本
赤十字社和歌山医療センター口腔ケア研修会 2010.8 和
歌山

川辺睦記,  野口一馬.  化学放射線治療後にウェルニッケ脳
症が疑われた舌癌患者の一例.  口腔外科栄養フォーラム 
2010.9 大阪

長谷川陽子.  オクルーザルスプリントが下顎頭と関節円板の
位置に及ぼす影響−スプリントは顎関節症に有効か？−.  
第2回兵庫顎関節研究会 2010.9 兵庫

岸本裕充.  急性期から始める口腔ケア！！地域連携クリティ
カルパスを見据えて.  東大阪東西歯科医師会第5回病診
連携医療フォーラム 2010.9 東大阪
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岸本裕充.  医科歯科連携におけるオーラルマネジメント.  明
石市歯科医師会医療講演会 2010.10 明石

岸本裕充.  最新！ビスフォスフォネート関連顎骨壊死.  東灘
区歯科医師会学術研修会 2010.10 神戸

岸本裕充.  急性期病院におけるオーラルマネジメント.  宇治
地区褥瘡セミナー 2010.10 京都

岸本裕充.  VAP予防のための最新口腔ケア.  チーム医療支
援セミナー 2010.10 大阪

岸本裕充.  オーラルマネジメントって？.  第1回関西オーラル
マネジメント研究会 2010.11 神戸

岸本裕充.  造血幹細胞移植予定患者へのオーラルマネジメ
ント.  第6回近畿血液腫瘍若手医師輸液・栄養セミナー 
2010.11 大阪

岸本裕充.  VAP予防のためのオーラルケア.  学研ナーシング
セミナー人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 2010.11 
京都

岸本裕充.  口腔ケアを標準化するための条件とは. （シンポ
ジウム）第64回国立病院総合医学会 2010.11 福岡

岸本裕充.  口腔ケアからオーラルマネジメントの実際.  第5
回金沢口腔フォーラム 2010.12 金沢

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の臨床病態と
わが国における発生状況.  平成22年度第7回福井県歯科
医師会学術講演会 2010.12 福井

■その他■
岸本裕充.  VAP予防とオーラルケア.  第１回東京医科大学

病院口腔ケア研修会 2010.1 東京
岸本裕充.  PK-PD理論に基づいた抗菌薬の最適な投与方

法.  西宮市歯科医師会休日歯科診療委員会症例検討会 
2010.1 西宮

岸本裕充,  安井小由里.  看護師が口腔ケアで困る理由.  看
護学雑誌 2010;74:16-21.

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
オーラルケア社  看護師のための口腔ケアセミナー 2010.2 
豊中

花岡宏美.  口腔ケアによるVAP対策.  第1回パラマウント
ベッドクリティカルセミナー 2010.2 札幌

岸本裕充.  これで決まり！VAP予防のオーラルマネジメント.  
センチュリーメディカル社  呼吸ケアセミナー 2010.2 大阪

岸本裕充 .   ドライマウスに対するオーラルマネジメント.  
Aichi Sjogren’s Syndrome Conference（ASCC）12th  
Meeting 2010.2 名古屋

岸本裕充.  誤嚥性肺炎予防のためのオーラルマネジメント.  
美原記念病院  口腔ケア研修会 2010.2 伊勢崎

岸本裕充 .  医科歯科連携における問題点と解決のヒント.  
西宮歯科医師会・市内病院歯科協議会 2010.2 西宮

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
オーラルケア社  看護師のための口腔ケアセミナー 2010.3 
東京 

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の臨床病態と
わが国における発生状況.  ビスフォスフォネート関連顎骨
壊死に関する医科歯科連携推進講演会 2010.3 松山

岸本裕充.  口腔ケアと誤嚥性肺炎の予防について.  名古屋
大学大学院医学系研究科老年科学Meet The Specialist 
2010.5 名古屋 

岸本裕充.  根拠に基づいた口腔ケアの効果的な進め方.  日
総研セミナー 2010.5 大阪

岸本裕充.  誤嚥性肺炎の予防のためのオーラルマネジメン
ト～ 口腔ケアからオーラルマネジメントへ ～.  名古屋市
立東部医療センター東市民病院感染対策勉強会 2010.5 
名古屋

岸本裕充.  根拠に基づいた口腔ケアの効果的な進め方.  日
総研セミナー 2010.5 岡山

岸本裕充.  根拠に基づいた口腔ケアの効果的な進め方.  日
総研セミナー 2010.6 東京

岸本裕充.  根拠に基づいた口腔ケアの効果的な進め方.  日
総研セミナー 2010.6 札幌

岸本裕充.  造血幹細胞移植予定患者に対するオーラルマネ
ジメント.  第12回阪和血液病カンファレンス 2010.7 大阪

岸本裕充.  これならできる！かんたん口腔ケア～肺炎予防の
実際とオーラルマネジメントの理解～.  メディカ出版 オー
ラルケアセミナー 2010.7 東京

岸本裕充.  VAP予防のための口腔ケアを成功させるコツ.  
ニプロ社  クリティカルケアにおけるVAP予防セミナー 
2010.7 東京

岸本裕充.  これならできる！かんたん口腔ケア～肺炎予防の
実際とオーラルマネジメントの理解～.  メディカ出版  オー
ラルケアセミナー 2010.7 京都

岸本裕充.  口腔ケアによるVAP対策.  第2回パラマウント
ベッド  クリティカルケアセミナー 2010.9 東京

岸本裕充.  VAP（人工呼吸関連肺炎）予防のためのオーラ
ルマネジメント.  コヴィディエンジャパン  最新人工呼吸管
理セミナー 2010.9 名古屋

幡中美沙子,  木﨑久美子,  岸本裕充.  対象別  口腔ケアの
ツボ（1）誤嚥性肺炎,  全身疾患と口腔ケア.  看護学雑誌 
2010;74:23-6.

花岡宏美,  坂野仁美,  岸本裕充.  対象別  口腔ケアのツボ  
（2）人工呼吸器関連肺炎（VAP）,  全身疾患と口腔ケア.  
看護学雑誌 2010;74:27-30.

蔵下舞,  河田尚子,  岸本裕充.  対象別  口腔ケアのツボ（3）
がん患者,  全身疾患と口腔ケア.  看護学雑誌 2010;74:31-3.

浦出雅裕.  ビスフォスフォネート関連顎骨壊死とは？糖尿病
患者はビスフォスフォネート関連顎骨壊死になりやすいで
すか.  肥満と糖尿病 2010;9:749-51.

浦出雅裕.  骨粗鬆症Q&A（第33回）Q65.  BRONJはどのよ
うに予防するのでしょうか？.  骨粗鬆症治療2010;19:353-
6.

呉シン,  山本真嗣,  今村ちひろ,  岸本裕充.  対象別  口腔ケ
アのツボ （4）歯周病と糖尿病.  看護学雑誌 2010;74:34-6.

花岡宏美.  兵庫医科大学病院における歯科衛生士の活動に
ついて.  兵庫歯科学院雑誌 2010;33:5-7.

岸本裕充.  知っておきたい！インフェクションコントロール.  
尼崎歯科医師会会報 2010;99:34-5.
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岸本裕充.  オーラルマネジメントで口腔ケアに劇的な変化を.  
呼吸器＆循環器ケア 2010;10:95-101.

岸本裕充.  知ってた？今のケアには過不足がある！.  特集・
行いたい・行わない口腔ケア.  Expert Nurse 2010;26:46-
8．

岸本裕充,  吉川恭平,  宇都宮明美,  川邊睦記.  根拠で答え
る行いたい口腔ケア・行わなくてもいい口腔ケア.  Expert 
Nurse 2010;26:49-52.

岸本裕充 .  誤嚥性肺炎・不顕性誤嚥の理解.  Exper t 
Nurse 2010;26:53.

岸本裕充.  ゴールを見据えて行いたい口腔ケア.  Expert 
Nurse 2010;26:54-8.

浦出雅裕.  「ビスフォスフォネート系薬剤に起因した顎骨骨
髄炎・顎骨壊死の現状と対策」ビスフォスフォネート系薬
剤に関連した顎骨骨髄炎・顎骨壊死の臨床病態とわが国
における発生の現状.  日本学術会議主催市民公開シンポ
ジウム 2010.6 札幌

岸本裕充.  第21回口腔ケアによる全身疾患の予防.  Smiley 
Nurse 2010;21:16-8.

岸本裕充  監. （DVD）生きること口から食べること  上巻 
−現場で活用できる食支援ケア−.  東京:三輪書店, 2010.

岸本裕充  監. （DVD）生きること口から食べること  下巻 
−地域における嚥下リハビリ−.  東京:三輪書店, 2010.

岸本裕充.  口腔ケアと誤嚥性肺炎.  西神戸医療センター院
内感染対策学術講演会 2010.10 神戸 

岸本裕充 .  急性期における口腔ケアの鉄則習得セミナー.  
看護師のための口腔ケアセミナー 2010.11 東京

岸本裕充.  急性期病院における口腔ケア～オーラルマネジメ
ントへの発展を目指す～.  綜合病院山口赤十字病院口腔
ケア研修会 2010.11 山口

岸本裕充.  知っておきたい！VAP予防の口腔ケア.  順天堂
大学医学部附属順天堂医院口腔ケア勉強会 2010.12 東
京

岸本裕充.  オーラルマネジメントによるVAP対策.  聖路加国
際病院・研修会 2010.12 東京

岸本裕充.  VAP予防のためのオーラルケア.  学研ナーシ
ングセミナー  人工呼吸器の基本と患者ケアのポイント 
2010.12 東京

岸本裕充.  間違いだらけの口腔ケア.  大阪市西淀川区歯科
医師会市民公開講座 2010.12 大阪

胸部腫瘍学
Thoracic Oncology

■著書■
中野孝司.  気管支鏡検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光

義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:223-4.

中野孝司.  胸膜腫瘍.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 

2010:121-3.
福岡和也.  胸膜炎.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴

木久美,  林直子  総編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 
2010:118-9．

■学術論文■
［総説］
中野孝司.  腹膜中皮腫.  最新医学 2010;（別冊  新しい診断

と治療のABC68）:43-52.
田端理英,  田端千春,  小林光,  大森公之助,  古家泉,  村山

美香,  谷後美鈴,  大谷敦子,  永井朝子.  大量γグロブリ
ン療法にて血小板増加が得られ安全に手術が施行され
たMDSの1例.  日本輸血細胞治療学会誌 2009;55:611-6.

大槻剛巳,  中野孝司,  長谷川誠紀,  岡田守人,  辻村亨,  関
戸好孝,  豊國伸哉,  西本寛,  福岡和也,  田中文啓.  平成
20年度学術大会科学技術振興研究発表「悪性中皮腫」
より～概要と基礎研究からのアプローチ～.  日本職業・災
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2010.11 広島

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫の診断と治療の概略.  第51回日
本肺癌学会総会 2010.11 広島 

福岡和也.  早期診断指標の現況と展望.  第51回日本肺癌学
会総会 2010.11 広島 

平山倫子,  田端千春,  安光亮洋,  前田理沙,  山田秀哉,  村
上亜紀,  寺田貴普,  田村邦宣,  栗林康造,  福岡和也,  中
野孝司.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin（Ang）-1
の臨床的新規役割について.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

山田秀哉,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  
平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫と重複癌症例の検討.  第51回日本肺癌学
会総会 2010.11 広島

福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  長谷川誠紀,  辻
村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍発症リ
スクとの関連性についての検討.  第51回日本肺癌学会総
会 2010.11 広島

寺田貴普,  福岡和也,  栗林康造,  政近江利子,  大桒久弥,  
神谷瞳,  野木佳孝,  三上浩司,  大搗泰一郎,  前田理沙,  
平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  中野孝司.  
当科におけるベバシズマブの使用経験―プラチナ製剤＋
ペメトレキセドとの併用を中心として―.  第51回日本肺癌
学会総会 2010.11 広島

奥村好邦,  橋本昌樹,  近藤展行,  松本成司,  田中文啓,  栗
林康造,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨,  長谷
川誠紀.  集学的治療を施行した悪性胸膜中皮腫の胸壁
再発に対して手術を施行した一例.  第51回日本肺癌学会
総会 2010.11 広島 

鳥井郁子,  佐藤鮎子,  辻村亨,  橋本昌樹,  長谷川誠紀,  中
野孝司.  胸水発見後早期より顕著なリンパ管侵襲を示

した悪性胸膜中皮腫の一例.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

細川健一,  西馬信一,  工藤翔二,  中野孝司.  悪性胸膜中皮
腫に対するPemetrexedの製造販売後全例調査について.  
第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島

山本信之,  海老規之,  尾崎智博,  上岡博,  横田総一郎,  大
泉聡史,  青木琢也,  中野孝司,  新海哲,  谷尾吉郎,  福岡
正博,  中川和彦.  未治療進行非小細胞肺がんに対する
S-1+carboplatin とpaclitaxel+carboplatinの第III相試験

（WJTOG3605）.  第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島
辻村亨,  佐藤鮎子,  鳥井郁子,  亀井敏昭,  長谷川誠紀,  中

野孝司.  悪性胸膜中皮腫の早期診断への糸口−中皮腫の
細胞的特徴を分子レベルで考える−. （イブニングシンポ
ジウム）第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島

田端千春,  田端理恵,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における
angiopoietin（Ang）-1の臨床的新規役割について.  第60
回日本アレルギー学会秋季学術大会 2010.11 東京

江口良二,  藤盛好啓,  太田敏郎,  国政和宏,  中野孝司.  シ
スプラチン誘導血管内皮傷害でのカルパインの関与: 3次
元血管モデルでの検討.  第18回日本血管生物医学会学術
集会 2010.12 大阪

江口良二,  藤盛好啓,  田端千春,  栗林康造,  福岡和也,  中
野孝司.  悪性中皮腫において亜ヒ酸はJNKおよびERKを
介したアポトーシスを誘導する.  第33回日本分子生物学
会年会・第83回日本生化学会大会合同大会（BMB2010） 
2010.12 神戸

［地方会等］
安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡

田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の1例.  第91回日本肺癌学会
関西支部会 2010.1 大津

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  横山陽子,  
松本譽之,  中正恵二,  寺田信行,  塚本吉胤,  廣田誠一,  
中野孝司.  多臓器に病巣を認めた絨毛癌の1例.  第91回
日本肺癌学会関西支部会 2010.1 大津

三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
多久和輝尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  
塚本吉胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎.  非結核性抗酸菌症を
合併した肺腺癌の一切除例.  第91回日本肺癌学会関西支
部会 2010.1 大津

上林美弥,  山田秀哉,  福岡和也,  村上亜紀,  栗林康造,  田
端千春,  田村邦宣,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  術
後15年目に癌性胸膜炎で再発した乳癌の1例.  第191回日
本内科学会近畿地方会 2010.6 京都

山田秀哉,  福岡和也,  田端千春,  栗林康造,  田村邦宣,  村
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上亜紀,  岡田あすか,  安光亮洋,  寺田貴普,  平山倫子,  
野木佳孝,  三上浩司,  大搗泰一郎,  前田理沙,  政近江利
子,  大桒久弥,  本田実紀,  神谷瞳,  塚本吉胤,  廣田誠一,  
中野孝司.  呼吸器内視鏡検査にて診断し得た術後15年
目の再発乳癌の1例.  第87回日本呼吸器内視鏡学会近畿
支部会 2010.7 大阪

熊本牧子,  小口展生,  鵜山広樹,  村上伸介,  竹中英昭,  長
澄人,  岡田あすか.  左肺にのみ粒状影の分布を認め、マク
ロライド長期投与が奏効した副鼻腔気管支症候群の一例.  
第87回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2010.7 大阪

大搗泰一郎,  平山倫子,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実
紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  栗林
康造,  田端千春,  福岡和也,  中野孝司.  十二指腸癌を合
併した悪性胸膜中皮腫の1例.  第92回日本肺癌学会関西
支部会 2010.7 大阪

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  田中文啓,  長谷川誠
紀,  鳥井郁子,  辻村亨.  4年間の経過観察中に発症した早
期悪性胸膜中皮腫の1例.  第92回日本肺癌学会関西支部
会 2010.7 大阪

三上浩司,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田端
千春,  栗林康造,  中野孝司,  福岡和也,  坪田紀明,  田中
文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田
誠一.  腺癌,  扁平上皮癌,  小細胞癌の3重癌の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

前田理沙,  福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  三上浩司,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司,  坪田紀明,  
長谷川誠紀,  津田健吉,  芳川浩男,  森鑑二,  有田憲生,  
塚本吉胤,  廣田誠一,  中正恵二,  寺田信行.  抗Hu抗体
陽性，傍腫瘍性脳炎を呈した小細胞肺癌の1例.  第92回日
本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

岡田あすか,  平山倫子,  三上浩司,  前田理沙,  大搗泰一郎,  
野木佳孝,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和也,  長谷川誠
紀,  中井真由美,  塚本吉胤,  中野孝司.  喫煙女性に発症
した肺好酸球性肉芽腫症の1例.  第75回日本呼吸器学会
近畿地方会 2010.7 大阪

政近江利子,  山田秀哉,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩
司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  田村邦宣,  栗林康造,  田端
千春,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  中野
孝司.  若年女性に発症した悪性胸膜中皮腫の一例.  第75
回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

大桒久弥,  田村邦宣,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩司,  

前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  栗林康造,  田端千春,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝
司.  胸壁腫瘍で発見された多発性骨髄腫の一例.  第75回
日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

金森斎修,  神谷瞳,  花咲毅,  竹中雅彦,  松田良信.  気管
支鏡検査で確定診断でき無治療で病勢の進行の無い肺
MALTリンパ腫の1例.  第75回日本呼吸器学会近畿地方
会 2010.7 大阪

神谷瞳,  竹中雅彦,  金森斎修,  松田良信.  リネゾリドが有
効であった重症肺炎の1例.  第75回日本呼吸器学会近畿
地方会 2010.7 大阪

鵜山広樹,  小口展生,  熊本牧子,  村上伸介,  竹中英昭,  長
澄人,  岡田あすか.  胸水よりノカルジアを検出した肺膿瘍
の一例.  第75回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

中野孝司 .  悪性胸膜中皮腫の最近の話題と今後の展望. 
（コーヒーブレイクセミナー）日本肺癌学会関東支部会 
2010.12 東京

寺田貴普,  福岡和也,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  栗
林康造,  田端千春,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  
Gefitinib投与にて劇的に全身状態の改善を認めた高齢者
肺癌の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神
戸

大搗泰一郎,  福岡和也,  大桒久弥,  神谷瞳,  本田実紀,  
三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
栗林康造,  田端千春,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  中野孝
司.  胸部CTにて瘢痕影を経過観察中に肺腺癌を発症し
た1例.  第76回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.12 大阪

小口展生,  岡田あすか,  鵜山広樹,  熊本牧子,  村上伸介,  
竹中英昭,  長澄人.  Mesalazine投与による薬剤性胸膜
炎と考えられた1例.  第76回日本呼吸器学会近畿地方会 
2010.12 大阪

本田実紀,  大搗泰一郎,  福岡和也,  政近江利子,  神谷瞳,  
大桒久弥,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  大類隼人,  橋本昌樹,  
塩見和,  松本成司,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  
坪田紀明,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  化学療法
が奏効し,  人工呼吸器から離脱し得た小細胞肺癌の1例.  
第88回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2010.12 大阪

［科学研究費等班会議］
中野孝司.  臨床試験総括.  平成21年度科学技術振興調整

費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班運営委員
会 2010.2 東京

福岡和也.  早期診断指標.  平成21年度科学技術振興調整
費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班運営委員
会 2010.2 東京

福岡和也,  中野孝司.  切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペ
メトレキセドを含む集学的治療に関する安全性試験.  中
間解析の概要.  術前導入化学療法.  科学技術振興調整費
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「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」「中皮腫に対
する集学的治療法の確立を目的とした多施設共同臨床試
験」第4回全体会議 2010.3 大阪

福岡和也.  切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセ
ドを含む集学的治療に関する安全性試験.  術前導入化
学療法.  科学振興調整費「アスベスト関連疾患への総括
的取り組み」「中皮腫に対する集学的治療法の確立を目
的とした多施設共同臨床試験」第5回全体会議 2010.9 京
都

中野孝司.  臨床試験総括と今後.  平成22年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班研
究委員会 2010.12 大阪

福岡和也.  早期診断指標.  平成22年度科学技術振興調整
費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班研究委員
会 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
中野孝司.  胸膜中皮腫の治療戦略と今後の課題.  東京がん

化学療法研究会1月例会 2010.1 東京
寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司,  中井真由美,  

塚本吉胤,  廣田誠一,  鈴木夕子,  春日井務.  症例3.  第10
回中皮腫パネル 2010.1 東京

坪田紀明.  難治性膿胸の治療,  第3回General Thoracic 
Surgical Forum 2010.2 東京

三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平
山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  多久和輝
尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎,  中野孝司.  非結核性抗酸菌
症を合併した肺腺癌の一切除例.  第32回兵庫呼吸器疾
患研究会 2010.2 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  田中文啓,  
長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の一例.  第105回兵庫県肺癌
懇話会 2010.3 神戸

坪田紀明.  肺癌の臨床研究.  第11回群馬肺癌治療法講演
会 2010.5 群馬

坪田紀明 .  区域切除の不思議.  第1回区域切除研究会 
2010.5 東京

坪田紀明.  呼吸器外科医としての足跡と展望.  第2回呼吸
器外科先進フォーラム 2010.6 小田原

中野孝司.  中皮腫  臨床での問題点と対策.  NPO法人西日
本呼吸器内科医療推進機構学術講演会 2010.7 姫路

政近江利子,  山田秀哉,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩
司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  田村邦宣,  栗林康造,  田端
千春,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  中野
孝司.  若年女性に発症した悪性胸膜中皮腫の一例.  兵庫
県肺癌懇話会 2010.7 神戸

中野孝司.  画像診断を中心とする肺がんと中皮腫.  大阪府

がん診療連携拠点大手前講演会 2010.7 大阪
前田理沙,  福岡和也,  大桑久弥,  政近江利子,  本田実紀,  

神谷瞳,  大搗泰一郎,  三上浩司,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  
傍腫瘍性脳炎を合併した抗Hu抗体陽性小細胞肺癌の1
例.  第107回兵庫県肺癌懇話会特別講演会 2010.10 神戸

■その他■
田端千春.  意外といるCOPD！in阪神.  第5回阪神COPD研

究会 2009.11 西宮
坪田紀明.  形成あれこれ.  胸部外科 200;63:1074.
坪田紀明.  臨床余話―外科医を卒業して今思うこと―.  広

島大学大学院セミナー 2010.1 広島
中野孝司.  第10回国際中皮腫会議（10th IMIG Meeting）の

報告.  産業医学ジャーナル 2010;33:72-78.
田端千春.  アスベストを吸うとがんになる.  平成21年度科学

技術振興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組
み」市民公開講座 2010.3 大阪

中野孝司.  ほこりを吸うとはい（肺）が悪くなる？−ほこりと
肺の病気の話−.  平成21年度科学技術振興調整費「ア
スベスト関連疾患への総括的取り組み」市民公開講座 
2010.3 大阪

中野孝司.  画像診断を中心とする呼吸器病学.  阪神三市呼
吸器研究会 2010.3 尼崎

福岡和也.  非小細胞肺癌に対する薬物療法のパラダイムシ
フト.  第106回兵医内科カンファレンスレクチャー 2010.5 
西宮

寺田貴普,  福岡和也,  栗林康造,  大桒久弥,  政近江利子,  
本田実紀,  大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳
孝,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田
秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  中
野孝司.  当科におけるアバスチンの使用経験.  Avastin 
Creating Certain Evolution of Lung Cancer Treatment 
in Kobe 2010.5 神戸

福岡和也.  肺がんの話.  兵庫医科大学病院市民健康講座 
2010.7 西宮

岡田あすか.  非小細胞肺癌に対する抗VEGF抗体併用化学
療法の有効性と安全性に関する検討.  兵庫医科大学大
学院博士課程「がんプロフェッショナル養成プラン」第2
回博士課程第2学年研究成果中間報告会（平成22年度） 
2010.7 西宮

野木佳孝 .   既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセル
+TS-1併用療法の有効性と安全性に関する検討.  兵庫医
科大学大学院博士課程「がんプロフェッショナル養成プラ
ン」第2回博士課程第2学年研究成果中間報告会（平成22
年度） 2010.7 西宮

前田理沙.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin（Ang）-1
の臨床的新規役割について.  兵庫医科大学大学院博士課
程「がんプロフェッショナル養成プラン」第2回博士課程第
2学年研究成果中間報告会（平成22年度） 2010.7 西宮

三上浩司.  CDDP+Pemetrexedによる初回治療後増悪もし
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くは再発した悪性胸膜中皮腫に対するセカンドライン化学
療法としてのGEM+CPT-11併用療法の検討.  兵庫医科大
学大学院博士課程「がんプロフェッショナル養成プラン」
第2回博士課程第2学年研究成果中間報告会（平成22年
度） 2010.7 西宮

寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  
本田実紀,  大搗泰一郎,  野木佳孝,  三上浩司,  前田理
沙,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田
秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  中野孝司.  ゲフィチニブ投
与により劇的に全身状態の改善した高齢者肺癌の1例.  阪
神Lung Cancer Conference 2010.9 大阪

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司.  当科における
Aprepitantの使用経験.  イメンド発売記念講演会 2010.9 
尼崎

中野孝司.  画像を中心とする肺癌と中皮腫の最近の話題.  
兵庫県内科医会内科学セミナー 2010.10 神戸

福岡和也.  呼吸困難,  消化器症状等の身体症状に対する
緩和ケアについて.  がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会（兵庫県・阪神南圏域） 2010.10 西宮

金村晋吾,  寺田貴普,  栗林康造,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大桒久弥,  大搗泰一郎,  野木佳孝,  三上浩司,  
前田理沙,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  福岡和也,  藤盛好啓,  
坪田紀明,  中野孝司.  EGFR-TKI投与にて全身状態の劇
的な改善を認めた高齢者肺癌の1例.  第13回阪神呼吸器
カンファレンス 2010.10 神戸

福岡和也.  インフルエンザと肺炎.  平成22年市民健康シン
ポジウム 2010.10 東大阪

福岡和也.  非小細胞肺癌に対する薬物療法のパラダイムシ
フト.  奈良県北和肺癌研究会 2010.10 大阪

田端千春.  カルパインと肺の線維化.  第6回関西喘息・
COPD研究会 2010.10 大阪

中野孝司.  高齢者に多い「肺がん」の話―肺がんがこうして
見つかる―.  第2回ひょうごがんシンポジウム 2010.11 神
戸

福岡和也. 「肺がん」はこのように治療する.  第2回ひょうご
がんシンポジウム 2010.11 神戸

福岡和也.  当院における肺がん外来化学療法の実際―アリ
ムタ＋シスプラチン併用療法を中心として―.  出雲肺がん
化学療法セミナー 2010.11 出雲

田端千春.  納得の吸入療法―より早く,  よりつよく,  より安
全に―.  Asthma Meeting in 西宮 2010.11 西宮

田端千春.  納得の吸入療法―より早く,  よりつよく,  より安
全に―.  Asthma Meeting in 尼崎 2010.11 尼崎

岡田あすか.  当科におけるベバシズマブの使用経験～プ
ラチナ製剤＋ペメトレキセドとの併用を中心として～.  
Avastin Creating Certain Evolution of Lung Cancer 
Treatment in HANSHIN 2010.12 尼崎

腸管病態解析学
Intestinal Inflammation Research

■著書■
松本譽之.  クローン病.  山口徹,  北原光夫,  福井次矢  総

編.  今日の治療指針2010年版.  東京:医学書院, 2010:401-
2.

松本譽之.  急性下痢,  非感染症を中心に.  金澤一郎,  永
井良三  総編.  今日の診断指針  第6版.  東京:医学書院, 
2010:339-41.

横山陽子,  松本譽之.  細菌培養.  幕内雅敏,  菅野健太郎,  
工藤正俊  編.  今日の消化器疾患治療指針  第3版.  東
京:医学書院, 2010:67-8.

戸澤勝之,  松本譽之.  分類不能の大腸炎.  幕内雅敏,  菅野
健太郎,  工藤正俊  編.  今日の消化器疾患治療指針  第3
版.  東京:医学書院, 2010:475-7.

千葉勉,  松本譽之,  樋口和秀,  安藤朗,  久松理一,  渡辺憲
治.  重度の下痢.  重篤副作用疾患別対応マニュアル4.  東
京:日本医薬情報センター, 2010:122-36.

樋田信幸,  松本譽之.  癌化・dysplasiaのサーベイランス.  
日比紀文  編.  炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:93-9.

應田義雄,  松本譽之.  合併症に対する治療.  日比紀文  編.  
炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:162-7.

松本譽之.  クローン病.  松田睴,  荻原俊男,  難波光義,  鈴
木久美,  林直子  総編.  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 
2010:78-80.

飯室正樹,  松本譽之.  Crohn病.  清野宏  編.  臨床粘膜免
疫学.  東京:シナジー, 2010:384-92.

飯室正樹,  松本譽之.  知っておくべき疫学的情報.  嶋田達
哉  編.  炎症性腸疾患を日常診療で診る.  東京:羊土社, 
2010:16-8．

■学術論文■
［総説］
戸澤勝之,  中村志郎,  松本譽之.  下血／血便をきたす下部

消化管の診断・治療的アプローチの包括解説  内科の立
場から.  Intestine 2010;14:7-12.

樋田信幸,  松本譽之.  IBD cancer/dysplasiaの内視鏡診断  
典型例から診断困難例まで.  大腸疾患NOW 2010;特別
号:234-9.

松本譽之.  5-ASA製剤による治療の実際.  消化器の臨床 
2010;13:25-30.

松本譽之.  炎症性腸疾患の最新治療と今後の展望.  日本内
科学会雑誌 2010.99:494-8.

飯室正樹,  松本譽之.  消化管ポリポーシス.  内科 2010;105: 
1049-52.

飯室正樹,  松本譽之.  薬剤性腸炎.  内科 2010;105:1077.
樋田信幸,  松本譽之.  Colitic cancer/dysplasiaの内視鏡診

断.  Modern Physician 2010;30:969-72.
池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  松本

譽之,  冨田尚裕.  クローン病直腸肛門部における癌合併.  
IBD Research 2010;4:107-12．
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松本譽之.  IBDの最新治療2010総論.  CCJAPAN 2010; 
57:22-6.

中村志郎,  松本譽之.  急性出血性直腸潰瘍.  消化器内視
鏡 2010;22:1274-8．

吉田幸治,  松本譽之.  内科医からみたクローン病の外科治
療の適応.  Intestine 2010;14:457-61.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  佐々木寛文,  冨
田尚裕,  竹末芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病の
癌化と今後の対策.  Intestine 2010;14:505-10.

松本譽之 .  大腸の病気はなぜおこるのか.  からだの科
学;267:15-8.

飯室正樹,  吉田幸治,  河野友彰,  松本譽之.  潰瘍性病変,  
炎症性腸疾患.  G.I.Research 2010;18:519-27.

樋田信幸 ,   松本譽之 .   直腸炎と癌に関係はあるのか.  
Intestine 2010;14:619-22.

菊山梨紗,  福永健,  應田義雄,  中村志郎,  松本譽之.  高齢
潰瘍性大腸炎患者にサイトメガロウイルス感染とニューモ
シスチス肺炎を合併した1例.  IBD Research 2010;4:331-
7.

松本譽之.  炎症性腸疾患への5-ASA製剤の有用性.  成人
病と生活習慣病 2010;40:1398-403.

［原著］
Ito H,  Iida M,  Matsumoto T,  Suzuki Y,  Sasaki H,  

Yoshida T,  Takano Y,  Hibi T.  Direct comparison 
of two different mesalamine formulations for the 
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2010;11:13.
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2010;29:213-9.

Miwa H,  Koseki J,  Oshima T,  Kondo T,  Tomita T,  Watari 
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吉田幸治,  中村志郎,  松本譽之.  術後クローン病患者に
対するinf l ix imabの寛解維持効果・無作為割付前向き
試験. （シンポジウム）第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
横山陽子,  福永健 ,  松本譽之 .  外来潰瘍性大腸炎患

者における白血球系細胞除去療法の位置づけ. （パ
ネルディスカッション）第52回日本消化器病学会大会 

（JDDW2010） 2010.10 横浜
松本譽之.  潰瘍性大腸炎の治療戦略,  難病研究班治療指

針を踏まえて. （サテライトシンポジウム）第52回日本消化
器病学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

應田義雄,  河合幹夫,  松本譽之.  重症UC治療後にPCP
（pneumocystis pneumonia）を日和見感染した5症例の
検討. （パネルディスカッション）第52回日本消化器病学
会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

菊山梨沙,  吉田幸治,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室
正樹,  横山陽子,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松
本譽之.  腹腔内膿瘍合併クローン病に対するインフリキ
シマブを用いた治療戦略.  第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
森田毅,  山崎尊久,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  富田

寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  三輪洋人.  
内視鏡的粘膜下層剥離術の難易度と予想切除時間の数
値化に関する試み.  第80回日本消化器内視鏡学会総会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
河合幹夫,  應田義雄,  樋田信幸,  小川智広,  河野友彰,  加

藤恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  
武田直久,  飯室正樹,  福永健,  堀和敏,  中村志郎,  渡二
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の多発炎症性
ポリープを呈する寛解粘膜に発生し,  dysplasiaとの鑑別
が問題となったLSTをESDで一括切除しえた一例.  第80
回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 2010.10 横
浜

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂

井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  斉藤正紀,  今西宏安,  下村壮治,  飯島尋子,  河
野友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当
院における胆膵内視鏡治療時の胆管挿管困難例への対
策.  第80回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

横山陽子,  福永健 ,  松本譽之 .  Biolog ic抵抗性難治性
クローン病に対するGMA（Granu locyte Monocyte 
Apheresis）. （シンポジウム）第31回日本アフェレシス学
会学術大会 2010.11 千葉

小倉由美子,  河合百合子,  鎌田亜湖,  井藤聖香,  安岡真歩,  
吉田智子,  大串恵子,  長瀬和子,  福永健,  松本譽之.  効
果的な白血球系細胞吸着除去療法導入への看護師の役
割. （ワークショップ）第31回日本アフェレシス学会学術
大会 2010.11 千葉

加藤恭一,  上小鶴孝二,  福永健,  横山陽子,  武田直久,  菊
山梨紗,  長瀬和子,  松本譽之.  新しい選択的血小板除
去療法が有効であった生物学的製剤抵抗性難治性ク
ローン病の一例.  第31回日本アフェレシス学会学術大会 
2010.11 千葉

横山陽子,  宮崎裕子,  福永健,  上小鶴孝二,  菊山梨紗,  武
田直久,  加藤恭一,  中村志郎,  松本譽之.  顆粒球・単球
吸着療法による寛解導入・維持が可能であった難治性ク
ローン病の一例.  第31回日本アフェレシス学会学術大会 
2010.11 千葉

長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  山田真由美,  松本譽之.  クローン病に対する顆
粒球・単球除去療法の作用機序,  末梢血サイトカイン・ケ
モカインの変動より.  第31回日本アフェレシス学会学術大
会 2010.11 千葉

菊山梨紗,  福永健,  加藤恭一,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉
田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松
本譽之.  急性期潰瘍性大腸炎患者に対する顆粒球・単球
吸着療法（GMA）の至適施行条件.  第31回日本アフェレ
シス学会学術大会 2010.11 千葉

上小鶴孝二,  福永健,  三輪洋人,  松本譽之.  当院における
クローン病に対する顆粒球吸着療法の検討.  第31回日本
アフェレシス学会学術大会 2010.11 千葉

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松本
譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎重症・難治症例の手術適
応の変遷と長期予後. （シンポジウム）第65回日本大腸肛
門病学会学術集会 2010.11 浜松

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹
末芳生 ,   冨田尚裕 .   クローン病肛門病変に対する
infliximabの効果とQOL維持. （パネルディスカッション）
第65回日本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

坂東俊宏,  松岡宏樹,  内野基,  池内浩基,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  治癒切除後10年で骨盤内再発をきたし
たクローン病直腸mucinous carcinomaの1例.  第65回日
本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松
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本譽之,  冨田尚裕.  70歳以上で手術となった潰瘍性大
腸炎症例の検討.  第65回日本大腸肛門病学会学術集会 
2010.11 浜松

馬場谷彰仁,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  松
本譽之,  竹末芳生,  池内浩基.  Infliximab投与後,  急速
に肛門病変が悪化したクローン病の1例.  第65回日本大腸
肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

應田義雄,  小川智広,  松本譽之.  高齢者に対するオリン
パス社製高伝達受動湾曲スコープPCF-Y0005-L（PCF-
PQ260プロト）の使用経験. （パネルディスカッション）第
28回日本大腸検査学会総会 2010.11 東京

［地方会等］
中村寛子,  渡二郎,  森田毅,  櫻井淳,  住吉晃典,  山崎尊

久,  奥川卓也,  豊島史彦,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  
堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  LSBEに発生した多発バ
レット腺癌の一例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例
会 2010.2 大阪

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  横
山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村
志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  重症の高齢発症潰瘍性大
腸炎の治療後に合併したpneumocystis pneumoniaeの一
例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

山崎尊久,  富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人,  山下英孝,  海邊展明,  松本友寛,  小
石健二,  菊池正二郎,  笹子三都留.  術前診断が困難で
あった幽門狭窄合併進行胃癌の一例.  第84回日本消化器
内視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

應田義雄,  河合幹夫,  豊島史彦,  奥順介,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  NBI拡大観察併用で診断した
大腸平坦型SM癌の最近の4症例.  第84回日本消化器内
視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

奥順介,  應田義雄,  豊島史彦,  河合幹夫,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナ
イフの使用経験.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地
方会 2010.3. 大阪

河合幹夫,  上小鶴孝二,  應田義雄,  吉田幸治,  河野友彰,  
横山陽子,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  三
輪洋人,  松本譽之.  IgA腎症・腎細胞癌を併発したクロー
ン病の一例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

田中淳二,  奥川卓也,  山崎尊久,  岡本聡子,  近藤隆,  豊
島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  森田毅,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  S-1/
Lentinan+Paclitaxel併用療法により良好なQOLを維持
し長期生存が得られている癌性腹水を主なう切除不能進
行胃癌の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 

2010.9 大阪
河野友彰,  樋田信幸,  松本譽之.  術直後クローン病に残存

する小腸病変の評価,  通常および色素カプセル内視鏡に
よる前向き無作為交差試験. （シンポジウム）第85回日本
消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

應田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  生検瘢痕を伴う大腸平坦
型腫瘍（特にLST-NG）に対する内視鏡治療の経験. （ビ
デオワークショップ）第85回日本消化器内視鏡学会近畿
地方会 2010.10 大阪

半野田理恵,  勝部智也,  梅田修吾,  和田力門,  渡邊芳久,  
荒川哲男,  高橋亮,  松本譽之.  救命しえた重症アメーバ
性大腸炎の1例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方
会 2010.10 大阪

小川智広,  應田義雄,  河合幹夫,  野上晃司,  河野友彰,  菊
山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  
福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志郎,  三輪
洋人,  松本譽之.  オリンパス社製高伝達受動湾曲スコー
プ（PCF-Y0005）の使用経験.  第85回日本消化器内視鏡
学会近畿地方会 2010.10 大阪

奥順介,  金鏞民,  川添智太郎,  太田垣裕子,  柚木崎絋司,  
李兆亮,  山科武,  田村公佑,  山崎之良,  谷垣舞,  阿部
孝,  松本譽之.  Schonlein-Henoch紫斑病にて内視鏡像お
よび当院5年間におけるステロイド治療の有無による入院
期間の考察.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 
2010.10 大阪

櫻井淳,  渡二郎,  森田毅,  山崎尊久,  奥川卓也,  岡本聡子,  
近藤隆,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  内視鏡
的切除を施行した早期十二指腸癌の一例.  第85回日本消
化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

森脇英一朗,  岩田恵典,  岩井孝史,  中野宏朗,  高嶋智之,  
坂井良行,  会澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壮治,  飯島尋子,  西口修平,  
河野友彰,  中村志郎,  松本譽之.  ダブルバルーン内視鏡

（DBE）にて治療することができた膵頭十二指腸切除後患
者に発生した膵石症の一例.  第85回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会 2010.10 大阪

池尾光一,  應田義雄,  横山陽子,  野上晃司,  小川智広,  上
小鶴孝二,  吉田幸治,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  
抗TNF-α製剤で乾癬様皮疹を発症した大腸クローン病
の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

［科学研究費等班会議］
渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽

之,  中村志郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  
国民・患者・一般臨床医に対する啓発活動・広報活動・情
報企画.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡辺守,  中村哲也,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  佐々木巌,  松井敏幸,  岩男泰,  藤山佳秀,  辻川知之.  
専門医育成プログラムの創成.  厚生労働科学研究費補助
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金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に
関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  
千葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥
山祐右,  阪上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  
岡本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒
陽,  櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立
雄一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊
光,  辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一
城,  阿部洋介,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次
郎,  十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原
俊治,  久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺
守,  猿田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚
文瑛,  鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉
真,  中井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  
高津典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富
田寿彦,  穂苅量太,  三浦総一郎,  永尾重昭,  久保田美和,  
小林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三
宅忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀
実,  金城福則,  高後裕,  日比紀文.  JTREAT研究中間解
析結果について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  潰瘍
性大腸炎治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東
京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  ク
ローン病治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  潰瘍性大腸炎診療ガイドライン改訂の進捗状
況.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井
敏幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀
文,  中山健夫.  日本消化器病学会と共同開発したクロー
ン病診療ガイドライン−自己評価による問題点と今後の展
望.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

長沼誠,  仲瀬裕志,  千葉勉,  斉藤理子,  井上詠,  日比紀文,  
飯田三雄,  松本主之,  坪内博仁,  嵜山敏男,  本谷聡,  藤
山佳秀,  安藤朗,  松井敏幸,  高津典孝,  鈴木康夫,  松
本譽之,  石黒陽,  加藤順,  佐々木誠人,  猿田雅之,  城卓
志,  谷田諭史,  杉村一仁,  高添正和,  吉村直樹,  田中信
治,  上野義隆,  内藤裕二,  内山和彦,  松山竜三,  平田一
郎,  藤井久男,  三浦総一郎,  光山慶一,  吉岡慎一郎,  渡
辺憲治,  国崎玲子,  渡辺守.  タクロリムス使用時における
投与初期トラフ濃度の推移（多施設研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室正樹,  武
田直久,  吉田幸治,  上小鶴孝二,  横山陽子,  加藤恭
一,  河野友彰,  河合幹夫,  菊山梨紗,  長瀬和子,  中村志
郎,  池内浩基.  顆粒球単球吸着除去療法（Granulocyte/ 
Monocyte Adsorption Apheresis）によるステロイド抵抗
性難治性潰瘍性大腸炎患者の長期維持治療: シャムカラ
ムを用いた無作為2重盲検試験の結果から（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  XX3による潰瘍性大腸
炎合併癌ハイリスク例の選別（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  中村
志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるpouch機能率か
らみた、術式選択の妥当性についての検討（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

西海信,  大井充,  塩見優紀,  吉江智郎,  長瀬和子,  福永
健,  中村志郎,  松本譽之,  吉田優,  東健.  質量分析計を
用いたメタボローム解析による炎症性腸疾患のバイオマー
カー探索（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松井敏幸,  松本譽之,  鈴木康夫,  藤山佳秀.  クローン病の
腸内細菌叢プロファイル（ｔRFLP）: 多施設共同研究.  厚
生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難



175兵庫医大業績録（2010）

治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度
第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  マイクロアレイによる遺伝
子発現からみた、潰瘍性大腸炎合併癌と一般大腸癌の相
違点（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

河村由紀,  豊田実,  河村裕,  小西文雄,  斉藤幸夫,  矢島知
治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩三,  土肥多惠子.  潰瘍
性大腸炎局所のサイトカイン応答異常が引き起こすDNA
メチル化亢進と糖鎖発現異常（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  高後裕,  蘆田知史,  松井敏幸,  平井
郁仁,  藤山佳秀,  安藤朗,  村岡良和,  日比紀文,  岩男泰,  
長沼誠,  渡辺守.  本邦の炎症性腸疾患患者・家族におけ
る炎症性腸疾患治療薬への意識調査（最終報告）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1
回総会 2010.7 東京

長沼誠,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  前本篤男,  松本
譽之,  福永健,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰,  
日比紀文,  藤山佳秀,  二見喜太郎,  小林清典,  田中正則,  
渡辺守.  IBD診療に有用な冊子作成にむけて（一般医の
先生を対象に）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  日本消化器病学会と共同開発中の市民向けク
ローン病ガイドブックについて.  厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に
関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  クローン病診療ガイドライン（厚生労働省研究
班バージョン）: 最終案の内部評価.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

松本譽之,  杉田昭,  余田篤,  蘆田知史,  安藤朗,  伊藤裕
章,  押谷伸英,  金井隆典,  鈴木康夫,  長堀正和,  松井
敏幸,  佐々木巌,  友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  
應田義雄.  標準化を目指した治療指針改訂.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22
年度第1回総会 2010.7 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  千
葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥山
祐右,  坂上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  岡
本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒陽,  櫻
庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立雄一,  寺
門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊光,  辻川知
之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一城,  阿部洋
平,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次郎,  十河光
栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原俊治,  久保田
大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺守,  猿田雅之,  
須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  鈴木康夫,  
舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉真,  中井勝彦,  渡
辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  高津典孝,  中村
志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富田寿彦,  三浦総
一郎,  穂苅量太,  永尾重昭,  久保田美和,  小林清典,  谷
田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三宅忍幸,  大宮直
木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀実,  金城福則,  高
後裕,  日比紀文,  武林亨.  JTREAT研究中間解析結果と
今後の解析について.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

岡崎和一,  大宮美香,  藤山佳秀,  千葉勉,  高後裕,  松井敏
幸,  松本譽之,  平田一郎,  鈴木康夫,  花井洋行,  清水誠
治,  渡辺憲治,  藤井久男,  坪内博仁,  日比紀文,  渡辺守  
我が国における炎症性腸疾患の急性増悪・再燃因子の
前向き実態調査（特に感染症との関連性）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  樋田信幸,  應
田義雄,  飯室正樹,  武田直久,  吉田幸治,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  河野友彰,  河合幹夫,  野上晃司,  長瀬和子,  堀
和敏,  中村志郎,  松本譽之.  周術期潰瘍性大腸炎におけ
る末梢血T細胞の動態.  厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

藤山佳秀,  松井敏幸,  松本譽之,  鈴木康夫,  本谷聡.  ク
ローン病疾患マーカーとしての便中細菌叢ｔRFLPに関す
る多施設共同研究.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

［研究会・講演会等］
松本譽之.  IBDの新しい治療薬の開発と展望. （教育講演）
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日本大腸肛門病学会第19回教育セミナー 2010.5 横浜
應田義雄,  小川智広,  野上晃司,  樋田信幸,  松本譽之.  生

検瘢痕を伴う大腸平坦型腫瘍（特にLST-NG）に対する
内視鏡治療の経験−EMR,  ESD併用スネアEMR,  ESD
の比較−.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

小川智広,  應田義雄,  野上晃司,  河合幹夫,  河野友彰,  樋
田信幸,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナイフの
使用経験.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

奥川卓也,  富田寿彦,  山崎尊久,  豊島史彦,  田村彰朗,  岡
本聡子,  近藤隆,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  大島忠
之,  福井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  
胃シンチグラフィを用いた総合的胃運動機能評価法として
の妥当性.  第42回胃病態機能研究会 2010.8 札幌

松本譽之.  炎症性腸疾患の病態と治療up to date. （教育
講演）日本消化器病学会東海支部113回例会第24回教育
講演会 2010.11 名古屋

■特許■
松本譽之,  鈴木康夫,  藤山佳秀,  安藤朗,  松井敏幸,  葛岡

博之,  定方めぐみ.  クローン病の活動性の分類.  出願日: 
2010.5.12  出願番号: 特願2010-110437

■その他■
松本譽之.  平成21年度治療指針改訂案と潰瘍性大腸炎治

療における高用量5-ASA製剤の位置づけ.  炎症性腸疾患
学術講演会 2010.2 仙台

上小鶴孝二.  炎症性腸疾患の理解と日常生活について,  病
気と上手につきあうために.  龍野健康福祉事務所炎症性
腸疾患医療相談会 2010.2 龍野

松本譽之.  過敏性腸症候群,  診断と治療のup to date.  第
95回東播磨消化器懇話会特別講演会 2010.2 加古川

松本譽之.  大腸がん.  毎日新聞 2010.2.27:11.
松本譽之.  大腸がんの診断と内科治療.  毎日新聞社第4回

大腸がん死亡ゼロを目指して 2010.2 大阪
松本譽之 .  炎症性腸疾患診療の最前線.  第32回うず潮

フォーラム 2010.2. 岡山
松本譽之.  平成21年度治療指針改定案と潰瘍性大腸炎治

療における5-ASA製剤4gの位置づけ.  千葉IBD学術講演
会 2010.3 千葉

松本譽之.  第4回大腸がん死亡ゼロを目指して.  朝日新聞 
2010.3.20:23.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎.  週刊朝日 2010.3.26:124-6.
渡辺守,  松本譽之,  松井敏幸,  日比紀文.  難治性炎症性腸

疾患の現状と将来．ヒューマンサイエンス 2010;21:4-12.
松本譽之.  平成21年度治療指針改定案と潰瘍性大腸炎治

療における5-ASA製剤4gの位置づけ.  IBD学術講演会 
2010.5 松山

吉田幸治.  兵庫医科大学におけるIBD治療最前線.  IBD 
biologics clinical young seminar 2010.5 神戸

松本譽之.  IBDとサーベイランス.  第107回兵医内科カン
ファレンス 2010.6.14 西宮

松本譽之 .  炎症性腸疾患の免疫病態と治療法の新しい展
開.  日本消化器免疫学会NewsLetter 2010;11:3.

松本譽之.  IBDにおける発癌とそのサーベイランス. （特別
講演）第41回近畿消化器疾患研究会 2010.6 大阪

松本譽之.  潰瘍性大腸炎治療の現状と未来,  治療指針改
訂とサーベイランスの意義.  北海道炎症性腸疾患学術講
演会 2010.7 札幌

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実際.  第10回阪和リウマチ研究会 2010.8 堺

松本譽之,  福永健.  日本で初めてIBD治療にGMAを導入.  
CCJAPAN 2010;57:16-7.

松本譽之.  IBDの診断と治療,  up to date.  池田市医師会
合同研究会 2010.10 豊中

渡辺守,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎.  週刊朝日  新「名医」の
最新治療2011 2010;増刊号:284-7．

松本譽之.  Crohn病2010.  第22回中之島リウマチセミナー 
2010.12 大阪

戸澤勝之,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の治療効果の判断基
準.  Medicament news 2010;2007:6-8.

松本譽之 .  炎症性腸疾患とClostr id ium di f f ici le感染
の合併例における抗生剤と免疫調節薬併用療法の効
果について.  Review of gastroenterology & clinical 
gastroenterology and hepatology 2010;4:37-40.

松本譽之.  クローン病の外瘻に対するアダリムマブの治療効
果.  GI Explore 2010;11:6.

松本譽之.  成人ヒトの脂肪組織由来の幹細胞は実験腸炎や
敗血症への予防効果を示す.  GI Explore 2010;11:9.

松本譽之.  腸管切除術後の腸管炎症と線維化に関する新し
い動物モデル: 腸内細菌叢の影響について.  GI Explore 
2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎関連大腸癌におけるMHCクラスⅡ
分子.  GI Explore 2010;12:9.

松本譽之 .  副腎皮質ステロイド依存性クローン病における
sargramostimのステロイド減量効果に関するプラセボを
用いた無策胃二重盲検試験.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるdysplasia検出のモデル
解析.  GI Explore 2010;12:9.

松本譽之.  血中インフリキシマブのトラフ値: 急性期潰瘍性
大腸炎におけるインフリキシマブ治療の臨床的有効性を
予測する因子である.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎に対するインフリキシマブの治療
効果予測における粘膜の遺伝子パターン解析の意義.  GI 
Explore 2010;12:9.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎の寛解維持において遅延放出性
メサラミン製剤（400mg）の1日1回投与は1日2回投与と同
等の有効性を示した.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之 .  IBS患者において感情障害は内臓痛刺激の神
経処理機構を修飾する: 機能的MRI研究. GI Explore 
2010;12:9.

松本譽之.  マウスの炎症性腸疾患モデルにおいて骨髄系細
胞と腸管上皮細胞系におけるp38α遺伝子欠損は異なっ
た効果を示す.  Review of gastroenterology & clinical 
gastroenterology and hepatology 2010;5:13-8.
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先進糖尿病治療学
Innovative Diabetes Treatment

■著書■
浜口朋也.  Ⅷ.代謝･内分泌系の症状･徴候と疾患（1. A.肥満,  

B.るいそう（やせ） 2. A.メタボリックシンドローム,  F.高
尿酸血症,  痛風,  G.ビタミン欠乏症,  過剰症,  V.アジソン
病（慢性原発性副腎皮質機能低下症）,  W.原発性アルド
ステロン症,  X.クッシング症候群,  Y.褐色細胞腫）.  松田
暉,  萩原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病
と治療Ⅱ.  東京:南江堂, 2010:166-9,177-80,193-9,222-8.

浜口朋也 ,  難波光義 .  糖尿病血糖管理のエビデンス−
DCCT,  DCCT/EDIC,  CSII.  門脇孝  編.  糖尿病ナビ
ゲーター.  第2版.  東京:メディカルレビュー社, 2010:272-
3,366-7.

浜口朋也,  難波光義.  インスリン治療の現状と将来−インス
リンデバイスの進歩−.  加来浩平  編.  新しい糖尿病の治
療.  第1版.  東京:新興医学出版社, 2010:82-7.

山崎知行,  浜口朋也  監.  痛風・高尿酸血症これで安心.  中
島弘  総編.  東京:小学館, 2010.

■学術論文■
［総説］
難波光義,  勝野朋幸,  浜口朋也.  インスリン治療におけ

る世界のトレンド.  International Review of Diabetes 
2010;2:112-5.

浜口朋也,  難波光義.  進化する持続皮下インスリン注入療
法CSII.  糖尿病の最新治療 2010;1:73-9.

浜口朋也,  勝野朋幸,  難波光義.  わが国の持続皮下インス
リン注入療法（CSII）,  糖尿病の進歩 2010:44;17-22.

浜口朋也.  インスリン療法.  糖尿病ケア 2010;（秋季増刊  
糖尿病ケアスキルアップドリル200）:39-43.

浜口朋也.  インスリン治療の実際.  最新医学 2010;（別冊 
新しい診断と治療のABC18  糖尿病）:126-35.

勝野朋幸,  徳田八大,  浜口朋也,  難波光義.  インスリンと
経口血糖降下薬の併用.  診断と治療 2010;98:479-85.

［原著］
Konya H,  Hasegawa Y,  Hamaguchi T,  Satani K,  

Umehara A,  Katsuno T,  Ishikawa T,  Miuchi M,  
Kohri K,  Suehiro A,  Kakishita E,  Miyagawa J,  
Namba M.  Effects of gliclazide on platelet aggregation 
and the plasminogen activator inhibitor type 1 level 
in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism 
2010;59:1294-9.

浜口朋也,  森脇優司.  高尿酸血症・痛風の生活指導に関連
して.  痛風と核酸代謝 2010;34:238-41.

■ 学会発表■
［国際学会］
Miuchi M,  Miyagawa J,  Konishi K,  Nagai E,  Katsuno 

T,  Hamaguchi T,  Namba M.  Morphologic changes of 
the endocrine pancreas in Japanese non-obese type 
2 diabetes with special reference to the relative β

-cell area,  so-called “β-cell mass”.  14th International 
Congress of Endocrinology（ICE 2010） 2010.3 Kyoto

Nagai E,  Miyagawa J,  Konishi K,  Miuchi M,  Katsuno 
T,  Kusunoki Y,  Tokuda M,  Murai K,  Hamaguchi T,  
Namba M.  Incretin responses to oral glucose load in 
Japanese non-obese healthy subjects.  the 8th IDF 
WPR Conference 2010.10 Busan

Konya H,  Miuchi M,  Ueyama T,  Konishi K,  Nagai 
E ,  Kusunoki Y,  Tokuda M ,  Murai K ,  Ida S,  
Katsuno T,  Hamaguchi T,  Miyagawa J,  Namba M,  
Asymmetric dimetylarginine（ADMA）could affect 
on cardiovascular complications of type 2 deiabetes,  
particularly in addition to with nephropathy.  14th 
International Congress of Endocrinology（ICE2010） 
2010.3 Kyoto

［国内学会］
浜口朋也 ,   森脇優司 .   高尿酸血症・痛風の生活指導.  
（ワークショップ）第43回日本痛風核酸代謝学会 2010.2 
大阪

美内雅之,  宮川潤一郎,  永井悦子,  小西康輔,  勝野朋幸,  
神谷麻衣,  楠宜樹,  徳田八大,  村井一樹,  浜口朋也,  難
波光義.  日本人2型糖尿病膵島におけるα,β両細胞の組
織形態学的変化. （プレジデント表彰演題）第53回日本
糖尿病学会年次総会 2010.5 岡山

浜口朋也,  勝野朋幸,  徳田八大,  楠宜樹,  村井一樹,  美内
雅之,  宮川潤一郎,  難波光義.  脂質異常症および脂肪肝
合併2型糖尿病患者における脂質管理効果.  第48回日本
糖尿病学会 2010.5 岡山

楠宜樹,  勝野朋幸,  竹原樹里,  越智史浩,  徳田八大,  村井
一樹,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  糖尿病合併
妊娠症例の血糖コントロール改善におけるCGMSの活用.  
第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 2010.11 埼玉

［地方会等］
北村倫子,  徳田八大,  塩田修三,  竹原樹里,  越智史浩,  楠

宜樹,  村井一樹,  美内雅之,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川
潤一郎,  難波光義.  早期に粘液水腫性昏睡と診断し救
命しえた2型糖尿病の1例.  第192回日本内科学会近畿地
方会 2010.9.11 大阪

浜口朋也.  インスリン治療の新展開. （教育講演）第47回日
本糖尿病学会近畿地方会 2010.11 大阪

百武利枝,  永井悦子,  勝野朋幸,  小西康輔,  村井一樹,  美
内雅之,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  強化インス
リン療法中の1型糖尿病患者に対するミグリトールの併用
効果.  第47回日本糖尿病学会近畿地方会 2010.11.13 大
阪

赤崎愉子,  楠宜樹,  岡崎健,  竹原樹里,  越智史浩,  徳田八
大,  村井一樹,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波
光義.  リラグルチド使用後血糖管理改善を認めたインスリ
ン抗体陽性糖尿病患者の1例.  第47回日本糖尿病学会近
畿地方会 2010.11 大阪

美内雅之,  宮川潤一郎,  浜口朋也,  難波光義.  膵島病変か
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らみたインクレチン治療の可能性.  第47回日本糖尿病学
会近畿地方会 2010.11 大阪

北村倫子,  徳田八大,  塩田修三,  竹原樹里,  越智史浩,  楠
宜樹,  村井一樹,  美内雅之,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川
潤一郎,  難波光義.  早期に粘液水腫性昏睡と診断し救
命しえた2型糖尿病の1例.  第21回老年医学会近畿地方会 
2010.11 大阪

角田拓,  楠宜樹,  栗並昇,  竹原樹里,  越智史浩,  徳田八大,  
村井一樹,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光
義.  リラグルチド使用後血糖管理改善を認めたインスリン
抗体陽性糖尿病患者の1例.  第193回日本内科学会近畿
地方会 2010.12 神戸

［研究会・講演会等］
美内雅之,  宮川潤一郎,  小西康輔,  永井悦子,  神谷麻衣,  

楠宜樹,  徳田八大,  村井一樹,  勝野朋幸,  浜口朋也,  難
波光義.  日本人2型糖尿病における膵島病変の検討.  第
15回Hyogo-Osaka-Takatsuki Triangle Conference

（HOT-TC） 2010.2大阪
浜口朋也.  わが国のCSII治療. （レクチャー）第44回糖尿

病学の進歩 2010.3 大阪.
美内雅之,  永井悦子,  小西康輔,  勝野朋幸,  浜口朋也,  宮

川潤一郎,  難波光義.  日本人2型糖尿病の膵島病変か
らみたインクレチン治療への期待.  インクレチン研究会 
2010.4 京都

Nagai E,  Miyagawa M,  Konishi K,  Miuchi M,  Katsuno 
T,  Kusunoki Y,  Tokuda M,  Murai K,  Hamaguchi T,  
Namba M.  Incretin responses to oral glucose load 
in Japanese non-obese healthy subjects.  Asia Islet 
Biology & Incretin Symposium（AIBIS 2010） 2010.7 
Kyoto

村井一樹,  塩田修三,  勝野朋幸,  越智史浩,  楠宜樹,  徳
田八大,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難波光義.  2型糖尿病
患者におけるDPP-4阻害薬の効果  −当科の経験から−.  
第10回日本先進糖尿病治療研究会 2010.11 埼玉

美内雅之,  宮川潤一郎,  小西康輔,  永井悦子,  村井一樹,  
勝野朋幸,  浜口朋也,  難波光義.  日本人2型糖尿病にお
ける膵α細胞の組織形態学的変化の検討.  3rd Incretin 
& Islet Initiative 2010.11 東京

楠宜樹,  勝野朋幸,  栗並昇,  井川貴資,  竹原樹里,  越智史
浩,  徳田八大,  村井一樹,  浜口朋也,  宮川潤一郎,  難
波光義.  リラグルチド使用後血糖管理改善を認めたイン
スリン抗体陽性糖尿病患者の1例.  近畿糖尿病談話会 
2010.12 大阪

■ その他■
浜口朋也,  難波光義.  夜間間欠的低酸素症と2型糖尿病発

症リスク（CIRCS研究）.  日本医事新報 2010;4483:41．
浜口朋也.  糖尿病.  ABCラジオ 2010.7.5-9
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〔臨床医学系学科目〕
Clinical Medicine Subjects

救急・災害医学／救命救急センター
Emergency and Critical Care Medicine, Disaster Medicine/

Medical Center for Emergency and Critical Care

■著書■
上田敬博,  小谷穣治.  第IV章  治療2.  その他の治療法  

C.栄養管理.  志馬伸朗  編.  人工呼吸器関連肺炎のすべ
て.  東京:南光堂, 2010:249-53.

上田敬博,  小谷穣治.  救急領域における循環器ストレス.  
横山光宏  監修,  井上信孝  編.  循環器ストレス学.  東京:
南山堂, 2010:347-9.

青山倫子,  渡邊まり,  三好真琴,  前重伯荘,  宇佐美眞,  小
谷穣治.  第3章平成21年度日本エンドトキシン研究会奨
励賞受賞講演  エンドトキシン血症下免疫応答の性差に
おけるIL-18の役割.  日本エンドトキシン・自然免疫研究
会  編.  エンドトキシン研究会13.  東京:医学図書出版, 
2010:29-34.

■学術論文■
［総説］
小谷穣治,  橋本篤徳,  尾迫貴章,  蔭山晶子,  木下理恵,  

上田敬博.  栄養管理のプランニングと評価.  救急医学 
2009;33:1751-6.

射場敏明,  真弓俊彦,  小倉真治,  石倉宏恭,  小谷穣治,  松
田直之,  横田裕行.  重症セプシス治療に関する本邦の現
状と国際的ガイドラインとの比較.  日本救急医学会雑誌 
2009;20:915-22.

小谷穣治,  井上朋子,  布施知佐香,  宮脇淳志,  諸岡孝俊,  
山田太平,  橋本篤徳,  伊藤眞紀,  上田敬博.  栄養管理.  
救急医学 2010;34:327-37.

小谷穣治,  小濱圭祐,  布施知佐香,  井上朋子,  尾迫貴章,  
寺嶋真理子,  上田敬博,  宮脇淳志.  免疫能を考慮した
経腸栄養法−免疫増強・免疫調節の観点から−.  ICUと
CCU 2010;34:205-12.

宮脇淳志.  骨盤・四肢の異常はここをこう見る！.  Emergency 
Care 2010 2010;23:485-91.

小濱圭祐,  小谷穣治.  腸管・腸間膜損傷.  外科治療 2010; 
103:284-90.

上田敬博.  診療所における熱傷処置.  Infection Front 
2010;19:16-8. 

青山倫子,  上田敬博,  小谷穣治.  自然免疫とインスリン抵
抗性.  侵襲と免疫 2010;19:149-53.

［原著］
Aoyama M ,  Kotani J,  Usami M.  Butyrate and 

propionate induced act ivated or non-act ivated 
neutrophil apoptosis via HDAC inhibitor activity 
but without activating GPR-41/GPR-43 pathways.  
Nutrition 2010;26:653-61.

［症例報告］

田崎智子,  細見雅史,  若杉樹史,  花田恵介,  藤原大,  古
河慶子,  森山徳秀,  小谷穣治,  道免和久 .  側弯症に
より呼吸不全をきたしたCongenital hypomyelinating 
neuropathy の1例.  Journal of Clinical Rehabilitation  
2010;19:298-301.

■学会発表■
［国際学会］
Miyawaki A.  A hypophosphatemia that occurred in 

succession to mitochondria dysfunction by linezorid.  
Society of Critical Care Meidicine’s 39th Critical Care 
Congress 2010.1 Maiami

Aoyama M,  Kotani J,  Watanabe M,  Iizuka N,  Miyoshi 
M,  Usami M.  The plasma DNA concentration and 
mortality of ICU patients.  The 10th Joint Scientific 
Congress of KSCCM and JSICM 2010.3 広島　 

Aoyama M,  Watanabe M,  Miyoshi M,  I izuka N,  
Maeshige N,  Ueda T,  Miyawaki A,  Usami M,  Kotani 
J.  Gender difference of Interleukin（IL）-18 in jejunum 
during endotoxin-induced systemic inf lammation.  
33th Annual Conference on Shock（Shock 2010） 
2010.6 Portland

Watanabe M,  Aoyama M,  Iizuka N,  Miyoshi M,  Ueda 
T,  Miyawaki A,  Usami M,  Kotani J.  The role of 
Interleukin（IL）-18 in lymphocyte apoptosis during 
endotoxin-induced systemic inf lammation.  33th 
Annual Conference on Shock（Shock 2010） 2010.6 
Portland 

Kotani J.  A Nationwide Survey of Treatments and 
Outcome for Severe Sepsis in Japan. （Invited 
Speaker）Critical Care Conference in Thailand 2010 
2010.7 Chiang Mai

Aoyama M,  Miyoshi M,  Ueda T,  Terashima M,  Usami 
M,  Kotani J.  IL-18 induced immune cell apoptosis 
in female mice but not in male mice  during lethal 
endotoxemia.  Annual Meeting of The Society for 
Leukocyte Biology & The International Endotoxin 
and Innate Immunity Society 2010.10 Vancouver

Kotani J,  Terasima M,  Hagi A,  Aoyama M,  Kohama K,  
Nakayama M.  The effect of paren teral nutrition 
with n-3 polyunsaturated fatty acids-enriched lipids 
on neutrophil apoptosis in the peripheral blood and 
bone marrow during endotoxin-induced systemic 
Inf lammation. （Invited Speaker）2010 Southern 
International Symposium of Parenteral & Enteral 
Nutrition（SISPEN） 2010.12 Guangzhou

［国内学会］
橋本篤徳,  小谷穣治,  寺嶋真理子,  山田太平,  栗本亜美,  

丸川征四郎.  経鼻内視鏡を用いた栄養チューブ留置の工
夫.  第24回日本静脈経腸栄養学会 2009.1 鹿児島

矢吹浩子,  小西尚美,  小谷穣治,  尾上由美子,  竹田良子,  
高橋正子,  横井要,  小倉由美子,  山田繁代.  看護師によ
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る栄養アセスメントのためのSGA方法の健闘  簡易化し
たSGAの有用性.  第24回日本静脈経腸栄養学会 2009.1 
鹿児島

高橋留佳,  小谷穣治,  舛谷元丸,  矢吹浩子,  和田恭直,  三
野幸治,  肥塚浩昌,  福田能啓.  重症急性膵炎後の回腸
瘻からの重度下痢に消化態流動食ペプチド製剤が有効で
あった1例.  第24回日本静脈経腸栄養学会 2009.1 鹿児
島

橋本篤徳,  平田淳一,  大家宗彦,  久保山一敏,  小谷穣治,  
丸川征四郎,  吉永和正.  START法は経験者の直感によ
るトリアージに匹敵するか？.  第14回日本集団災害医学会
総会 2009.2 神戸

山田太平,  平田淳一,  橋本篤徳,  足立克,  上田敬博,  安井
大雅,  伊藤眞紀,  宮脇淳志,  小谷穣治,  丸川征四郎.  新
しい上喉頭気道エアウェイ（SLIPATM）の有用性における
検討.  第36回日本集中治療医学会学術集会 2009.2 大阪

小谷穣治.  クリティカルケアにおける栄養管理～海外と日
本の最新エビデンス～.  第25回日本静脈経腸栄養学会 
2010.2 千葉

橋本篤徳,  久保山一敏,  山田太平,  上田敬博,  小谷穣治,  
吉永和正,  井上朋子,  千島加也子.  医学部4年生に対す
るSTART法を用いたトリアージ実習の試み.  第15回日本
集団災害医学会総会 2010.2 千葉

宮脇淳志,  山田太平,  橋本篤徳,  森山徳秀,  諸岡孝俊,  小
谷穣治,  吉矢晋一,  宇野耕吉.  呼吸不全のため心肺停止
を来した症候性側彎の一例.  第37回日本集中治療医学会
学術集会 2010.3 広島

平田淳一,  大家宗彦,  寺嶋真理子,  橋本篤徳,  上田敬博,  
宮脇淳志,  小谷穣治.  敗血症性心筋症における核ゲノム
傷害のミトコンドリア機能不全への関与について.  第37回
日本集中治療医学会学術集会 2010.3 広島

上田敬博,  増山理,  平田淳一,  山田太平,  橋本篤徳,  寺
嶋真理子,  大家宗彦,  小谷穣治.  急性心不全における  
Carperitide 投与量と血中BNP値の関連についての検討.  
第37回日本集中治療医学会学術集会 2010.3 広島　

小谷穣治.  EUPHASが拓くPMXの新時代. （イブニングセ
ミナー）第37回日本集中治療医学会学術集会 2010.3 広
島

藤島清太郎,  丸藤哲,  鈴木幸一郎,  齋藤大蔵,  真弓俊
彦,  荒木恒敏,  池田弘人,  小倉裕司,  久志本成樹,  小
谷穣治,  佐々木淳一,  鈴木泰,  高須修,  田熊清継,  武
山直志,  鶴田良介,  山下典雄,  相川直樹,  山口芳裕.  日
本救急医学会 Sepsis Registry.  米国 Surviving Sepsis 
Campaign データベース参加と日本独自のデータ収集. 

（シンポジウム）第37回日本集中治療医学会学術集会 
2010.3 広島  

松田直之,  織田成人,  相引眞幸,  池田寿昭,  今泉均,  遠藤
重厚,  落合亮一,  小谷穣治,  志馬伸朗,  西田修,  野口隆
之,  平澤博之.  Sepsis Registry における敗血症治療の
再評価. （シンポジウム）第37回日本集中治療医学会学術
集会 2010.3  広島　 

平田淳一,  大家宗彦,  寺嶋真理子,  橋本篤徳,  山田太平,  
上田敬博,  宮脇淳志,  小谷穣治,  笹子三津留.  腹膜炎に
続発する敗血症性心筋症におけるミトコンドリア機能不全
の機序について. （診療と研究のトピックス４）第46回日
本腹部救急医学会総会 2010.3 富山 

木村亜紀子,  小谷穣治.  転院支援からみる救命救急セン
ターにおけるソーシャルワーカーの役割. （ワークショッ
プ）第13回日本臨床救急医学会 2010.5 千葉　

諸岡孝俊,  宮脇淳志,  山田太平,  平田淳一,  小谷穣治,  山
際得益,  奥野宏昭,  藤岡宏幸,  田中寿一,  吉矢晋一.  ガ
ラスによる前腕部掌側損傷における tertiary survey の
重要性について.  第24回日本外傷学会総会・学術集会 
2010.5 千葉

井上朋子,  上田敬博,  布施知佐香,  山田太平,  橋本篤徳,  
尾迫貴章,  小濱圭祐,  寺嶋真理子,  小谷穣治.  当セン
ターにおける薬物中毒患者の検討.  第2回日本こころとか
らだの救急学会学術大会・総会 2010.9 東京

小谷穣治.  重症敗血症と凝固異常−EBMと今後の展望−  
Surviving sepsis campaign guidelines と抗凝固療法の
位置づけ. （ランチョンセミナー）第38回日本救急医学会
総会・学術集会 2010.10 東京

布施知佐香,  平田淳一,  寺嶋真理子,  尾迫貴章,  小濱圭
祐,  橋本篤徳,  山田太平,  上田敬博,  井上朋子,  宮脇淳
志,  小谷穣治.  汎発性血管内血液凝固症の3病型に対す
るトロンボモジュリンの線溶系への影響.  第38回日本救急
医学会総会・学術集会 2010.10 東京　 

井上朋子,  橋本篤徳,  尾迫貴章,  大家宗彦,  布施知佐香,  
小谷穣治.  有機リン中毒後の入院経過中に仮性膵嚢胞を
合併した一例.  第38回日本救急医学会総会・学術集会 
2010.10 東京

平田淳一,  大家宗彦,  栁秀憲,  安井智明,  山中若樹,  小谷
穣治.  Late phaseにおける敗血症性心筋症に対するアド
レナリン抵抗性のメカニズム.  第38回日本救急医学会総
会・学術集会 2010.10 東京

久保山一敏,  小谷穣治,  橋本篤徳,  山田太平,  吉永和正.  
日常的マスギャザリング環境の災害関連規範における認
識  プロ野球本拠地球場に関する調査.  第38回日本救急
医学会総会・学術集会 2010.10 東京

小谷穣治.  これだけは押さえたい！消化器外科医に必要な
栄養管理の知識～欧米のガイドラインと最新エビデンス
～. （ランチョンセミナー）第8回日本消化器外科学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
青山倫子,  清酒亜由美,  川上沙央理,  前重伯荘,  三好真琴,  

上田敬博,  宇佐美眞,  小谷穣治.  エンドトキシン血症モ
デルマウスにおける肺の好中球集積へのIVIGの効果.  第
23回日本外科感染症学会総会学術集会 2010.11 東京

寺嶋真理子,  小濱圭祐,  井上朋子,  布施知佐香,  山田太平,  
上田敬博,  小谷穣治.  当センターに搬入された膵損傷患
者の検討とLetton & Wilson 法についての一考察.  第2回
Acute Care Surgery 研究会学術集会 2010.11 横浜

小谷穣治.  感染と栄養管理. （教育講演）第19回日本口腔
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感染症学会総会・学術集会 2010.11 豊中
［地方会等］
久保山一敏,  足立光平,  中尾博之,  橋本篤徳,  林卓郎,  平

松治彦,  宮本哲也,  丸川征四郎.  兵庫県における市中
AED使用の実態−AED普及啓発放送キャンペーン「プロ
ジェクトAED in ひょうご」から−.  第101回近畿救急医学
研究会（日本救急医学会近畿地方会） 2010.3 奈良

小谷穣治.  免疫修飾栄養素を用いた重症患者の栄養管理−
最近のトピックスと我々の工夫−. （ランチョンセミナー）第
23回日本熱傷学会甲信地方会学術集会 2010.9 甲府

［研究会・講演会等］
小谷穣治.  これからのナースが知っておきたい救急・ICUの

標準と新しい潮流  栄養管理のポイントと最前線  新しい
栄養剤が注目されている背景を含めて. （教育講演）第23
回ICU・救急看護セミナー 2009.1 東京

小谷穣治.  阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故−2大災
害を経験し,  本邦災害医療10年の進歩と課題を考える−. 

（特別講演）第2回名市大麻酔科金しゃちエキスパートセ
ミナー 2010.1 名古屋

小谷穣治.  救急における消化器疾患について. （特別講演）
宝塚市医師会学術講演会（宝塚消化器勉強会） 2010.2 
宝塚

小谷穣治.  本邦災害医療10年の進歩と課題  阪神淡路大震
災とJR福知山線事故を経験して思うこと. （特別講演）第
19回京滋救命救急セミナー 2010.3 京都

小谷穣治.  エビデンスに基づいた侵襲期の代謝栄養管理.  
宝塚市立病院NST勉強会 2010.3 宝塚 

小谷穣治.  好中球の分化に伴う侵襲下アポトーシス抵抗性
の獲得と2つのTNF-alpha receptor の関わり.  第20回
Surgical Scienceの会 2010.4 名古屋 

小谷穣治.  エンドトキシン  生体反応から除去カラムの問題
点まで. （特別講演）2010年度兵庫県臨床工学技士会総
会 2010.5 西宮

小谷穣治.  阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故−本邦2
大災害の医療を経験して思うこと−. （特別講演）第116回
山口県医師会生涯研修セミナー  平成22年度第1回日本
医師会生涯教育講座 2010.5 山口

小谷穣治.  感染と栄養. （特別講演）第22回東阪神院内感
染症研究会 2010.5 尼崎

小谷穣治.  阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故−本邦
2大災害の医療を経験して思うこと−.  災害医療コース
フォーラム 2010.7 神戸

小谷穣治.  私の思う Super General Physician のあるべき
姿. （特別講演）第3回総合診療夏期セミナーin Tajima  
2010.8 養父

本多釈人,  寺嶋真理子,  橋本篤徳,  小濱圭祐,  小谷穣治.  
救命し得なかった後腹膜膿瘍の1例.  第1回救急・ICU合
同ランチョン症例カンファレンス 2010.8 西宮

小谷穣治.  大規模災害時の大学病院における対策に関する
講演. （特別講演）千葉大学医学部附属病院平成22年度
防災訓練 2010.9 千葉 

小谷穣治.  学生必見！！医学部では習わないけど臨床に必
要な重症病態の代謝と免疫と栄養管理.  平成22年度第1
回兵庫医科大学医学会学術講演会 2010.9 西宮　　

小谷穣治.  阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故−本邦2
大災害の医療の経験から学んだ教訓−.  災害医療に関す
る講演会 2010.9 姫路

滿保直美,  小濱圭祐,  寺嶋真理子,  小谷穣治.  当センター
での外傷症例における手術室入室までの時間経過の見
当.  第2回阪神周術期管理セミナー 2010.10 西宮

小谷穣治.  侵襲期の栄養管理. （教育講演）第43回阪神病
態栄養研究会 2010.10 西宮

上田敬博. 「PSLS」病院前における脳卒中傷患者の観察処
置.  阪神地区救急医療研究会 2010.10 西宮

小谷穣治.  阪神大震災とJR福知山線脱線事故−本邦2大
災害医療を経験して思うこと.  西宮市医師会学術講演会 
2010.11 西宮

小谷穣治.  救急医療・災害医療の実際.  西宮市医師会外科
医会 2010.11 西宮

上田敬博. 「PSLS」病院前における脳卒中傷患者の観察処
置.  阪神地区救急医療研究会 2010.11 西宮

森岡朋子,  上田敬博,  山田太平,  橋本篤徳,  布施知佐香,  
井上朋子,  尾迫貴章,  寺嶋真理子,  大家宗彦,  小谷穣
治.  PCPSにより救命し得たインフルエンザ劇症型心筋炎
の1例.  第19回兵庫県救急・集中治療研究会 2010.11 神
戸　 

小谷穣治.  クリティカルケア領域における栄養管理. （教育
講演）日本集中治療医学会近畿地方会第3回看護教育セ
ミナー 2010.12 大阪

小谷穣治.  阪神淡路大震災とJR福知山線脱線事故～本邦
の2大災害を大学病院で経験して思うこと～. （特別講
演）侵襲制御医学セミナー第3回特別講演 2010.12 豊明

小谷穣治.  重症感染症の代謝・免疫・栄養管理～最近の
トピックスと我々の工夫～.  伊丹市医師会学術講演会 
2010.12 伊丹

久保山一敏.  頭部外傷のあれこれ−特に小児の場合−.  西
宮市医師会学術講演会 2010.12 西宮

井上岳人,  神前雅彦,  青山倫子,  前重伯荘,  三好真琴,  高
原美樹,  藤原麻有,  山内千里,  上田敬博,  寺嶋真理子,  
宇佐美眞,  小谷穣治.  エンドトキシン血症下腸管粘膜に
おけるiNOSmRNA発現の雌雄差.  第17回外科侵襲とサ
イトカイン研究会 2010.12 千葉

橋本篤徳,  久保山一敏,  小谷穣治,  足立光平,  中尾博之,  
林卓郎,  平松治彦,  宮本哲也,  丸川征四郎.  市中配備
AEDの兵庫県における使用実態.  第5回病院前救急診療
研究会 2010.12 岐阜

■ その他■
小谷穣治.  阪神淡路大震災とJR福知山線脱腺事故−2大災

害の経験を通して救急医療を考える−.  兵庫医科大学関
連施設泌尿器疾患研究会 2010.2 大阪　 

岡本真奈,  平田淳一,  寺嶋真理子,  蝶野晃弘,  井上賢治,  
榊原智子,  岡崎健,  西将康,  小谷穣治.  絞扼性イレウス
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術後に続発した発作性心房細動に対する塩酸ランジオ
ロール（オノアクトR50）の使用経験.  救急・ICU・麻酔科 
3科合同症例検討会  阪神周術期管理セミナー 2010.3 西
宮

布施知佐香.  汎発性血管内血液凝固症の3病型に対するト
ロンボモジュリンの線溶系への影響.  第2回リコモジュリン
フォーカスミーティング 2010.6 芦屋

山田太平.  ショック. （教育講演）阪神地区消防長会救急隊
員研修会 2010.6 西宮 

小谷穣治.  病院におけるNST立ち上げのコツと運営の実際
～兵庫医科大学NSTの経験から～. （特別講演）栄養治
療を考える会inささやま 2010.7 篠山

上田敬博.  循環器症例について.  平成22年7月救急隊員指
導医研修 2010.7 芦屋

山田太平.  ショック. （教育講演）阪神地区消防長会救急隊
員研修会 2010.7 西宮

上田敬博.  ISLSとPSLSについて.  阪神地区消防長会救急
隊員研修会 2010.9 西宮

小谷穣治.  救急医療について.  サノフィ・アベンティス（株）
阪神第1営業所社内研修 2010.9 神戸

小谷穣治.  救急領域の展開に関する戦略の検討. （特別講
演）トロンボモジュリンミーティング 2010.9 東京

久保山一敏.  災害医療のいま.  灘高等学校総合学習講座 
2010.10 神戸

小谷穣治.  生きる力を育む健康教育  ～救急医療の課題か
ら学ぶ～.  西宮市立学校園養護教諭研究協議会研修会 
2010.11 西宮

上田敬博.  APEC横浜におけるDMAT活動.  阪神地区消防
長会救急隊員研修会 2010.12 西宮

小谷穣治.  緊急時 市民で協力を 救命講座の参加訴え.  神
戸新聞 2010.4.25.

小谷穣治.  カンボジアで救急医療支援.  神戸新聞 2010.8.16:9
尾迫貴章.  児童脳死臓器提供シミュレーション.  毎日新聞 

2010.8.29:23.
井上朋子.  災害遺族ケア24人学ぶ  日本DMORT初の養成

研修.  神戸新聞 2010.9.26:26
小谷穣治.  救急医療の教訓学ぶ  公明新聞 2010.10.23:2
小谷穣治.  MHN UP-TO-DATE  ICU患者における糖質

調整流動食による栄養管理の一例.  Clinical Nutrition 
2010;13:1-2.

小谷穣治.  Current Topics 急性期における栄養管理・血糖
管理の最近の話題  −強化インスリン療法に関するstudy
の行方−.  CLINICAL NUTRITION 2010;13:3-5.

小谷穣治.  特集: 外科周術期における代謝栄養管理. （巻
頭言）日本外科感染症学会雑誌 2010;7:201.

病院病理部門／病院病理部
Division of Surgical Pathology/

Surgical Pathology

■学術論文■
［総説］
廣田誠一.  大腸GISTの典型例.  大腸疾患NOW 2010;（特

別号）:230-1.
廣田誠一,  羽尾裕之,  礒崎耕次.  GISTの病理診断.  外科

治療 2010;102:134-43.
植田初江,  松山高明,  池田善彦,  羽尾裕之.  Drug Eluting 

Stent留置後の病理所見−BMSとの比較−.  心臓血管画
像MOOK 2010;3:64-8.

礒崎耕次,  中井真由美,  廣田誠一.  GISTにみられる遺伝
子変異とその検索意義.  臨床消化器内科 2010;25:655-
62.

神田達夫,  廣田誠一,  松木淳,  坂本薫,  小杉伸一,  畠山勝
義.  転移・再発性GISTに対するイマチニブ治療−二次耐
性腫瘍切除とその遺伝子分析.  消化器内科 2010;50:134-
9.

神田達夫,  畠山勝義,  廣田誠一.  消化管間質腫瘍（GIST）.  
内科 2010;105:1053-7.

大橋明子,  梶本仙子,  芝一弘,  中井真由美,  劉寧寧,  伊藤
敬,  廣田誠一.  State of the art  GISTの臨床病理と分子
生物学の最前線.  胃がんperspective 2010;3:244-54.

羽尾裕之.  病理形態学キーワード  不安定プラーク.  病理と
臨床 2010;28（臨時増刊）:384-5.

羽尾裕之.  胸・腹部大動脈瘤と大動脈解離の病理.  日本内
科学会雑誌 2010;99:231-6.

羽尾裕之,  飯原弘二,  植田初江.  頸動脈内膜剥離術に対す
る危険因子と頸動脈狭窄病変の病理組織学的特徴.  臨
床放射線 2010;55:1210-6.

羽尾裕之,  藤井健一,  植田初江.  動脈硬化のイメージング
と病理所見の対比.  動脈硬化予防 2010;9:5-11.

塚本吉胤.  粘液産生性肺癌について.  兵庫医科大学医学会
雑誌 2010;35:19-20.

［原著］
Matsuda I,  Imai Y,  Hirota S.  Global histone modification 

prof i les are well conserved between normal B 
lymphocytes and neoplastic counterparts.  Pathol 
Oncol Res 2010;16:447-51.

Sakamoto K,  Sakura i S ,  Kanda T,  Sakuma 
Y,  Hishima T,  Hironaka M,  Bamba T,  Keira 
Y,  Takano Y,  Niki T,  Hasegawa T,  Hirota S.  
Pleomorphic phenotypes of gastrointestinal stromal 
tumors at metastatic sites with or without imatinib 
treatment.  Cancer Sci 2010;101:1270-8.

Zozumi M ,  Nakai M ,  Ito T,  Matsuda I,  Hao H ,  
Tsukamoto Y,  Hirota S.  New double embedding 
technique for specimens of endoscopic submucosal 
dissection using agarose: comparison with other 
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media.  J Clin Pathol 2010;63:904-9.
Naito Y,  Tsujino T,  Akahori H,  Ohyanagi M,  Mitsuno M,  

Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota S,  Masuyama T.  Increase 
in tissue and circulating pentraxin3 levels in patients 
with aortic valve stenosis.  Am Heart J 2010;160:685-
91.

Naito Y,  Tsujino T,  Wakabayashi K,  Matsumoto M,  
Ohyanagi M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota 
S,  Okamura H,  Masuyama T.  Increased interleukin-18 
expression in nonrheumatic aortic valve stenosis.  Int 
J Cardiol 2010;144:260-3.

Arakawa K,  Ishibashi-Ueda H,  Hao H,  Ikeda Y,  
Kawamura A.  Plaque tissue components obtained 
from De Novo lesions may predict restenosis after 
directional coronary atherectomy.  AVD 2010;3:52-9.

Naka N,  Takenaka S,  Araki N,  Miwa T,  Hashimoto 
N,  Yoshioka K,  Joyama S,  Hamada K,  Tsukamoto Y,  
Tomita Y,  Ueda T,  Yoshikawa H,  Itoh K.  Synovial 
sarcoma is a stem cell malignancy.  Stem Cells 
2010;28:1119-31.

Song Z,  Cai L,  Guo L,  Tsukamoto Y,  Yutani C,  Li 
XA.  Accumulation  and expression of serum amyloid 
P component in human atherosclerot ic lesions.  
Atherosclerosis 2010;211:90-5.

Takeuchi H,  Inokuchi K,  Aoki M,  Suto F,  Tsuboi 
A,  Matsuda I,  Suzuki M,  Aiba A,  Serizawa S,  
Yoshihara Y,  Fujisawa H,  Sakano H.  Sequential 
arrival and graded secretion of Sema3F by olfactory 
neuron axons specify map topography at the bulb.  
Cell 2010;141:1056-67.

Matsuda I,  Fukaya M,  Nakao H,  Nakao K,  Matsumoto 
H,  Mori K,  Watanabe M,  Aiba A.  Development of 
the somatosensory cortex,  the cerebellum,  and the 
main olfactory system in Semaphorin 3F knockout 
mice.  Neurosci Res 2010;66:321-9.

滝野寿,  迫欣二,  梅宮敏文,  東恭悟,  菅原勲,  鳥居良貴,  
小川勝成,  徳永英博.  わが国における免疫組織化学染色
の実態調査−日臨技精度管理調査アンケートによる報告
−.  医学検査 2010;59:740-5.

Sato A,  Torii I,  Okamura Y,  Yamamoto T,  Nishigami T,  
Kataoka T,  Song M,  Hasegawa S,  Nakano T,  Kamei 
T,  Tsujimura T.  Immunocytochemistry of CD146 is 
useful to discriminate between malignant pleural 
mesothelioma and reactive mesothelium.  Mod Pathol 
2010;23:1458-66.

［症例報告］
Matsuda I,  Hao H,  Zozumi M,  Koishi K,  Matsumoto 

T,  Kaibe N,  Fujiwara Y,  Sasako M,  Hirota S.  Solid-
pseudopapillary neoplasm of the pancreas with 
massive central calcification in an old man.  Pathol 
Res Pract 2010;206:372-5.

Hao H,  Torii Y,  Yamamoto T,  Hirota S.  Cytological 
features of urinary bladder endocervicosis.  Acta 
Cytol 2010;54（Suppl 5）:1061-3.

Sato H,  Kanda T,  Hirota S,  Bamba T,  Sakamoto K,  
Kosugi S,  Matsuki A,  Mashima Y,  Watanabe G,  
Hatakeyama K.  Surgical resection of gastrointestinal 
stromal tumor of esophagus following preoperative 
imatinib treatment: a case report.  Esophagus 
2010;7:65-9.

Enomoto T,  Kanda T,  Yajima K,  Hirota S,  Matsuki 
A,  Kosugi S,  Kato T,  Ajioka Y,  Hatakeyama K.  
Urgent surgery for intraperitoneal bleeding from 
GIST during imatinib therapy.  Clin J Gastroenterol 
2010;3:73-7.

Hamada S,  Itami A,  Watanabe G,  Nakayama S,  
Tanaka E,  Hojo M,  Yoshizawa A,  Hirota S,  Sakai 
Y.  Intracranial metastasis from an esophageal 
gastrointest ina l st roma l tumor.  I ntern Med 
2010;49:781-5.

Hao H,  Tsujimoto M,  Tsubamoto H,  Komori S,  Hirota 
S.  Immunohistochemical phenotype of the urinary 
bladder endocervicosis: comparison with normal 
endocerv ix and wel l-d i f ferent iated mucinous 
adenocarcinoma of uterine cervix.  Pathol Int 
2010;60:528-32.

Tamaki H,  Naito Y,  Lee-Kawabata M,  Taniguchi Y,  
Hao H,  Hirota S,  Hasegawa S,  Masuyama T,  Ogawa 
H.  Sustained improvement in cardiac function 
with persistent amyloid deposition in a patient with 
multiple myeloma-associated cardiac amyloidosis 
treated with bortezomib.  Int J Hematol 2010;92:655-
8.

Tanaka J,  Oshima T,  Hori K,  Tomita T,  Kim Y,  Watari 
J,  Oh K,  Hirota S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Small 
gastrointest inal stromal tumor of the stomach 
showing rapid growth and early metastasis to the 
liver.  Dig Endosc 2010;22:354-6.

桐山和雄,  臼井健郎,  竹村忠晴,  池田公一郎,  岸田裕志,  
泉本高之,  金山良男,  廣田誠一.  尿路感染を契機に急性
発症した抗ミトコンドリア抗体陽性の自己免疫性肝炎の1
例.  日本消化器病学会雑誌 2010;107:270-7.

平野博嗣,  福田淑一,  廣田誠一,  造住誠孝,  西上隆之,  中
正恵二,  寺田信行.  大量の吐血で発症した胃原発巨大
Gastrointestinal stromal tumor の1切除例.  診断病理 
2010;27:53-6.

榎本平之,  石井昭生,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋智之,  吉川
昌平,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島
尋子,  廣田誠一,  西口修平.  自己免疫性肝炎に発症した
肝細胞癌にUFT-E投与が有効であった1例.  癌と化学療
法 2010;37:919-22.
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丸山琢雄,  山田祐介,  上田康生,  鈴木透,  樋口喜英,  近藤
宣幸,  野島道生,  山本新吾,  造住誠孝,  廣田誠一,  大西
洋子.  成人に発生した陰嚢内リンパ管腫の1例.  泌尿器科
紀要2010;56:457-61.

王孔志,  中井紀博,  岡田敏弘,  飯室勇二,  廣田誠一,  藤
元治朗 .  メシル酸イマチニブによる術前補助療法が奏
効した巨大直腸GISTの1例.  日本臨床外科学会雑誌 
2010;71:1806-11.

［研究報告］
滝野寿,  東恭悟,  梅宮敏文,  鳥居良貴,  徳永英博,  菅原勲,  

小川勝成,  迫欣二.  病理検査部門,  病理検査サーベイ報
告. （社）日本臨床衛生検査技師会平成21年度日臨技臨
床検査精度管理調査報告書 2010:1-28.

中村純子,  上岡英樹,  川嶋雅也,  東誠二,  藤木寿乃,  川
村道広,  和田和久.  病理検査・細胞検査サーベイ報告. 

（社）兵庫県臨床検査技師会平成21年度精度管理調査
（コントロールサーベイ）解析資料集 2010:215-46．

■学会発表■
［国内学会］
羽尾裕之,  植田初江,  飯原弘二,  廣田誠一.  頸動脈内膜

剥離術に対する危険因子と頸動脈狭窄病変の病理組織
学的特徴. （シンポジウム）第39回日本神経放射線学会 
2010.2 東京

Hao H,  Ishibashi-Ueda H.  Pathogenesis of acute 
coronary syndrome and coronary remodeling after 
drug-eluting stent implantation. （シンポジウム）第74回
日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Arakawa K,  Yasuda S,  Hao H,  Kataoka Y,  Morii I,  
Kasahara Y,  Kawamura A,  Ueda H,  Miyazaki S.  
The clinical significance of the interaction between 
thrombosis and inflammation:insights from aspirated 
samples in the culprit lesions of STEMI. （シンポジウ
ム）第74回日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Matsumoto M,  Akagami 
T,  Sakoda T,  Ohyanagi M,  Mitsuno M,  Miyamato Y,  
Hao H,  Hirota S.  Intraleaflet hemorrhage associated 
with rapid progression of aortic valve stensis.  第74回
日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Ishibashi-Ueda H,  Hao H,  Hirano K,  Matsuyama 
T,  Ikeda Y,  Sakuma M,  Nakanishi N,  Ogino H.  
Neointimal cell characteristics of small pulmonary 
arteriesin patients with chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension.  第74回日本循環器学会総会・
学術集会 2010.3 京都

Tazume H,  Miyata K,  Tabata M,  Horio E,  Sakaguchi 
H,  Hao H,  Kawasuji M,  Oike Y.  Angiopoietin-like 
protein2（Angptl2）contributes to the development 
of aortic aneurysms through increasing the chronic 
inflammation in aortic walls.  第74回日本循環器学会総
会・学術集会 2010.3 京都

石井昭生,  岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋智之,  坂

井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壮治,  飯島尋子,  西
口修平,  羽尾裕之,  廣田誠一.  閉塞性黄疸をきたした肺
小細胞癌膵転移の一例.  第96回日本消化器病学会総会 
2010.4 新潟

廣田誠一.  見落としてはならない！まれに遭遇する腫瘍−
NETとGISTの病理診断2010−. （ランチョンセミナー）第
99回日本病理学会総会 2010.4 東京

羽尾裕之,  植田初江,  飯原弘二,  廣田誠一.  頸動脈内膜剥
離術に対する危険因子と頸動脈狭窄病変の病理組織学
的特徴.  第99回日本病理学会総会 2010.4 東京

中井真由美,  造住誠孝,  伊藤敬,  松田育雄,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  廣田誠一.  巨細胞性心筋炎の一剖検例.  第99回
日本病理学会総会 2010.4 東京

伊藤敬,  造住誠孝,  中井真由美,  松田育雄,  塚本吉胤,  羽
尾裕之,  廣田誠一.  消化管へ粘膜下腫瘍様の結節を形
成し転移した悪性胸膜中皮腫の一剖検例.  第99回日本病
理学会総会 2010.4 東京

造住誠孝,  中井真由美,  伊藤敬,  松田育雄,  羽尾裕之,  塚
本吉胤,  山田祐介,  上田康生,  樋口喜英,  丸山琢雄,  野
島道生,  山本新吾,  廣田誠一.  経尿道的膀胱腫瘍─塊
切除術（TURBO）およびTURBTにおける病理組織の検
討─変性程度の比較.  第99回日本病理学会総会 2010.4 
東京

塚本吉胤,  廣田誠一,  吉田康一.  alpha-TTPノックアウト
マウスにおける肝癌の発症.  第99回日本病理学会総会 
2010.4 東京

松田育雄,  今井幸弘,  廣田誠一.  グローバルなヒストン修
飾パターンは正常のリンパ組織と悪性リンパ腫の間で保存
されている.  第99回日本病理学会総会 2010.4 東京

造住誠孝,  中井真由美,  松田育雄,  羽尾裕之,  廣田誠一,  
山田祐介,  上田康生,  樋口喜英,  丸山琢雄,  野島道生,  
山本新吾.  経尿道的膀胱腫瘍−塊切除術（TURBO）お
よびTURBTにおける病理組織の検討−変性程度の比較.  
第98回日本泌尿器科学会総会 2010.4 盛岡

滝野寿,  梅宮敏文,  小川勝成,  徳永英博,  迫欣二,  鳥居良
貴,  東恭悟,  菅原勲.  免疫組織染色の精度管理法の確立
−調査方法について−.  第59回日本医学検査学会 2010.5 
神戸

糸山雅子,  榎本利香,  鳥居良貴,  山本格士,  松田育雄,  羽
尾裕之,  廣田誠一.  大細胞性神経内分泌癌を伴った子
宮頸部内頸部型腺癌の1例.  第51回日本臨床細胞学会総会

（春期大会）2010.5 横浜
山本格士,  鳥居良貴,  岡村義弘,  糸山雅子,  中村純子,  塚

本吉胤,  廣田誠一,  鳥井郁子,  西上隆之,  辻村亨.  腹水
細胞診にて腹膜中皮腫と診断し得た4症例.  第51回日本
臨床細胞学会総会（春期大会） 2010.5 横浜

西藤勝,  村瀬慶子,  王孔志,  伊藤敬,  一井重利,  畑田卓也,  
三好康雄.  TC療法による術前化学療法の認容性と治療
効果の検討.  第18回日本乳癌学会学術総会 2010.6 札幌

村瀬慶子,  西藤勝,  王孔志,  伊藤敬,  一井重利,  畑田卓也,  
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三好康雄.  エストロゲン受容体陽性乳癌におけるki-67発
現の検討.  第18回日本乳癌学会学術総会 2010.6 札幌

Hao H,  Ishibashi-Ueda H,  Hirota S.  Pathological 
aspects of vascular and valvular atherosclerosis in 
patients of familial hypercholesterolemia. （シンポジウ
ム）第42回日本動脈硬化学会総会・学術集会 2010.7 岐
阜

Hao H,  Iihara K,  Ishibashi-Ueda H,  Hirota S.  Thin 
fibrous cap with adipophilin-positive macrophages 
infiltration and presence of intraplaque hemorrhage 
correlate with h igh c l in ica l r isk for carot id 
endarterectomy.  第42回日本動脈硬化学会総会・学術
集会 2010.7 岐阜

羽尾裕之.  DES留置後の抗血小板薬投与について−病理
組織像からの提言−. （コントラバーシ）第58回日本心臓
病学会学術集会 2010.9 東京

糸山雅子,  山本格士,  伊藤敬,  廣田誠一.  当院における
乳腺のベッドサイド穿刺吸引細胞診標本作製の実際.  

（ワークショップ）第49回日本臨床細胞学会秋期大会 
2010.11 神戸

山本格士,  鳥居良貴,  糸山雅子,  塚本吉胤,  廣田誠一,  辻
村亨.  早期胸膜中皮腫の胸水細胞像と術中捺印細胞像と
の比較.  第49回日本臨床細胞学会秋期大会 2010.11 神
戸

鳥居良貴,  山本格士,  松田育雄,  羽尾裕之,  塚本吉胤,  
廣田誠一.  術中胸水細胞診と通常胸水細胞診における
悪性中皮腫細胞像の比較.  第49回日本臨床細胞学会秋
期大会 2010.11 神戸

［地方会等］
中村純子,  鳥居良貴,  山本格士,  羽尾裕之,  廣田誠一,  小

森慎二.  婦人科細胞診における Thinlayer 標本と従来
標本の比較検討.  日本臨床細胞学会大阪府支部第35回
学術集会 2010.3 大阪

廣田誠一.  グリベック耐性GISTの病態と治療. （ランチョ
ンセミナー）第95回日本消化器病学会九州支部例会・第
89回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 2010.6 北九州

山本格士,  鳥居良貴,  岡村義弘,  糸山雅子,  織田みほ,  針
山良二,  榎本利香,  中村純子,  石田誠実,  廣田誠一.  腹
水細胞診における反応性中皮細胞・腺癌細胞・中皮腫の
免疫染色の検討.  第36回日本臨床細胞学会近畿連合会
学術集会 2010.9 大阪

塚本吉胤.  肺良性病変の鑑別診断. （病理講習会）第51回
日本病理学会近畿支部学術集会 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
中村純子.  婦人科領域の液状細胞診  液状細胞診につ

いて.  兵庫県臨床検査技師会病理・細胞検査研修会 
2010.6 西宮

羽尾裕之.  冠動脈プラークイメージングと病理所見−プラー
クイメージングは何を見ているのか？−. （特別講演）第8
回中四国血管内視鏡研究会 2010.7 松山

羽尾裕之.  プラークの不安定化の病理.  第8回心臓血管内

視鏡講習会 2010.10 東京
■その他■
山本格士.  婦人科細胞診  子宮（頸部・体部）の構造と組

織像・細胞診.  平成22年度細胞検査士認定試験対策講
座細胞検査士認定試験セミナー 2010.4 大阪

岡村義弘 .  婦人科細胞診  婦人科領域のクラス分類（炎
症・異形成）.  平成22年度細胞検査士認定試験対策講
座細胞検査士認定試験セミナー 2010.5 大阪

鳥居良貴.  婦人科細胞診  婦人科領域のクラス分類（上皮
内癌・浸潤癌）.  平成22年度細胞検査士認定試験対策
講座細胞検査士認定試験セミナー 2010.5 大阪

中村純子.  婦人科細胞診  婦人科領域のベゼスダ分類と採
取法.  平成22年度細胞検査士認定試験対策講座細胞
検査士認定試験セミナー 2010.5 大阪

山本格士.  婦人科細胞診  卵巣の構造と疾患・組織像・細
胞診.  平成22年度細胞検査士認定試験対策講座細胞
検査士認定試験セミナー 2010.5 大阪

中村純子.  細胞診ジュニアコース一次模擬試験（筆記模試
①）講演.  兵庫県臨床検査技師会細胞検査定期講習会 
2010.9 神戸

中村純子.  細胞診ジュニアコース一次模擬試験（筆記模試
②）講演.  兵庫県臨床検査技師会細胞検査定期講習会 
2010.10 神戸

山本格士.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成22年度
細胞検査士認定試験対策講座  細胞検査士認定試験セ
ミナー 2010.10 大阪

鳥居良貴.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成22年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2010.11 神戸

山本格士.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成22年度
細胞検査士認定試験対策講座細胞検査士認定試験セミ
ナー 2010.11 大阪

中村純子.  細胞診実習（スライド・顕微鏡）.  平成22年度兵
庫県細胞検査士養成講習会 2010.12 神戸

輸血学／輸血部
Blood Transfusion/Blood Transfusion

■学術論文■
［原著］
Ohsaka A,  Kikuta A,  Ohto H,  Ohara A,  Ishida A,  

Osada K,  Tasaki T,  Kamitamari A,  Iwai A,  Kai S,  
Maekawa T,  Hoshi Y; Japan Society of Transfusion 
Medicine and Cell Therapy,  Granulocyte Transfusion 
Task Force.  Guidelines for safety management of 
granulocyte transfusion in Japan.  Int J Hematol 
2010;91:201-8.

Isoyama K,  Oda M,  Kato K,  Nagamura-Inoue T,  Kai 
S,  Kigasawa H,  Kobayashi R,  Mimaya J,  Inoue M,  
Kikuchi A,  Kato S; Japan Cord Blood Bank Network.  
Long-term outcome of cord blood transplantation 
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from unrelated donors as an initial transplantation 
procedure for children with AML in Japan.  Bone 
Marrow Transplant 2010;45:69-77.

Takanashi M,  Atsuta Y,  Fujiwara K,  Kodo H,  Kai S,  
Sato H,  Kohsaki M,  Azuma H,  Tanaka H,  Ogawa 
A,  Nakajima K,  Kato S.  The impact of anti-HLA 
antibodies on unrelated cord blood transplantations.  
Blood 2010;116:2839-46.

［研究報告］
甲斐俊朗.  HLA-C,  KIR-L適合性と臍帯血移植成績.  厚生

労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療
研究事業 「臍帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高度
化と安全性確保に関する研究」 平成21年度総括・分担
研究報告書 2010:27-30.

■学会発表■
［国際学会］
Kokubunji A,  Oshida M,  Fujita N,  Murata R,  Ikemoto 

J,  Kai S.  Survey about irradiation to blood products 
for prevention of transfusion-associated graft-versus-
host disease.  31st International Congress of the 
International Society of Blood Transfusion 2010.6 
Berlin

Kokubunji A,  Koritani T,  Itani M,  Ryomoto M,  Kaminoh 
Y,  Kai S.  Cryoprecipitate products had no impact 
on reduction in blood loss and blood transfusion in 
cardiovascular surgery; an experience in Hyogo 
College of Medicine.  31st International Congress of 
the International Society of Blood Transfusion 2010.6 
Berlin

Kai S,  Araki N,  Murata R,  Kawagishi M,  Kokubunji 
A,  Hara H.  Effect of KIR-ligand incompatibility in 
the graft-versus-host（GVH）direction on cord blood 
transplant（CBT）out comes; a report from Hyogo 
Cord Blood Bank.  31st International Congress of the 
International Society of Blood Transfusion 2010.6 
Berlin

［国内学会］
池本純子,  藤田典子,  井上玲子,  村田理恵,  前田和宏,  松

下恵子,  郡谷哲男,  国分寺晃,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  同
種末梢血幹細胞採取血液に含まれる赤血球量の検討.  
第32回日本造血細胞移植学会総会 2010.2 浜松

岡田昌也,  中田潤,  谷口享子,  海田勝仁,  吉原哲,  藤岡龍
哉,  池亀和博,  玉置広哉,  藤盛好啓,  甲斐俊朗,  小川啓
恭.  当科における成人骨髄内臍帯血ミニ移植（静脈内輸
注法との比較）. （ワークショップ）第32回日本造血細胞
移植学会総会 2010.2 浜松

池本純子,  藤田典子,  伊藤史織,  川岸万佑子,  谷原知香,  
小林珠実,  井上玲子,  村田理恵,  前田和宏,  松下恵子,  
郡谷哲男,  国分寺晃,  甲斐俊朗.  同種末梢血幹細胞移
植におけるPBSC動員成績の解析とドナーの安全性に関
する検討.  第58回日本輸血･細胞治療学会総会 2010.5 名

古屋
［地方会等］
藤田典子,  池本純子,  金森洋子,  国分寺晃,  甲斐俊朗.  末

梢血幹細胞採取時のCD34絶対数測定とHPC測定の
比較.  第54回日本輸血･細胞治療学会近畿支部総会 
2010.11 滋賀

国分寺晃.  −輸血療法における輸血用血液製剤の使用状況
と輸血管理料について−. （シンポジウム）第50回近畿医
学検査学会 2010.12 奈良

［科学研究費等班会議］
甲斐俊朗,  原宏,  荒木延夫.  HLA-Cと臍帯血移植成績.  

厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・
治療研究事業「臍帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高
度化と安全性確保に関する研究」平成21年度第2回班会
議 2010.1 東京

［研究会・講演会等］
川岸万佑子.  兵庫さい帯血バンクにおけるさい帯血管理シ

ステムについて.  第18回近畿臍帯血幹細胞移植研究会 
2010.5 大阪

池本純子.  ゲルカラム法について.  平成22年度認定輸血検
査技師合同研修会 2010.6 大阪

甲斐俊朗.  多様化する造血幹細胞移植について.  第15回近
畿輸血検査研修会 2010.9 神戸

甲斐俊朗.  幹細胞移植（骨髄移植,  臍帯血移植,  末梢血幹
細胞移植）の現状.  京阪神輸血･免疫･血液研究会第9回
講演会 2010.10 大阪

国分寺晃.  安全な輸血に必要な知識と技術について―日本
輸血･細胞治療学会推奨の検査手技―.  平成22年度第1
回兵庫県輸血研修会 2010.10 神戸

リハビリテーション医学／リハビリテーション部
Rehabilitation Science/

Physical Medicine & Rehabilitation

■著書■
兵庫医科大学リハビリテーション医学教室,  兵庫医科大学

リハビリテーション部,  兵庫医科大学病院リハビリテー
ション部  他.  道免和久  編.  リハビリテーション評価
データブック.  東京:医学書院, 2010.

笹沼直樹.  代表的疾患へのアプローチ,  急性呼吸窮迫症候
群（ARDS）.  高橋仁美,  神津玲,  山下康次  編.  臨床ア
プローチ  急性期呼吸理学療法.  東京:メジカルビュー社, 
2010:257-60.

髻谷満,  千住秀明.  呼吸器疾患に対する理学療法の実際,  
ケーススタディ1: 病院型,  肺気腫を伴った食道癌患者の
一例.  細田多穂,  柳澤健  編.  理学療法ハンドブック,  第
4巻疾患別・理学療法の臨床思考.  改訂第4版.  東京:協
同医書出版社, 2010:227-31.

■学術論文■
［総説］
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田﨑智子,  寺山修史,  道免和久.  片麻痺上肢に対する集
中訓練  CI療法constraint-induced movement therapy.  
Medical Practice 2010;27:1707-9.

松下誠,  道免和久.  麻痺側上肢集中訓練（CI療法）の有効
性.  日本医事新報 2010;4515:74-5.

髻谷満,  中原健次,  千住秀明.  呼吸リハビリテーションに伴
うリスク管理.  呼吸と循環 2010:58:777-84.

［原著］
Koganemaru S,  Mima T,  Thabit N M,  Ikkaku T,  

Shimada K,  Kanematsu M,  Takahashi K,  Fawi G,  
Takahashi R,  Fukuyama H,  Domen K.  Recovery 
of upper-l imb funct ion due to enhanced use-
dependent plasticity in chronic stroke patients.  Brain 
2010;133:3373-84.

藤原大,  児玉典彦,  森下慎一郎,  井谷祐介,  前原亜美,  内
山侑紀,  細見雅史,  古河慶子,  道免和久.  悪性リンパ腫
の神経浸潤により四肢麻痺へと進行した1例～長期的な
癌リハビリテーションの関わり～.  日本リハビリテーション
医学会近畿地方会誌  Journal of Rehabilitation Practice  
リハビリテーション科診療近畿地方会 2010:47:486.

若杉樹史,  森下慎一郎,  眞渕敏,  澤田暁宏,  児玉典彦,  道
免和久.  血友病を有する全人工股関節置換術症例に対
し血液凝固因子製剤を予備的投与した理学療法の経験.  
臨床理学療法研究 2010;27:101-4.

［症例報告］
田﨑智子,  細見雅史,  若杉樹史,  花田恵介,  藤原大,  古

河慶子,  森山徳秀,  小谷穣治,  道免和久 .  側彎症に
より呼吸不全をきたしたCongenital hypomyelinating 
neuropathyの1例.  Journal of Clinical Rehabilitation  
2010;19:298-301.

當山まゆみ,  太田利夫,  道免和久.  回復期リハビリテー
ションで高カルシウム血症と診断した高齢者2症例の検討.  
Jornal of Clinical Rehabilitation  2010;19:692-5.

細見雅史,  窪田朋恵,  山口陽子,  藤原大,  古河慶子,  児
玉典彦,  有村佳修,  妻野知子,  小谷譲治,  道免和久.  
小児重症熱傷におけるリハビリテーションの一経験例.  
Journal of Clinical Rehabilitation 2010;19:1104-7

内山侑紀,  藤原大,  細見雅史,  古河慶子,  児玉典彦,  道
免和久 .  高度な起立性低血圧を伴うギラン・バレー症
候群の1例.  The Japanese Journal of Rehabilitation 
Medicine 2010;47:485.

■学会発表■
［国際学会］
道免和久 .  Neuro-rehabi l it at ionの展開としてのCI療

法とその実際.  International workshop on Neuro 
Rehabilitation 2010.2 Tokyo

Domen K,  Hosomi M,  Takebayashi T,  Kodama N,  
Kagawa S,  Hanada K,  Yamaguchi Y,  Okawa N.  Does 
Constraint-Induced Movement Therapy Exacerbate 
Spasticity in Stroke Hemiparesis?.  The International 
Society of Electrophysiology and Kinesiology the 

XVIII 2010.6 Aalborg
Tachibana H ,  Yamanishi Y,  Hashimoto M ,  Oku 

T,  Danno D,  Kawabata K,  Kodama N,  Takeda M.  
Electrophysiological components predicting levodopa 
responsiveness in patients with Parkinson’s disease.  
29th international congress of clinical neurophysiology 
2010.10 Kobe

Morishita S,  Setogawa K,  Ota T,  Nakahara K,  Kodama N,  
Kaida K,  Ogawa H,  Domen K.  Impaired physiological 
funct ions and hea lth-related qua l ity of l i fe in 
patients before allogeneic hematopoietic stem-cell 
transplantation.  11th International Congress of the 
Asian Confederation for Physical Therapy 2010.10 
Bali

［国内学会］
道免和久,  児玉典彦,  細見雅史.  CI療法の理論と実際. 
（シンポジウム）第47回日本リハビリテーション医学会学
術集会 2010.5 鹿児島

内山侑紀,  藤原大,  細見雅史,  古河慶子,  児玉典彦,  道免
和久.  筋萎縮性側索硬化症患者の上肢筋力低下と球症
状の関係の検討.  第47回日本リハビリテーション医学会
学術集会 2010.5 鹿児島

田中奈央子,  小山哲男,  太田利夫,  道免和久.  脳卒中回復
期患者の自宅復帰に関与する因子の検討.  第47回日本リ
ハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

一角朋子,  太田利夫,  道免和久.  左後大脳動脈出血性梗
塞により純粋失読を呈した症例.  第47回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

相良亜木子,  川上寿一,  新里修一,  中馬孝容,  藤原誠,  道
免和久.  当院におけるがんのリハビリテーションの現状.  
第47回日本リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿
児島

小金丸聡子,  美馬達哉,  一角朋子,  島田憲二,  兼松まど
か,  高橋和子,  福山秀直,  道免和久.  慢性期脳卒中片
麻痺患者における磁気刺激を併用した use-dependent 
plasticity誘導による上肢機能の回復.  第47回日本リハビ
リテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

勝谷将史,  藤井祐美,  太田利夫,  道免和久.  底屈油圧制
動機能付長下肢装具の使用経験とその効果.  第47回日本
リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

佐藤健一,  松本憲二,  白銀暁,  吉田直樹,  道免和久.  肩関
節可動域の上腕運動範囲（Joint Sinus Cone）を用いた3
時限的計測法～その取り組みと今後の課題.  第47回日本
リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

藤原大,  田﨑智子,  新井秀宜,  内山侑紀,  細見雅史,  古
河慶子,  児玉典彦,  道免和久.  Neuromyelitis Optica

（NMO）に対するリハビリテーションの効果.  第47回日本
リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

野﨑園子,  山田哲,  芳川浩男,  渡辺将平,  和田沙代子,  児
玉典彦,  道免和久,  土肥信之.  パーキンソン病患者の
単純前向きトレッドミルによる自律訓練の効果−第2報−.  
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第47回日本リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿
児島

小山哲男,  道免和久.  脳卒中患者の転帰: 機能的自立度と
社会人口因子の影響−都市部での概観研究−.  第47回日
本リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

田﨑智子,  藤原大,  新井秀宜,  寺山修史,  児玉典彦,  道免
和久.  Neuromyelitis optica（NMO）の重度対麻痺に対
する長期リハビリの効果.  第47回日本リハビリテーション
医学会学術集会 2010.5 鹿児島

斉藤淳,  石野真輔,  兼松まどか,  松本憲二,  坂本知三郎,  
道免和久.  インターネットによる遠隔嚥下観察の有用性.  
第47回日本リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿
児島

花田恵介,  竹林崇,  森下慎一郎,  児玉典彦,  道免和久.  造
血幹細胞移植患者のADL評価に関する一考察.  第44回
日本作業療法学会 2010.6 仙台

竹林崇,  花田恵介,  山内真哉,  児玉典彦,  道免和久.  皮膚
筋炎に心筋炎を呈した症例に対する職業Simulation test
の経験.  第44回日本作業療法協会・学術集会 2010.6 仙
台

竹林崇,  花田恵介,  山内真哉.  自己免疫性の心筋炎を呈し
た症例に対する職業Simulation testの経験.  第16回心臓
リハビリテーション学会 2010.7 鹿児島

曽田幸一朗,  柳本富士雄,  藤原大,  児玉典彦,  村川和重,  
道免和久.  CRPSにおける疼痛遮断部位による関節可動
域の相違についての検討.  日本ペインクリニック学会第44
回大会 2010.7 京都

新城吉孝,  小川綾子,  大木唯久美,  松岡亜矢子,  小山哲男,  
道免和久.  姿勢調節と嚥下困難感の関連～反復唾液嚥下
テスト・改訂版水飲みテスト・フードテストで得られた知見
～.  第16回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大
会 2010.9 新潟

笹沼直樹,  高橋敬子,  山内真哉,  井谷祐介,  田中隆史,  眞
渕敏,  宮本裕治,  児玉典彦,  道免和久.  心疾患患者に
おける開心術術前身体機能と術後人工呼吸器装着期間と
の関連性についての検討.  第20回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会 2010.10 長崎

山崎允,  井谷祐介,  宇都宮明美,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免
和久.  当院呼吸サポートチームラウンド結果から検討する
人工呼吸器離脱遅延因子について−1ヶ月超の観点から−.  
第20回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 2010.10 長
崎

道免和久.  包括的QOL医療・リハビリテーション領域への
アロマセラピー導入の可能性. （ワークショップ）第13回
日本アロマセラピー学会学術総会 2010.10 大阪

瀬戸川啓,  森下慎一郎,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免和久.  
Churg-strauss症候群における理学療法の経験.  第28回
日本私立医科大学理学療法学会 2010.10 相模原

若杉樹史,  髻谷満,  森下慎一郎,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免
和久.  Lambert-Eaton筋無力症患者の下肢反復運動は
筋力発揮に影響を及ぼす.  第28回日本私立医科大学理学

療法学会 2010.10 相模原
香川真二,  細見雅史,  寺山修史,  小山哲男,  児玉典彦,  道

免和久.  CI療法は脳卒中片麻痺患者の上肢痙縮を軽減
する.  第40回日本臨床神経生理学会学術大会 2010.11 
神戸

上谷清隆.  当院におけるリハ関連パスの現状と課題. （シ
ンポジウム）第11回日本クリニカルパス学会学術集会 
2010.12 松山

［地方会等］
相良亜木子,  川上寿一,  新里修一,  中馬孝容,  道免和久.  

当院緩和ケア病棟におけるリハビリテーション.  第28回日
本リハビリテーション医学会近畿地方会 2010.3 大津

藤原大,  内山侑紀,  細見雅史,  古河慶子,  児玉典彦,  道免
和久.  悪性リンパ腫の神経浸潤により四肢麻痺へ進行し
た1例.  第28回日本リハビリテーション医学会近畿地方会
学術集会 2010.3 滋賀

内山侑紀,  藤原大,  細見雅史,  児玉典彦,  道免和久.  高
度な起立性低血圧を伴うギラン・バレー症候群の1例.  第
28回日本リハビリテーション医学会近畿地方会学術集会 
2010.3 滋賀

田中隆史,  高橋敬子,  笹沼直樹,  山内真哉,  井谷祐介,  高
橋哲也,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免和久.  血圧変動改善
目的にレジスタンス運動を実施した劇症型心筋炎の1症例.  
第23回兵庫県理学療法士学会 2010.7 朝来

笹沼直樹,  高橋敬子,  山内真哉,  井谷祐介,  田中隆史,  眞
渕敏,  高橋哲也,  宮本裕治,  児玉典彦,  道免和久.  弁膜
症症例の開心術術前身体機能と術後人工呼吸器装着期
間との関連性についての検討.  第23回兵庫県理学療法士
学会 2010.7 朝来

太田徹,  曽田幸一朗,  眞渕敏,  児玉典彦,  道免和久.  肺葉
切除術後にADL能力低下を呈した一症例.  第23回兵庫
県理学療法士学会 2010.7 和田山

丸本浩平,  太田徹,  梶山泰菜,  田中春美,  藤原大,  細見雅
史,  古河慶子,  児玉典彦,  道免和久.  特異な歩行障害を
呈した亜急性連合性脊髄変性症,  ビタミン欠乏性ニュー
ロパチーが疑われた1例.  第29日本リハビリテーション医
学会近畿地方会 2010.9 神戸

柳澤嘉伸,  藤原大,  太田徹,  梶山泰菜,  渋谷美奈子,  丸本
浩平,  細見雅史,  古河慶子,  児玉典彦,  道免和久.  高齢
者頸椎症性脊髄症術後に対して呼吸・嚥下リハビリテー
ションを施行した1例.  第29回日本リハビリテーション医学
会近畿地方会 2010.9 神戸

中原健次,  髻谷満,  古川徹,  森下慎一郎,  眞渕敏,  藤原大,  
児玉典彦,  道免和久.  視神経脊髄炎を呈した症例に対し
体幹の固定作用に着目した取り組み.  第50回近畿理学療
法学術大会 2010.11 和歌山

［研究会・講演会等］
森下慎一郎.  造血幹細胞移植患者に対するリハビリテー

ション.  第11回阪和血液病カンファレンス 2010.1 大阪
太田徹,  曽田幸一朗,  眞渕敏,  道免和久.  肺葉切除術後

にADL能力低下を呈した一症例.  社団法人兵庫県理学
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療法士会阪神南（西宮・芦屋）ブロック平成21年度新人発
表会 2010.1 西宮

中原健次,  水野貴文,  眞渕敏,  道免和久.  視神経脊髄炎
を呈した症例に対し体幹筋力と股関節伸展筋力に着目し
た取り組み.  兵庫県理学療法士会阪神南（西宮・芦屋）ブ
ロック平成21年度新人発表会 2010.1 西宮

道免和久.  Neuro-rehabilitationとCI療法.  第27回日本リハ
ビリテーション医学会東北地方会ならびに専門医・認定臨
床医生涯教育研修会 2010.3 福島

道免和久.  CI療法にみるNeuro-rehabilitationの展望.  第5
回名古屋神経リハビリテーション懇話会 2010.6 名古屋

道免和久.  これまでのリハビリ医療はいったい何だったの
か？CI療法からの考察.  沖縄県慢性期医療協会リハビリ
テーション講演会 2010.6 那覇

若杉樹史,  森下慎一郎,  眞渕敏,  澤田暁宏,  日笠聡,  道免
和久.  成人血友病性股関節症における全人工股関節置
換術後の一症例の理学療法.  第6回阪神ヘモフィリア研究
会 2010.6 大阪

道免和久.  脳卒中片麻痺への革新的アプローチ−CI療法か
ら再考する脳卒中リハビリテーション医療−.  第3回滋賀
県リハビリテーションを推進する医師の会 2010.7 大津

道免和久.  CI療法  ～脳の可塑性への期待～.  第8回ボイタ
医師研究会 2010.8 大阪

道免和久 .  Motor Control & Neuro-rehabi l itat ion
総論.  Japan Society for Motor Control & Neuro-
rehabilitation 2010.8 山口

道免和久.  ニューロリハビリテーション～特にCI療法につ
いて～.  平成22年度日本温泉療法医会近畿地区研修会 
2010.10 神戸

道免和久.  CI療法を中心としたニューロリハビリテーション
の新展開.  第26回日本リハビリテーション医学会中国・四
国地方会ならびに専門医・認定臨床医生涯教育研修会 
2010.12 東広島

■ その他■
牧口浩司,  大川直子.  認知項目の採点法  第5･6回ADL評

価法FIM講習会西日本 2010.1 西宮
道免和久 .  総論.  第2回沖縄ADL評価法FIM講習会 

2010.6 沖縄
大川直子.  認知項目の採点法  第5･6回ADL評価法FIM講

習会西日本 2010.1 西宮
道免和久 .  脳機能早わかり.  高次脳機能障害セミナー 

2010.9 西宮
児玉典彦.  脳画像と高次脳.  高次脳機能障害セミナー 

2010.9 西宮
道免和久 .  脳卒中リハビリ医療の動向とチャレンジ. （市

民公開講座）第58回千里ライフサイエンス市民公開講座 
2010.9 豊中

道免和久.  プロローグ～運動制御と学習のオーバービュー.  
ニューロサイエンスセミナー 2010.10 西宮

道免和久.  運動に関する問題提起の実験.  ニューロサイエ
ンスセミナー 2010.10 西宮

道免和久.  運動制御理論の論争.  ニューロサイエンスセミ
ナー 2010.10 西宮

道免和久.  運動学習,  そして臨床.  ニューロサイエンスセミ
ナー 2010.10 西宮

梅田幸嗣.  症例検討.  疾患別リスク管理セミナー 基礎の基
礎 2010.10 西宮

笹沼直樹.  診療録からの情報収集.  疾患別リスク管理セミ
ナー 基礎の基礎 2010.10 西宮

髻谷満.  一次救命処置（BLS）の基本.  疾患別リスク管理セ
ミナー 基礎の基礎 2010.10 西宮

医療情報学
Medical Informatics

■学術論文■
［総説］
宮本正喜,  平松治彦.  災害と情報管理.  病院 2010;69:452-

6.
■学会発表■

［国内学会］
下村欣也,  宮本正喜,  平松治彦.  病院機能の要因分析.  第

9回日本医療経営学会学術総会 2010.11 福岡
宮本正喜.  CD-ROMにおける医療情報の連携（SS-MIXの

利用）.  第14回日本医療情報学会春季学術大会 2010.5 
高松

［地方会等］
絹川武俊,  宮本正喜,  櫛田奈美,  本田耕一郎,  寺田英司,  

松田弥寿彦,  松嶋正紀,  由良仁.  厚生労働省ＤＰＣ公開
データによる病院マネジメントへの活用.  日本医療マネジ
メント学会  第4回兵庫支部学術集会 2010.3 神戸

［科学研究費等班会議］
田中博,  木村通男,  岡田美保子,  山本隆一,  秋山昌範,  中

谷純,  宮本正喜,  原量宏,  吉田純,  武藤正樹,  平井愛山,  
辰巳治之,  岡本悦司,  水野正明,  永田宏.  疾患別連携パ
ス（各個研究）.  厚生労働科学研究補助金  地域医療基
盤開発推進研究事業「日本版EHRを目指した地域連携電
子化クリティカルパスにおける共通形式と疾患別項目の標
準化に向けた研究」第1回班会議 2010.6 東京

田中博,  木村通男,  岡田美保子,  山本隆一,  秋山昌範,  中
谷純,  宮本正喜,  原量宏,  吉田純,  武藤正樹,  平井愛山,  
辰巳治之,  岡本悦司,  水野正明,  永田宏.  疾患別連携パ
ス（各個研究）.  厚生労働科学研究補助金  地域医療基
盤開発推進研究事業「日本版EHRを目指した地域連携電
子化クリティカルパスにおける共通形式と疾患別項目の標
準化に向けた研究」第2回班会議 2010.10 東京
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 疼痛制御科学／ペインクリニック部
Pain Medicine/Pain Clinic

■著書■
村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄.  ノ

イロトロピン.  花岡一雄  編.  癌性疼痛.  東京:克誠堂出
版, 2010:85-9.

■学術論文■
［総説］
森山萬秀,  村川和重.  腰部脊柱管狭窄症に対する脊髄刺

激療法.  ペインクリニック 2010;31:137-47.
森山萬秀.  慢性痛の神経ブロック療法.  Anet 2010;14:13-6.
村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池

田和世,  神原政仁,  有村佳修,  片山俊子.  ペインクリニッ
クにおける慢性疼痛の治療.  Journal of Neurosciences 
for Pain Research 2010;12:5-10.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世,  神原政仁,  有村佳修,  片山俊子,  市村真貴子,  
恒遠剛示.  疼痛治療から考えるRA患者の痛みについて.  
臨床リウマチ 2010;22:274-80.

［原著］
宮崎東洋,  村川和重,  佐藤智,  樋口比登実,  吉澤明孝,  高

田知季,  安部睦美,  平川奈緒美,  田口鐵男.  がん患者の
筋・筋膜性疼痛に対するトリガーポイント療法の有用性.  
ペインクリニック 2010;31:195-203.

高雄由美子,  村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  
福永智栄,  上嶋江利,  真田かなえ,  佐藤仁昭,  前川信博.  
慢性頸肩部筋原性疼痛（重度の肩こり）患者に対するボ
ツリヌス毒素療法の有効性.  日本ペインクリニック学会誌 
2010;17:11-6.

田口仁士,  村川和重,  宇野武司,  津田喬子,  益田律子.  ペ
インクリニック診療における医療安全のアンケート調査−
専門医指定研修施設の現状と課題−.  日本ペインクリニッ
ク学会誌 2010;17:506-15.

福永智栄 ,  森山萬秀,  柳本富士雄 ,  中野範 ,  池田和
世,  神原政仁,  有村佳修,  村川和重.  がん性内臓痛患
者での内臓神経ブロック治療の検討.  ペインクリニック 
2010;31:249-53.

［症例報告］
神原政仁,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池

田和世,  有村佳修,  村川和重.  脊髄刺激療法と心臓ペー
スメーカーの併用を長期的に管理できている1症例.  ペイ
ンクリニック 2010;31:227-30.

■学会発表■
［国内学会］
森山萬秀.  ペインクリニック診療における脊髄刺激療法の

適応と限界. （シンポジウム）第49回日本定位・機能神経
外科学会 2010.1 豊中

池田和世,  有村佳修,  神原政仁,  福永智栄,  中野範,  柳本
富士雄,  森山萬秀,  村川和重.  慢性骨髄性白血病を合併
した腰椎椎間板ヘルニアに対し神経ブロック施行により

手術を回避した一症例. （シンポジウム）第39回日本慢性
疼痛学会 2010.2 東京

森山萬秀.  刺激療法を用いた疼痛の系統的治療. （教育講
演）第39回日本慢性疼痛学会 2010.2 東京

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世.  疼痛治療から考えるRA患者の痛みについて. 

（シンポジウム）第54回日本リウマチ学会総会・学術集会 
2010.4 神戸

有村佳修,  森山萬秀,  神原政仁,  池田和世,  片山俊子,  福
永智栄,  中野範,  柳本富士雄,  村川和重.  広範囲熱傷の
疼痛管理に難渋した小児の1症例.  日本ペインクリニック
学会第44回大会 2010.7 京都

福永智栄,  乾貴絵,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  池田
和世,  神原政仁,  有村佳修,  片山俊子,  村川和重.  当院
の造血細胞移植治療における疼痛治療の取り組み.  日本
ペインクリニック学会第44回大会 2010.7 京都

中野範,  片山俊子,  池田和世,  有村佳修,  神原政仁,  福
永智栄,  柳本富士雄,  森山萬秀,  村川和重.  Visual 
Analog Scaleと患者満足度−疼痛期間の影響.  日本ペイ
ンクリニック学会第44回大会 2010.7 京都

神原政仁,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世,  有村佳修,  片山俊子,  村川和重.  バタフライ競
技者に生じた上肢痛2症例の治療経験.  日本ペインクリ
ニック学会第44回大会 2010.7 京都

森山萬秀.  緩和ケアにおける脊髄刺激療法. （ワークショッ
プ）日本ペインクリニック学会第44回大会 2010.7 京都

池田和世,  柳本富士雄,  片山俊子,  有村佳修,  神原政仁,  
福永智栄,  中野範,  森山萬秀,  村川和重.  乳癌左鎖骨上
リンパ節転移による上肢痛に対して超音波ガイド下腕神
経叢熱凝固法を施行した1症例.  日本ペインクリニック学
会第44回大会 2010.7 京都

［研究会・講演会等］
福永智栄.  オピオイド抵抗性疼痛でペインコントロールに難

渋した1症例.  第1回兵庫県痛みを考える会 2010.4 神戸
村川和重.  今後の日本のがん疼痛治療の方向性. 「がん治

療と並行した疼痛緩和」 学術講演会 2010.7 大阪
恒遠剛示,  森山萬秀,  中野範,  福永智栄,  神原政仁,  池田

和世,  有村佳修,  片山俊子,  村川和重.  繊維筋痛症患者
の治療経験−発送後比較的早期からの治療−.  第9回難
治性疼痛研究会 2010.10 大阪

■その他■
村川和重.  現在の疼痛緩和について.  第1回ひょうごがんシ

ンポジウム 2010.3 神戸
中野範.  Subepineural injection in ultrasound-guided 

interscalene needle tip placement. （文献抄訳）ペイン
クリニック 2010;31:1705.

村川和重,  森山萬秀,  柳本富士雄,  中野範,  福永智栄,  池
田和世,  神原政仁,  有村佳修,  片山俊子.  慢性疼痛対策
の現状と課題.  Medical forum CHUGAI 2010;14:9-14.
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感染制御学／感染制御部
Infection Control and Prevention/
Infection Control and Prevention

■著書■
竹末芳生.  カンジダ症で使用される薬剤の特徴とガイドラ

インでの変更点  3）キャンデイン系抗菌薬.  河野茂  編.  
IDSAガイドライン.  大阪:医学ジャーナル, 2010:62-8.

竹末芳生.  グリコペプチド系薬を使いこなす.  渡辺彰,  藤
村茂  編.  抗菌薬PK-PD実践テクニック.  東京:南江堂, 
2010:115-23.

竹末芳生.  感染症の基本,  腹腔内感染a,  腹膜炎,  腹腔内
感染b,  胆道感染症,  蜂窩織炎と重症皮膚軟部組織感
染,  感染性下痢症,  侵襲性カンジダ症,  術後感染予防抗
菌薬,  特殊病態下における抗菌療法b,  De-escalation治
療.  日本化学療法学会  編.  抗菌化学療法認定薬剤師テ
キスト.  東京:杏林舎, 2010:6-13,73-82,83-7,93-6,125-7,135-
9,198-205,214-8.

竹末芳生,  三鴨廣繁,  木村利美,  平田純生,  白石正,  栄
田敏之,  高倉俊二.  抗菌薬のTDM.  日本化学療法学
会  編.  抗菌化学療法認定薬剤師テキスト.  東京:杏林舎, 
2010:31-8.

高橋佳子.  抗菌薬使用への介入.  日本化学療法学会  編.  
抗菌化学療法認定薬剤師テキスト.  東京:杏林舎, 2010:39-
44.

竹末芳生,  中嶋一彦.  肺真菌症.  日本化学療法学会  編.  
抗菌化学療法認定薬剤師テキスト.  東京:杏林舎, 2010: 
128-34,135-9.

中嶋一彦,  竹末芳生 .  抗菌薬の概説.  日本化学療法学
会  編.  抗菌化学療法認定薬剤師テキスト.  東京:杏林舎, 
2010:143-58.

一木薫.  院内（病院）感染症.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅰ.  東京:南江堂, 
2010:249.

一木薫.  石鹸による手洗い,  挿管患者における口腔ケア,  オ
ムツ交換.  洪愛子  編  感染対策の必須テクニック117.  大
阪:メデイカ出版, 2010:10-2,166-73.

高橋佳子,  竹末芳生.  63抗真菌薬.  高久史麿  監,  堀正二,  
菅野健太郎,  門脇孝,  乾賢一,  林昌洋  編.  治療薬ハン
ドブック2010.  東京:じほう, 2010:1192-7.

竹末芳生,  中嶋一彦,  高橋佳子,  一木薫.  各領域別の
MRSA保菌者対策とMRSA感染症の診断・治療  5.外科
領域.  河野茂  編.  MRSA−基礎・臨床・対策−.  大阪:医
薬ジャーナル, 2010:235-9.

中嶋一彦.  疾患と治療I  感染症総論.  松田暉,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  東京:南江堂, 
2010:218-26.

中嶋一彦.  疾患と治療Ⅱ  感染性腸炎.  松田暉,  荻原俊
男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  東京:南江堂, 
2010:68-71.

中嶋一彦.  リウマチ患者の周術期管理  感染対策.  リウ

マチ診療の要点と盲点.  木村友厚  編  東京:文光堂 
2010:158-61.

■学術論文■
［総説］
一木薫,  中嶋一彦,  竹末芳生.  多剤耐性菌感染症の情報

管理とその制御対策  耐性菌の予防と発生後の対応を中
心に.  侵襲と免疫 2010;19:31-5.

高橋佳子.  病院感染制御における薬剤師の役割.  抗菌薬
使用状況モニタリングと耐性菌サーベイランス.  月刊薬事 
2010;52（8月臨時増刊号）:1281-6.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨
田尚裕.  炎症性腸疾患の発癌例とPET検査.  臨床外科 
2010;65:258-65.

竹末芳生,  一木薫,  池内浩基.  院内感染症防止対策と発生
後の対応.  外科治療 2010;102:188-92.

竹末芳生. 「成人,  小児における腹腔内感染症の診断と治
療: 外科感染症学会とアメリカ感染症学会によるガイドラ
イン2010」の問題点と日本におけるガイドラインの必要性.  
日本外科感染症学会雑誌 2010;7:1-6.

竹末芳生 .   日本外科感染症学会・医療の質・安全委員
会による手術部位感染分離細菌の抗菌薬感受性全国
サーベイランス計画について.  日本外科感染症学会雑誌 
2010;7:49-51.

竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  池内浩基.  院内
感染アウトブレークへの対応.  外科 2010;72:597-600.

竹末芳生 ,   石原美佳 .   耐性化抑制を考慮した抗菌化
学療法  1.抗菌薬サイクリング,  ミキシング.  月刊薬事 
2010;52:1389-93.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  佐々木寛文,  冨
田尚裕,  竹末芳生,  福田能啓,  松本譽之.  クローン病の
癌化と今後の対策.  Intestine 2010;14:505-10.

一木薫.  専任感染対策担当看護士として道のりを振り返る.  
HosCom 2010;7:7-9.

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  冨田
尚裕.  痔痩癌.  臨床外科 2010;65（増刊）:157-62.

［原著］
Kohyama M,  Takesue Y,  Ohge H,  Murakami Y,  

Shimamoto F,  Sueda T.  Pouchitis disease activity 
i ndex（PDAI）does not pred ict pat ient s w ith 
symptoms of pouchitis who will respond to antibiotics.  
Surg Today 2009;39:962-8.

石原美佳,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  和田
恭直,  土田敏恵.  感染による播種性血管内凝固症候群症
例におけるリネゾリド使用の是非.  日本外科感染症学会
雑誌 2010;7:161-5.

一木薫,  中嶋一彦,  竹末芳生.  多剤耐性菌感染症の情報
管理とその制御対策−耐性菌の予防と発生後の対応を中
心に−.  侵襲と免疫 2010;19:31-5.

Uchino M,  Ikeuchi H,  Matsuoka H,  Matusmoto T,  Takesue 
Y,  Tomita N.  Long-term efficacy of strictureplasty for 
Crohn’s disease.  Surg Today 2010;40:949-53.
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竹末芳生,  石原美佳.  MDRPの検出を予防するための抗菌
薬使い分けICUと CCU 2010;34:981-7.

Takahashi Y,  Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  Wada 
Y,  Tsuchida T,  Ishihara M,  Ikeuchi H,  Uchino 
M.  Implementation of a hospital-wide project for 
appropriate antimicrobial prophylaxis.  J Infect 
Chemother 2010;16:418-23.

Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  Ishihara M,  Wada 
Y,  Takahashi Y,  Tsuchida T,  Ikeuchi K.  Impact of a 
hospital-wide programme of heterogeneous antibiotic 
use on the development of antibiotic-resistant Gram-
negative bacteria.  J Hosp Infect 2010;75:28-32.

石原美佳,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  和田
恭直,  土田敏江.  感染による播種性血管内凝固症候群症
例におけるリネゾリド使用の是非.  日本外科感染症学会
雑誌 2010;7:161-5.

［症例報告］
辰己純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原

美佳,  高橋佳子.  Linezolid耐性MRSAによるペースメー
カー・リード感染の一症例.  日本外科感染症学会雑誌 
2010;7:83-6.

■学会発表■
［国際学会］
Takahashi Y,  Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  

Tsuchida T,  Tatsumi S,  Ishihara M.  Risk factors 
associated with the development of thrombocytopenia 
in patients who received linezolid therapy.  50th 

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotheropy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Nakajima K,  Takesue Y,  Ichiki K,  Takahashi Y,  Wada Y,  
Tsuchida T.  Recent treatment outcome of vertebral 
osteomyelit is（VO）50th Interscience Conference 
on Ant imicrobia l Agents and Chemotheropy

（ICAAC2010） 2010.9 Boston
Ishihara M,  Takesue Y,  Nakajima K,  Takahashi Y,  Ichiki 

K,  Tsuchida T,  Wada Y.  Availability of linezolid in 
patients with disseminated intravascular coagulation 
caused by serious gram positiveiInfections.  50th 

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotheropy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Tatsumi S,  Takesue Y,  Nakajima K ,  Takahashi 
Y,  Ishihara M,  Kimura T.  Teicoplanin（TEIC）
loading dose for Initial consecutive two days is still 
insufficient in the treatment of MRSA Infections.  50th 
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotheropy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Uchino M,  Matsuoka H,  Ikeuchi H,  Nakajima K,  Ichiki 
K,  Tomita N,  Takesue Y.  Catheter-related blood 
stream infection following surgery in patients with 
inf lammatory bowel disease.  50th Interscience 
C on f e r e nc e o n A nt i m i c r ob i a l  Agent s a nd 

Chemotheropy（ICAAC2010） 2010.9 Boston
Ueda T,  Takesue Y,  Tatsumi S,  Takahashi Y,  Nakajima 

K,  Ishihara M,  Kimura T.  Teicoplanin（TEIC） dosing 
to achieve revised target troughlLevel（Cmin）
of more than 15 mg/dL: validity of the standard  
regimen for patients with renal dysfunction.  50th 

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotheropy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Dantsuji Y,  Hanai H,  Nakane T,  Tomono K,  Takesue 
Y,  Honda J,  Suwabe A,  Natura O,  Mizuno H,  
Yanagihara K,  Mikamo H,  Fukuchi K,  Kaku 
M,  Kohno S,  Niki Y.  Evaluation of E-test as a 
method to detect linezolid-resistant MRSA.  50th 

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotheropy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Kusachi S,  Oda S,  Mikamo H,  Takesue Y.  Efficacy and 
safety of doripenem（DRPM）1g every 8 hours（q8h） 
for pneumonia and complicated intra-abdominal 
infections（cIAIs）.  50th Interscience Conference 
on Ant imicrobia l Agents and Chemotheropy

（ICAAC2010） 2010.9 Boston
［国内学会］
一木薫,  竹末芳生,  中嶋一彦,  高橋佳子.  湿潤環境に潜む

多剤耐性緑膿菌（Multidrung-resistant Pseudomonas 
aeruginosa: MDRP）や糸状菌感染の落とし穴. （シンポ
ジウム）第25回日本環境感染学会総会 2010.2 東京

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  和
田恭直 ,  土田敏恵.  全病院的な予防抗菌薬適正使用
の推進. （シンポジウム）第25回日本環境感染学会総会 
2010.2 東京

小林美奈子,  竹末芳生,  北川雄光,  草地信也,  大村健二,  
小野聡,  森兼啓太,  久保正二,  清水潤三,  松田直之,  三
鴨廣繁,  岡本好司,  末吉晋,  尾原秀明,  楠正人,  炭山嘉
伸.  周術期管理の現状−全国721施設アンケート調査から
−. （シンポジウム）第25回日本環境感染学会総会 2010.2 
東京

一木薫,  竹末芳生,  土田敏恵,  中嶋一彦,  和田恭直,  高
橋佳子,  池内浩基 ,  大嶋勉 ,  冨田尚裕 ,  大橋恭子,  
波々伯部公美,  藤本陽子.  創閉鎖時における強酸性水

（Electrolyzed strong acid water: ESAW）使用の是非: 
手術部位感染（SSI）・創傷治癒障害からの検討.  第25回
日本環境感染学会総会 2010.2 東京

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直,  土田
敏恵.  クオンティ−フェロン検査による院内結核対策の実
際.  第25回日本環境感染学会総会 2010.2 東京

一木薫.  Surgical Site Infection（SSI）サーベイランスの活
用にみる医師とICNのパートナーシップ. （教育講演）第
84回日本感染症学会総会 2010.4 京都

竹末芳生 .  セプシス救命キャンペーンガイドライン2008の
概要と評価（シンポジウム）第84回日本感染症学会総会 
2010.4 京都
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村上泰章,  竹末芳生,  和田恭直,  吉本浩子,  山田久美子,  
高辻加代子,  窪田敦子,  高橋佳子,  一木薫,  中嶋一彦,  
小柴賢洋.  non-albicansの検出状況および薬剤感受性成
績（外科系と血液内科の比較）.  第84回日本感染症学会
総会 2010.4 京都

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直,  土田
敏恵.  クオンティーフェロン検査による院内結核対策の実
際.  第84回日本感染症学会総会 2010.4 京都

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直.  アル
ベカシン1日1回投与と有効なTDMの実践. （シンポジウ
ム）第58回日本化学療法学会総会学術講演会 2010.6 長
崎

竹末芳生.  MRSA感染症の予防と治療2010. （教育セミ
ナー）第58回日本化学療法学会総会学術講演会 2010.6 
長崎

竹末芳生,  織田成人,  福島亮治,  古川清憲,  草地信也,  三
鴨廣繁,  藤島清太郎,  小谷譲二,  相馬一亥,  篠澤洋太
郎,  相川直樹.  外科救急領域における深在性真菌症治療
におけるイトラコナゾールの有用性に関する多施設臨床試
験.  第58回日本化学療法学会総会学術講演会 2010.6 長
崎

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  土田敏恵,  石
原美佳,  辰己純代.  Linezolidによる血小板減少発現の
リスク因子.  第58回日本化学療法学会総会学術講演会 
2010.6 長崎

吉本浩子,  竹末芳生,  和田恭直,  中嶋一彦,  高橋佳子,  一
木薫,  小柴賢洋.  ESBL産生グラム陰性菌（ESBL）検出
の年次推移  病院内での抗菌薬使用ならびに市中感染に
おけるESBL分離状況の変化による影響.  第58回日本化
学療法学会総会学術講演会 2010.6 長崎

三鴨廣繁,  渡辺彰,  竹末芳生,  栁原克紀.  注射用シプロフ
ロキサシン高用量の必要性に関するアンケート調査結果.  
第58回日本化学療法学会総会学術講演会 2010.6 長崎

壇辻百合香,  花木秀明,  中嶋一彦,  竹末芳生.  リネゾリド
の投与前後に分離されたMRSA株に対する継代培養法に
よるリネゾリド感受性の検討.  第58回日本化学療法学会
総会学術講演会 2010.6 長崎

高橋佳子,  竹末芳生 ,  辰己純代 ,  石原美佳 ,  木村健 .  
LinezolidにTherapeutic Drug Monitoringは不要か？−
副作用である血小板減少発現のリスク因子からの検討−.  
第27回日本TDM学会・学術集会 2010.6 札幌

植田貴史,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  石原
美佳,  辰己純代,  木村健.  新たな目標トラフ値達成のた
めのテイコプラン投与設計: 腎機能低下患者における標準
レジメン妥当性の検討.  第27回日本TDM学会・学術集会 
2010.6 札幌

竹末芳生.  SSI総論.  第2回日本創傷外科学会総会・学術集
会 2010.7 神戸

高橋佳子.  Antifungal heterogeneity のための抗真菌薬の
使い方,  IDSAのガイドラインから考える侵襲性カンジダ
症治療におけるアムビゾームの位置付け. （教育セミナー）

第59回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第57回日
本化学療法学会東日本支部総会合同学会 2010.10 東京

高橋佳子,  竹末芳生.  チーム医療としての感染管理. （シン
ポジウム）第20回日本医療薬学会年会 2010.11 千葉

谷口正哲,  品川長夫,  鈴木昌,  竹山廣光,  水野章,  石川周,  
真下啓二,  久保正二,  横山隆,  竹末芳生,  末田泰二郎,  
及川悟.  外科感染症の分離菌とその薬剤感受性の動向.  
第58回日本化学療法学会西日本支部総会 2010.11 大分

竹末芳生,  高橋佳子.  消化器外科病棟における周術期感
染制御: PCR迅速検査を用いたMRSA感染予防対策.  

（シンポジウム）第23回日本外科感染症学会総会学術集
会 2011.11 東京

［地方会等］
竹末芳生.  MRSA菌血症におけるバンコマイシン（VCM） 

治療の限界とリネゾリド（LZD）の適応. （教育セミナー）
第59回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第57回日
本化学療法学会東日本支部総会合同学会 2010.10 東京

中嶋一彦,  竹末芳生 ,  一木薫 ,  高橋佳子,  和田恭直 .  
MRSA感染症に対するリネゾリドの適切な使用基準. （シ
ンポジウム）第58回日本化学療法学会西日本支部総会 
2010.11 大分

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直.  当院
における化膿性脊椎炎の臨床的特徴と治療成績. （推薦
演題）第58回日本化学療法学会西日本支部総会 2010.11 
大分

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  辰己
純代.  LinezolidにおけるScheduled Sequential Therapy
の有用性. （推薦演題）第58回日本化学療法学会西日本
支部総会 2010.11 大分

和田恭直,  竹末芳生,  吉本浩子,  山田久美子,  稲村昌輝,  
中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  土田敏江,  小柴賢洋.  菌
血症におけるMRSA薬のMIC creepの検討.  第58回日本
化学療法学会西日本支部総会 2010.11 大分

竹末芳生,  渡辺晋一,  栁原克紀,  杵渕貴洋,  賀来満夫,  前
崎繁文,  山口恵三,  松本哲哉,  日野治子,  金子健彦,  三
鴨廣繁,  岩月啓氏,  朝越健治,  池田政身,  門田淳一,  藤
田次郎,  河野茂.  MRSA臨床分離株全国サーベイランス.  
第58回日本化学療法学会西日本支部総会 2010.11 大分

［研究会・講演会］
中嶋一彦,  竹末芳生,  和田恭直,  一木薫,  高橋佳子,  土田

敏恵.  MRSA菌血症におけるバンコマイシンの最小発育
濃度2μg/ml株の分離状況と予後に影響する因子の解析.  
第1回MRSAフォーラム 2010.7.10  東京

高橋佳子.  感染制御部専任薬剤師が行う日々の活動. （シ
ンポジウム）医療薬学フォーラム2010  第18回クリニカル
ファーマシーシンポジウム 2010.7 広島

中嶋一彦.  感染制御における抗菌薬適正使用の推進.  ゾシ
ンの位置づけ  兵庫県感染症セミナー 2010.9 神戸

中嶋一彦.  感染制御における抗菌薬適正使用の推進.  ゾシ
ンの位置づけ  適正抗菌化学療法研究会 2010.10 大阪

■その他■



194 兵庫医大業績録（2010）

一木薫.  医療関連感染を軽減するための手指衛生遵守率向
上.  Didier Pittet 先生来日公演 2010.1 大阪

高橋佳子.  感染症診療における感染制御部専任薬剤師の
役割～MRSA薬を中心に～.  第1回鹿児島県病院薬剤師
会  感染制御講習会 2010.2 鹿児島

一木薫.  透析医療における感染対策.  第10回血液浄化セミ
ナー記念大会 2010.3 西宮

一木薫.  院内感染防止対策のキ・ホ・ン.  大阪歯科大学病院
院内感染対策講習会 2010.4 大阪

高橋佳子.  MRSAにおける最近の話題～治療上留意すべき
ポイント～.  平成22年度第3回PINK21北部舞鶴地区学術
講演会 2010.6 舞鶴

一木薫 .  耐性菌感染対策（グラム陰性菌・MRSA）への
ICNの関与.  第7回京滋ICTによる院内感染管理研究会 
2010.7 京都

一木薫.  透析室の感染対策.  第11回血液浄化セミナー記念
大会 2010.8 神戸

中嶋一彦.  意外に身近な耐性菌の脅威.  インターカレッジ西
宮  大学共同講座 2010.9 西宮

中嶋一彦.  院内感染対策と経路別予防策.  聖和病院感染
対策院内講習会 2010.9 大阪

高橋佳子.  DICを合併したMRSA感染患者における治療方
針.  第7回関西感染症診療フォーラム 2010.9 新大阪

高橋佳子.  グラム陰性菌に対する抗菌薬の使用法（介入法
も含めて）.  平成22年度第3回薬剤師抗菌化学療法実践
教育プログラム 2010.10 神戸

高橋佳子.  感染制御における専任薬剤師の役割.  平成22年
度抗菌薬実践セミナー・感染制御講習会 2010.10 高知

高橋佳子.  感染症診療における感染制御部専任薬剤師の
役割.  平成22年度第3回千葉県感染症専門・認定薬剤師
講習会 2010.11 千葉

高橋佳子.  感染制御部専任薬剤師が行う日々の活動.  滋賀
県病院薬剤師会第149回湖南西支部会員研修会 2010.11 
滋賀

一木薫.  整理しよう！感染対策上注意すべき微生物と感染
対策.  第2回Eiken微生物フォーラム 2010.11 京都

一木薫.  手術部部位感染（SSI）サーベイランス.  第53回
日本感染症学会中日本地方会学術総会・ICD講習会 
2010.11 京都

一木薫.  医療関連感染防止対策.  学研ナーシングセミナー 
2010.11 東京

一木薫.  医療関連感染対策について.  第3回感染対策研修
会 2010.12 鹿児島

一木薫.  耐性菌に対する予防と対応策.  あさぎり感染対策
講演会 2010.12 明石

高橋佳子.  感染制御部専任薬剤師が行う日々の業務  病薬
アワー.  ラジオNIKKEI 2010.12.27　

高橋佳子.  感染症診療における専従薬剤師の役割.  市立宇
和島病院  院内感染対策研修会 2010.12 宇和島

臨床検査医学／臨床検査部
Clinical Laboratory Medicine/

Clinical Laboratory

■著書■
和田恭直.  微生物の塗抹染色.  疾病と治療Ⅰ.  松田暉,  荻

原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  南江堂 
2010:259-60.

■学術論文■
［総説］
小柴賢洋.  関節炎マーカー（抗CCP抗体とMMP-3）の検査

と使い方.  検査と技術 2010;38:357-60.
小柴賢洋.  関節リウマチの検査.  検査と技術 2010;38:818-

21.
［原著］
Tada Y,  Kagota S,  Matsumoto M,  Naito Y,  Shibata 

H,  Nejime N,  Tsujino T,  Koshiba M,  Masuyama T,  
Shinozuka K.  Characterization of cardiac size and 
function in SHRSP.  Z-Lepr（fa）/IzmDmcr rats,  a 
new animal model of metabolic syndrome.  Biol 
Pharm Bull 2010;33:1971-6.

Fukasawa T,  Oda N,  Wada Y,  Tamaru A,  Fukushima 
Y,  Nakajima C,  Suzuki Y.  A novel method for the 
purification of DNA by capturing nucleic acid and 
magnesium complexes on non-woven fabric filters 
under alkaline conditions for the gene diagnosis of 
tuberculosis by loop-mediated isothermal amplification

（LAMP）.  Jpn Infect Diseases  2010;63:246-50.
Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  Wada Y,  Takahashi 

Y,  Tsuchida T,  Ikeuchi H.  Impact of a hospital-wide 
programme of heterogeneous antibiotic use on the 
development of antibiotic-resistant Gram-negative 
bacteria.  J Hosp Infect 2010;75:28-32.

Yamsak i K,  Komatsu M,  Abe N,  Fukuda S ,  
Miyamoto Y,  Higuchi T,  Ono T,  Nishio H,  Sueyoshi 
N,  Kida K,  Satoh K,  Toyokawa M,  Nishi I,  
Sakamoto M,  Akagi M,  Nakai I,  Kofuku T,  Orita 
T,  Wada Y,  Jikimoto T,  Kinoshita S,  Miyamoto K,  
Hirai I,  Yamamoto Y.  Laboratory surveillance for 
prospective plasmid-mediated AmpC β-lactamases 
in the Kinki region of Japan.  J Clin Microbiol 
2010;48:3267-73.

石原美佳,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  和田
恭直,  土田敏恵.  感染による播種性血管内凝固症候群症
例におけるリネゾリド使用の是非.  日本外科感染症学会
雑誌 2010;7:161-5.

河田尚子,  岸本裕充,  花岡宏美,  森寺邦康,  和田恭直,  阿
部徹也,  野口一馬,  浦出雅裕.  米国ICUで普及している
口腔ケアキットQ-Careに関する検討～洗口液および湿潤
ジェルの抗菌性～.  日本口腔感染症学会雑誌. 2010;17:9-
11.
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［症例報告］
辰巳純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石原

美佳,  高橋佳子.  Linezolid耐性MRSAによるペースメー
カー・リード感染の一症例.  日本外科感染症学会雑誌 
2010;7:83-6.

柴山沙織,  井垣歩,  黒田美穂,  本田倫乃,  藤井誠治,  和
田恭直,  戌角幸治,  武田正中,  小柴賢洋.  橋本脳症
における電気生理学的検査所見について.  臨床病理 
2010;58:986-9.

■学会発表■
［国際学会］
Masaki M.  Prognostic value of left ventricle function 

by tissue doppler strain imaging in patients with 
severe sepsis or septic shock.  American College 
of Cardiology 59th American Heart Association 
Scientific Sessions 2010.3 Atlanta

Masaki M.  2-dultrasound speckle tracking strain 
imaging of the left atrium in the estimation of left 
ventricular filling pressures.  American College 
of Cardiology 59th American Heart Association 
Scientific Sessions 2010.3 Atlanta

Naka T,  Yoshida C,  Akagami T,  Doi T,  Takahashi 
K,  Masutani M,  Sakoda T,  Tsujino T,  Masuyama T,  
Ohyanagi M.  Effect of bisoprolol and carvedilol on 
glycemic control and exercise intolerance in patients 
with chronic heart failure.  Heart Failure Congress 
2010.5 Berlin

Akahori H,  Tsujino T,  Naito Y,  Matsumoto M,  Yoshida C,  
Wakabayashi K,  Lee-Kawabata M,  Sakoda T,  Ohyanagi 
M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Masuyama T.  Intraleaflet 
hemorrhage is associated with rapid progression of 
degenerative aortic valve stenosis.  American Heart 
Association Scientif ic Sessions 2010（AHA2010） 
2010.11 Chicago

Otsuka M,  Goda A,  Masaki M,  Yoshida C,  Nakaboh 
A,  Eguchi A,  Naito Y,  Hirotani S,  Lee-Kawabata M,  
Masuyama T.  Echo assessment of ventricular stiffness 
based on epicardial movement: insights from analysis 
of changes after antihypertensive treatment in the 
untreated hypertensive patients.  American Heart 
Association Scientif ic Sessions 2010（AHA2010） 
2010.11 Chicago

Nakaboh A,  Goda A,  Otsuka M,  Masaki M,  Yoshida 
C,  Eguchi A,  Hirotani S,  Lee-Kawabata M,  Tsujino 
T,  Masuyama T.  Characteristics of patients with 
pulmonary hypertension but without cardiovascular 
diseases:a study with echocardiography.  American 
Hea r t As soc i at i on S c ient i f i c S e s s ions 2010

（AHA2010） 2010.11 Chicago
Masaki M.  The utility of left ventricular function by 

speckle tracking echocardiography in predicting 

mortality in patients with severe sepsis or septic 
shock.  EUROECHO 2010 2010.12 Copenhagen

Masaki M.  Acute effect of atrial fibrillation left atrial 
funct ion measured by 2-D ultrasound speckle 
t rack ing imag ing.  EUROECHO 2010 2010.12 
Copenhagen

［国内学会］
和田恭直.  ICT活動におけるパートナーシップ−医師,  コ・

メディカルによる関与の実際は？−. （教育セミナー）第25
回日本環境感染学会総会 2010.2 東京

一木薫,  竹末芳生,  土田敏恵,  中嶋一彦,  和田恭直,  高
橋佳子,  池内浩基 ,  大嶋勉 ,  冨田尚裕 ,  大橋恭子,  
波々伯部公美,  藤本陽子.  創閉鎖時における強酸性水

（Electrolyzed strong acid water: ESAW）使用の是非: 
手術部位感染（SSI）・創傷治癒障害からの検討.  第25回
日本環境感染学会総会 2010.2 東京

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  和
田恭直,  土田敏恵.  全病院的な予防抗菌薬適性使用の
推進. （シンポジウム）.第25回日本環境感染学会総会 
2010.2 東京

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直,  土田
敏恵.  クオンティーフェロン検査による院内結核対策の実
際.  第25回日本環境感染学会総会 2010.2 東京

Nakaboh A,  Goda A,  Yoshida C,  Ohtsuka M,  Eguchi A,  
Fujiwara S,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama 
T.  Induction of beta-blockade recovers echo index of 
ventricular stiffness independent of systolic functional 
recovery in patients with systolic heart failure.  第74
回日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Nakaboh A,  Goda A,  Oka K,  Ohtsuka M,  Matsumoto M,  
Yoshida C,  Naito Y,  Eguchi A,  Fujiwara S,  Yoshimoto 
N,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama T.  Slowed 
ventricular untwisting is related to decreased elastic 
recoil but not to increased myocardial fibrosis in 
hypertrophic cardiomyopathy.  第74回日本循環器学会
総会・学術集会 2010.3 京都

Komatsu T,  Nakaboh A,  Goda A,  Ohtsuka M,  Matsumoto 
M,  Yoshida C,  Eguchi A,  Okudaira K,  Lee-Kawabata 
M,  Tsujino T,  Masuyama T.  Spherical ventricular 
chamber is a predictor of poor prognosis of heart 
failure with preserved systolic function.  第74回日本循
環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Nakaboh A,  Goda A,  Yoshida C,  Ohtsuka M,  Eguchi A,  
Fujiwara S,  Lee-Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama 
T.  Beta-blocker therapy improves early and mid-to-
late diastolic function independent from each other in 
patients with chronic heart failure.  第74回日本循環器
学会総会・学術集会 2010．3 京都

村上泰章,  竹末芳生,  和田恭直,  吉本浩子,  山田久美子,  
高辻加代子,  窪田敦子,  高橋佳子,  一木薫,  中嶋一彦,  
小柴賢洋.  non-albicansの検出状況および薬剤感受性成
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績（外科系と血液内科の比較）. （ワークショップ）第84
回日本感染症学会総会学術講演会 2010.4 京都

山崎勝利,  小松方,  福田沙織,  西尾久明,  末吉範行,  木田
兼似,  佐藤かおり,  戸田宏文,  豊川真弘,  西功,  坂本雅
子,  赤木征宏,  樋口武史,  小野保,  幸福知己,  折田環,  
和田恭直,  木下承晧.  プラスミド性AmpC β-lactamase
産生菌のサーベイランス成績（2002年-2009年）.  第84回
日本感染症学会総会学術講演会 2010.4 京都

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直,  土田
敏恵.  クオンティーフェロン検査による院内結核対策の実
際.  第84回日本感染症学会総会学術講演会 2010.4 京都

森弥佳,  狩野春艶,  溜和宏,  吉田真美,  石井里佳,  和田恭
直,  小柴賢洋.  モジュラーアナリティクス（E）を用いたプ
ロカルシトニン測定の基礎的検討.  第59回日本医学検査
学会 2010.5 神戸

高橋香,  青木千佳子,  井垣歩,  黒田美穂,  戌角幸治,  和田
恭直,  小柴賢洋.  中耳手術時における純音聴力検査の
3 kHz測定の有用性について.  第59回日本医学検査学会 
2010.5 神戸

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直.  アル
ベカシン1日1回投与と有効なTDMの実践. （シンポジウ
ム）第58回日本化学療法学会総会学術講演会 2010.6 長
崎

吉本浩子,  竹末芳生,  和田恭直,  中嶋一彦,  高橋佳子,  一
木薫,  小柴賢洋.  ESBL産生グラム陰性菌（ESBL）検出
の年次推移  病院内での抗菌薬使用ならびに市中感染に
おけるESBL分離状況の変化による影響.  第58回日本化
学療法学会総会学術講演会 2010.6 長崎

村上稔,  小坂英和,  小柴賢洋.  細胞表面アデノシン受容体
シグナルのがん細胞死に与える影響について.  第57回日
本臨床検査医学会学術集会 2010.9 東京

合田亜希子,  中坊亜由美,  正木充,  大塚美里,  吉田千佳
子,  江口明世,  澤田悠,  廣谷信一,  川端正明,  辻野健,  
増山理.  超音波elastographyによる心筋組織性状評価の
試み.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

合田亜希子,  中坊亜由美,  大塚美里,  吉田千佳子,  江口明
世,  澤田悠,  内藤由朗,  正木充,  廣谷信一,  川端正明,  
辻野健,  増山理.  降圧治療においてアンジオテンシン2受
容体拮抗薬に利尿薬を追加する意義  心・腎保護の観点
から.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

澤田悠,  合田亜希子,  中坊亜由美,  大塚美里,  正木充,  吉
田千佳子,  江口明世,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  
辻野健,  増山理.  60歳以下の軽症大動脈弁逆流症例に
おける動脈硬化危険因子の保有率.  第58回日本心臓病学
会学術集会 2010.9 東京

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  正木充,  吉田千佳
子,  江口明世,  澤田悠,  廣谷信一,  川端正明,  辻野健,  
増山理.  心疾患を伴わない肺高血圧症の背景因子につい
ての検討.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

大塚美里,  合田亜希子,  中坊亜由美,  吉田千佳子,  江口
明世,  澤田悠,  川端正明,  増山理.  未治療高血圧症例

における左室後壁の動きから評価した降圧治療前後の左
室スティフネスの変化.  第58回日本心臓病学会学術集会  
2010.9 東京

Yoshida C,  Lee-Kawabata M,  Goda A,  Otsuka M,  
Nakaboh A,  Eguchi A,  Sawada H,  Hirotani S,  Tsujino 
T,  Masuyama T.  Addition of statins enhances benefits 
of cardiac rehabilitation in terms of left ventricular 
diastolic function.  第14回日本心不全学会学術集会 
2010.10 東京

桒垣美雪,  前田真紀子,  戌角幸治,  和田恭直,  藤井誠治,  
正木充,  小柴賢洋.  多項目自動血球分析装置 XE-5000
による髄液細胞数測定の検討.  第42回日本臨床検査自動
化学会 2010.10 神戸

小川多美子,  藤井誠治,  狩野春艶,  村社恵子,  和田恭直,  
戌角幸治,  小柴賢洋.  2機種の血糖測定POCT機の基礎
的検討.  第42回日本臨床検査自動化学会 2010.10 神戸

狩野春艶,  村社恵子,  石井里佳,  山崎敦子,  村上泰章,  小
川多美子,  藤井誠治,  和田恭直,  戌角幸治,  小柴賢
洋.  血中タクロリムス濃度測定法ACMIAにおける非特異
反応と回避方法.  第42回大会日本臨床検査自動化学会 
2010.10 神戸

井垣歩,  岡田文明,  黒田美穂,  本田倫乃,  柴山沙織,  戌角
幸治,  和田恭直,  森山徳秀,  吉矢晋一,  小柴賢洋.  頸椎
症性筋萎縮症におけるErb点電気刺激による近位筋,  遠
位筋導出のCMAPとCMCTの検討.  第40回日本臨床神
経生理学会学術 2010.11 神戸

河田尚子,  岸本裕充,  花岡宏美,  森寺邦康,  和田恭直,  阿
部徹也,  野口一馬,  浦出雅裕.  米国ICUで普及している
口腔ケアキットQ-Careに関する検討～洗口液および湿
潤ジェルの抗菌性～.  第19回日本口腔感染症学会総会 
2010.11 豊中

岸本裕充,  立石幸子,  宇都宮明美,  藤井碧,  花岡宏美,  和
田恭直,  濱田了,  西信一,  浦出雅裕.  VAP予防のための
口腔ケアの標準化を目指して～ケア前後の咽頭部細菌数
の迅速評価～.  第7回日本口腔ケア学会総会・学術大会 
2010.11 大阪

花岡宏美,  岸本裕充,  和田恭直,  河田尚子,  蔵下舞,  幡中
美沙子,  木﨑久美子,  浦出雅裕.  市販の湿潤ジェルのカ
ンジダアルビカンスに対する抗菌性.  第7回日本口腔ケア
学会総会・学術大会 2010.11 大阪　

［地方会等］
山田久美子,  竹末芳生,  和田恭直,  吉本浩子,  高辻加代

子,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  小柴賢洋.  菌血症か
ら分離されたMRSAにおけるEtestと微量液体希釈法に
よるバンコマイシン（VCM）のMIC値の比較.  第53回日本
感染症学会中日本地方会学術集会 2010.11 京都

一木薫,  竹末芳生,  土田敏恵,  中嶋一彦,  高橋佳子,  和田
恭直,  小松美雪.  消化器手術患者における中心静脈カ
テーテル関連血流感染（CRBSI）リスク因子の検討  炎症
性腸疾患はリスク因子となるのか.  第53回日本感染症学
会中日本地方会学術集会 2010.11 京都
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中嶋一彦,  竹末芳生 ,  一木薫 ,  高橋佳子,  和田恭直 .  
MRSA感染症に対するリネゾリドの適切な使用基準. （シ
ンポジウム）第58回日本化学療法学会西日本支部総会 
2010.11 大分

中嶋一彦,  竹末芳生,  一木薫,  高橋佳子,  和田恭直.  当院
における化膿性脊椎炎の臨床的特徴と治療成績. （推薦
演題）第58回日本化学療法学会西日本支部総会 2010.11 
大分

和田恭直,  竹末芳生,  吉本浩子,  山田久美子,  稲村昌輝,  
中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  土田敏恵,  小柴賢洋.  菌
血症における抗MRSA薬のMICcreepの検討.  第58回日
本化学療法学会西日本支部総会 2010.11 大分

真鍋恵理,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  大塚美
里,  正木充,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  増山理,  
吉岡良晃,  宮本裕治.  大動脈弁に腫瘍性病変を認めた大
動脈弁狭窄症の1例.  第110回日本循環器学会近畿地方会 
2010.11 京都

吉田真美,  和田恭直,  吉本浩子,  山田久美子,  小柴賢洋.  
当院における過去5年間の入院・外来別MRSA検出状況
について.  第50回近畿医学検査学会 2010.12 奈良

石井里佳,  狩野春艶,  芝原優美,  村社恵子,  小川多美子,  
藤井誠治,  和田恭直,  戌角幸治,  小柴賢洋.  高速凝固促
進剤入り採血管（ヘパリン加血用）運用方法の検討.  第
50回近畿医学検査学会 2010.12 奈良

［研究会・講演会等］
黒田美穂,  岡田文明,  井垣歩,  柴山沙織,  本田倫乃,  戌角

幸治,  森山徳秀,  吉矢晋一,  小柴賢洋.  Erb点刺激によ
る近位筋及び遠位筋導出複合筋活動電位（CMAP）の検
討.  第32回脊髄機能診断研究会 2010.2 東京

小柴賢洋.  関節リウマチとバイオマーカー  MMP-3・KL-6
を中心に.  第20回生物試料分析科学会年次学術集会 
2010.3 東京

小柴賢洋.  リウマチ診断アップデート～ACR/EULAR ガイ
ドライン改訂における抗 CCP 抗体測定の意義～.  第20
回  日本臨床検査専門医会春季大会 2010.6 小倉

■その他■
増田詩織,  上硲俊法,  麻植芳郎,  上田一仁,  松井昌彦,  狩

野春艶,  角坂芳彦,  山本慶和,  平井和美,  藤本一満,  門
田成喜,  島田一彦,  河岸守,  小柴賢洋,  佐守友博,  高橋
浩.  血清検体クロスチェックの試みを振り返って.  臨床病
理 2010;58:999-1008.

小柴賢洋.  第4期高橋開智塾「自動分析技術を継承するセ
ミナー」（第5回） 2010.3 大阪

小柴賢洋.  健康を守る臨床検査−上手な検査の受け方と上
手な検査データの読み方.  平成22年度インターカレッジ西
宮  医学レクチャー 2010.4 西宮

Masaki M.  The utility of left ventricular function by 
speckle tracking echocardiography in predicting 
mortality in patients with severe sepsis or septic 
shock. （Short Lecture）第36回武庫川心エコーカンファ
レンス 2010.5 西宮

小柴賢洋.  医師の立場から.  臨床病理 2010;58:1009-10.

集中治療医学／ICU
Intensive Care Medicine/Intensive Care Unit

■著書■
竹田健太.  全身管理 （栄養管理,  標準感染予防対策,  人

工呼吸器関連肺炎（VAP）,  全身管理のための周辺機器,  
持続的血液透析）.  高橋仁美,  神津玲,  山下康次  編.  
急性期呼吸理学療法.  東京:メジカルビュー社 2010:28-
34.

竹田健太.  鎮痛薬・鎮静薬・筋弛緩薬の理解と注意すべき
ポイント.  Heart Nursing 2010;23:1138-43.

■学術論文■
［総説］
森沢知之,  高橋哲也,  西信一.  自覚症状別フィジカルアセ

スメント  消化器系.  理学療法ジャーナル 2010;44:899-
905.

西信一.  日本集中治療医学会が目指す専門医とは.  ICUと
CCU 2010;34:1077-82.

［原著］
駒澤伸泰,  安宅一晃,  西信一.  術前化学放射線療法が

食道亜全摘術後の呼吸管理に与える影響.  Med ica l 
Postgraduates 2010;48:56-8.

Komasawa N,  Ueki R,  Itani M,  Nishi S,  Kaminoh Y.  
Validation of the Pentax-AWS Airwayscope utility 
as an intubation device during cardiopulmonary 
resuscitation on the ground.  J Anesth 2010;24:582-6.

［症例報告］
駒澤伸泰,  安宅一晃,  竹田健太,  飯田容子,  西信一,  良本

政章,  宮本裕治.  特発性慢性肺血栓塞栓症に対する肺
動脈血栓内膜除去術後の肺高血圧症に対しクエン酸シ
ルデナフィルが著効した一例.  日本集中治療医学会雑誌 
2010;17:345-6.

駒澤伸泰,  安宅一晃,  藤田公彦,  井手岳,  小濱華子,  西信
一.  声帯浮腫による抜管困難に対しエアウェイスコープに
よる評価を行った1症例.  麻酔と蘇生 2010;46:69-71.

■学会発表■
［国際学会］
Takeda K .  The relat ion between per ioperat ive 

administrat ion of prophylact ic ant ibiot ics and 
rate of surgical site infection. The 13th Asian and 
Australasian Congress of Anesthesiologists（13th 
AACA） 2010.6 Fukuoka

Ide T,  Ikeda Y,  Takeda K,  Nish S.  Postoperative 
management of 25 patients undergoing extrapleural 
pneumonectomy for malignant mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothel ioma Interest Group（IMIG2010）2010.8 
Kyoto
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［国内学会］
安宅一晃,  藤谷茂樹,  児玉貴光,  讃井將満,  嶋岡英輝,  西

信一.  重症患者管理におけるSCCM・FCCSコースの有用
性  FCCS日本開催のアンケート調査より.  第37回日本集
中治療医学会学術集会 2010.3 広島

田中成和,  西信一,  竹田健太 ,  飯田容子,  小濱華子.  
BILEVELモードによる肺リクル−トメントの有用性−17例
の予備的検討−.  第37回日本集中治療医学会学術集会 
2010.3 広島

小濱華子,  井手岳,  竹田健太,  飯田容子,  安宅一晃,  西信
一.  特異な経過をたどった潰瘍性大腸炎の4症例.  第37
回日本集中治療医学会学術集会 2010.3 広島

竹田健太,  小濱華子,  井手岳,  飯田容子,  西信一.  ICT介
入前後のICU内の抗菌薬と耐性菌の変遷.  第37回日本集
中治療医学会学術集会 2010.3 広島

木村政義,  冨加見教男,  鈴木尚紀,  西信一.  人工鼻使用
症例と加温加湿器移行症例の比較検討.  第37回日本集中
治療医学会学術集会 2010.3 広島

Ide T,  Takeda K,  Iida Y,  Kohama H,  Atagi K,  Nish 
S.  The investigation of 133 cases using the landiolol 
hydrochloride in postoperative management.  第37回
日本集中治療医学会学術集会 2010.3 広島

池本進一郎,  竹田健太,  井手岳,  西信一.  重篤な喉頭浮腫
のため抜管に難渋した溶血性尿毒症症候群の一症例.  日
本臨床麻酔学会第30回大会 2010.11 徳島

井手岳,  池田雄一郎,  竹田健太,  西信一.  持続血液濾過
透析におけるリネゾリド投与で血中濃度上昇を認めた3症
例.  第21回日本急性血液浄化学会学術集会 2010.10 横
浜

［地方会等］
井手岳,  竹田健太,  池田雄一郎,  西信一.  DIC治療におけ

るリコンビナント・トロンボモジュリン投与16症例の経験.  
第55回日本集中治療医学会近畿地方会総会 2010.6 吹田

臨床核医学／核医学・PETセンター
Clinical Nuclear Medicine/

Nuclear Medicine and PET Center

■著書■
柏木徹 .  核医学検査概論,  消化器の核医学画像診断法,  

腎の核医学画像診断法,  内分泌の核医学画像診断法.  
松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  
疾病と検査.  東京:南江堂, 2010:168-170,179-87.

奥直彦.  脳の核医学画像診断法,  心臓・血管の核医学画像
診断法,  肺の核医学画像診断法.  松田暉,  荻原俊男,  難
波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南
江堂, 2010:170-9．

河田修治.  骨・骨髄の核医学画像診断法,  炎症の核医学画
像診断法,  悪性腫瘍の核医学画像診断法.  松田暉,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検

査.  東京:南江堂, 2010:187-92．
■学術論文■

［総説］
柏木徹.  SPECT/CT 肝疾患への応用.  映像情報メディカ

ル 2010;42:1110-1.
Oku N,  Kashiwagi T,  Hatazawa J.  Nuclear neuroimaging 

in acute and subacute ischemic stroke.   Ann Nucl Med 
2010;24:629-38.

［原著］
Iimuro Y,  Kashiwagi T,  Yamanaka J,  Hirano T,  Saito S,  

Sugimoto T,  Watanabe T,  Kuroda N,  Okada T,  Asano 
Y,  Uyama N,  Fujimoto J.  Preoperative estimation 
of asialoglycoprotein receptor expression in the 
remnant liver from CT/99mTc-GSA SPECT fusion 
images correlates well with postoperative liver 
function parameters.  J Hepatobiliary Pancreat Sci 
2010;17:673–81.

Kimura Y,  Kitagawa K,  Oku N,  Kajimoto K,  Kato H,  
Tanaka M,  Sakaguchi M,  Hougaku H,  Sakoda S,  
Hatazawa J.  Blood pressure lowering with valsartan 
is associated with maintenance of cerebral blood 
flow and cerebral perfusion reserve in hypertensive 
patients with cerebral small vessel disease.  J Stroke 
Cerebrovasc Dis 2010;19:85-91.

波多野浩士,  津田恭,  川村憲彦,  角田洋一,  高田剛,  足立
史朗,  原恒男,  山口誓司.  前立腺癌の局在診断における
MRI拡散強調像の有用性の検討−前立腺全摘標本との
比較.  日本泌尿器科学会雑誌 2010;101:603-8.

［症例報告］
丸山薫,  河田修治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹.  カルチノイド

腫瘍.  PETjournal 2010;11:38.
■学会発表■

［国際学会］
Kishida Y,  Haruna Y,  Naitoh M,  Katayama K,  

Kashiwagi T.  Effect of ribavirin and pegylated 
interferon–alpha 2b using an “induction” approach 
with natural interferon-beta on innate immunity in 
difficult-to-treat chronic hepatitis C.  7th International 
Conference on Innate Immunity 2010.7 Rhodes

Kishida Y,  Haruna Y,  Naitoh M,  Katayama K,  
Kashiwagi T.  Effect of ribavirin and pegiinterferon–
alpha 2B using an induction approach with natural 
interferon-beta on innate immunity in difficult-to-
treat chronic hepatitis C.  BIT’s 8th Annual Congress 
of Drug Discovery Science and Technology 2010.10 
Beijing

［国内学会］
富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  桜井淳,  田中

淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いたク
エン酸モサプリドの胃運動機能に対する影響. （コアシン
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ポジウム）第6回日本消化管学会総会学術集会 2010.2 福
岡

河田修治,  柏木徹,  奥直彦,  津田恭,  丸山薫.  FDG-PET/
CTにおける脊髄への生理的集積: 分布と頻度について.  
第69回日本医学放射線学会総会 2010.4 横浜

富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  山崎尊久,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた食
事摂取後の機能性ディスペプシアの胃貯留パターン.  第96
回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

奥直彦,  丸山薫,  河田修治,  津田恭,  柏木徹.  悪性リンパ
腫の末梢神経浸潤におけるFDG-PET/CTの有用性.  第
50回日本核医学会学術総会 2010.11 埼玉

津田恭,  丸山薫,  河田修治,  奥直彦,  矢野尾早苗,  尾上公
一,  柏木徹.  腹部腫瘍に対する呼吸同期FDG-PET/CT
の有用性の検討.  第50回日本核医学会学術総会 2010.11 
埼玉

尾上公一,  木谷仁昭,  前田善裕,  矢野尾早苗,  柏木徹.  可
変サンプリングによる全身PET/CT検査の収集時間短縮
に関する検討.  第30回日本核医学技術学会総会学術大
会 2010.11 埼玉

山下達也,  尾上公一,  加藤千晴,  木谷仁昭,  前田善裕.  
PET/CT撮像線量吸収補正係数の相違がSUVに与える
影響.  第30回日本核医学技術学会総会学術大会 2010.11 
埼玉

［地方会等］
富田寿彦,  柏木徹,  三輪洋人.  総合的胃運動機能評価とし

ての胃シンチグラフィ検査の有用性. （ワークショップ）日
本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2大阪

藤原由規,  笹子三津留,  河田修治,  柏木徹.  食道扁平上皮
癌ステージングおよび治療方針選択におけるPET/CTの
有用性. （ワークショップ）日本消化器病学会近畿支部第
92回例会 2010.2 大阪

丸山薫,  柏木徹,  飯室勇二,  藤元治朗.  肝機能評価にお
けるTc-99m-GSA SPECT/CTの有用性. （ワークショッ
プ）日本消化器学会近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

津田恭,  丸山薫,  河田修治,  奥直彦,  柏木徹,  樋口喜英,  
山本新吾.  PET/CTで発見された続発性膀胱悪性リンパ
腫の一例.  第43回日本核医学会近畿地方会 2010.7 大阪

［科学研究費等班会議］
柏木徹.  脾機能評価の核医学的アプローチ. （分担研究）

厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事
業「血小板低値例へのインターフェロン治療法の確立を目
指した基礎および臨床的研究」平成22年度第1回報告会 
2010.7 名古屋

丸山薫,  柏木徹.  放射性コロイドシンチグラフィによる脾機
能の評価. （分担研究）厚生労働科学研究費補助金肝
炎等克服緊急対策研究事業「血小板低値例へのインター
フェロン治療法の確立を目指した基礎および臨床的研
究」平成22年度第2回報告会 2010.11 大阪

［研究会・講演会等］ 

柏木徹.  SPECT/CT  肝疾患への応用.第49回核医学定量
診断研究会 2010.1 大阪

奥直彦.  脳血流の定量は必要か？. （特別講演）Bra in 
imaging 2010 2010.4 広島

岡田昌也 ,  徳川多津子,  井上貴之 ,  加藤るり,  海田勝
仁,  谷口享子,  吉原哲,  藤岡龍哉,  澤田暁宏,  池亀和
博,  玉置広哉,  相馬俊裕,  小川啓恭,  丸山薫,  河田修
治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹.  90Y-イブリツモマブ・チ
ウキセタン（ゼヴァリンR）が著効した再発難治性Small 
lymphocytic lymphoma.  第64回兵庫県白血病懇話会 
2010.5 神戸

奥直彦.  unclear medicineからnewclear medicineへ. （特
別講演）第35回脳循環・脈管セミナー 2010.11 神戸

丸山薫,  河田修治,  津田恭,  奥直彦,  柏木徹,  岡田昌也,  
徳川多津子.  90Y-ゼヴァリンによる悪性リンパ腫の治療.  
第2回関西核医学治療研究会 2010.11 大阪

■ その他■
津田恭,  柏木徹,  岡田昌也.  濾胞性リンパ腫.  絹谷清剛,  

細野眞,  織内昇  編.  111In-ゼヴァリン画像アトラス.  東京:
富士フィルムＲＩファーマ, 2010:36-7.

内視鏡センター
Endoscopic Center

■著書■
渡二郎,  三輪洋人.  消化性潰瘍薬,  健胃消化薬.  矢崎義雄 

監.  松澤佑次,  奥村勝彦,  永井良三,  千葉勉,  伊藤貞嘉  
編.  治療薬UP-TO-DATE2010.  東京:メディカルレビュー
社, 2010:305-7,322-3.

大島忠之,  三輪洋人.  鎮痙薬.  堀正二,  菅野健太郎,  門脇
孝,  乾賢一,  林昌洋  編.  治療薬ハンドブック2010.  東京:
じほう, 2010:440-2.

櫻井淳,  三輪洋人.  消化・吸収.  渡辺純夫  編.  消化器内
科学.  東京:シュプリンガー・ジャパン, 2010:20-4.

近藤隆,  三輪洋人.  腹壁,  腹膜,  消化管の機能検査.  渡
辺純夫  編.  消化器内科学.  東京:シュプリンガー・ジャパ
ン, 2010:29-30,91-3.

浅野晴紀,  三輪洋人.  嚥下困難.  渡辺純夫  編.  消化器内
科学.  東京:シュプリンガー・ジャパン, 2010:34-5.

三輪洋人.  胸やけ,  げっぷ.  渡辺純夫  編.  消化器内科学.  
東京:シュプリンガー・ジャパン, 2010:36-7.

奥川卓也,  三輪洋人.  悪心,  嘔吐.  渡辺純夫  編.  消化器
内科学.  東京:シュプリンガー・ジャパン, 2010:37-9.

富田寿彦,  三輪洋人.  急性胃炎,  機能性ディスペプシア.  渡
辺純夫  編.  消化器内科学.  東京:シュプリンガー・ジャパ
ン, 2010:124-5,128-9.

林千鶴子,  三輪洋人.  胃ポリープ,  胃腺腫,  MALTリンパ
腫.  渡辺純夫  編.  消化器内科学.  東京:シュプリンガー・
ジャパン, 2010:136-7,147-9.

田中淳二,  三輪洋人.  胃癌.  渡辺純夫  編.  消化器内科学.  
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東京:シュプリンガー・ジャパン, 2010:138-46.
豊島史彦,  三輪洋人.  腹膜炎,  腹膜腫瘍,  後腹膜腫瘍.  

渡辺純夫  編.  消化器内科学.  東京:シュプリンガー・ジャ
パン, 2010:332-5.

渡二郎,  三輪洋人.  肥満と食道・胃疾患.  日本消化器病学
会  編.  肥満と消化器疾患.  東京:金原出版, 2010:109-18.

金鏞民,  三輪洋人.  消化管造影X線検査.  渡辺純夫  編.  
消化器内科学.  東京:シュプリンガー・ジャパン, 2010:65-
70.

三輪洋人.  内視鏡検査概論.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:194-5.

富田寿彦,  三輪洋人.  胃食道逆流症（GERD）.  松田暉,  
荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治
療II.  東京:南江堂, 2010:39-42.

森田毅.  急性腹症,  急性腹膜炎.  松田暉,  荻原俊男,  難波
光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療II.  東京:南江
堂, 2010:97-9.

樋田信幸,  松本譽之.  癌化・dysplasiaのサーベイランス.  
日比紀文  編.  炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:93-9.

樋田信幸.  大腸ポリープ,  消化管ポリポーシス.  松田睴,  荻
原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  看護学テ
キスト  疾患と治療Ⅱ.  東京:南光堂, 2010:80-3.

■学術論文■
［総説］
Miwa H,  Kondo T,  Oshima T,  Fukui H,  Tomita T,  

Watari J.  Esophageal sensation and esophageal 
hypersensitivity - overview from bench to bedside.  J 
Neurogastroenterol Motil 2010;16:353-62.

富田寿彦,  三輪洋人.  FDとGERDのオーバーラップ.  治療 
2010;92:504-7.

渡二郎,  大島忠之,  富田寿彦,  三輪洋人.  NERDの病態.  
カレントテラピー 2010;28:8-12.

三輪洋人,  渡二郎,  福井広一,  大島忠之,  富田寿彦.  機能
性ディスペプシアの病態と治療.  日本臨牀 2010;68:1391-
401.

田中淳二,  三輪洋人.  非悪性疾患との関わりはどこまで明
らかになったか.  Helicobacter Research 2010;14:169-74.

渡二郎,  大島忠之,  富田寿彦,  三輪洋人.  NERD（非びら
ん性胃食道逆流症）の病態と治療  NERDの病態.  カレン
トテラピー 2010;28:528-32.

大島忠之,  三輪洋人.  酸分泌抑制薬以外の治療薬をどう使
うか.  消化器の臨床 2010;13:435-9.

堀和敏,  三輪洋人.  胃食道逆流症,  特に非びらん性逆流症
の診断と治療の実際.  診断と治療 2010;98:1411-5.

福井広一,  三輪洋人.  逆流性食道炎に対する薬物療法.  成
人病と生活習慣病 2010;40:881-4.

大島忠之,  三輪洋人.  消化管知覚と漢方.  日本消化器病学
会雑誌 2010;107:1604-10.

大島忠之,  三輪洋人.  機能性ディスペプシアの治療ターゲッ
トとしてのセロトニン受容体.  G.I. Research 2010;18:415-

23.
渡二郎,  三輪洋人.  胃の前癌病変.  日本消化器病学会雑誌 

2010;107:1759-69.
福井広一,  三輪洋人.  逆流性食道炎（GERD）.  Medicina 

2010;47:1767-9.
三輪洋人,  大島忠之,  富田寿彦.  上腹部愁訴に対する漢

方治療−機能性上部消化管疾患と六君子湯−.  外科治療 
2010;103:545-51.

樋田信幸,  松本譽之.  IBD cancer/dysplasiaの内視鏡診断  
典型例から診断困難例まで.  大腸疾患NOW 2010;特別
号:234-9.

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  吉
田幸治,  應田義雄,  樋田信幸,  中村志郎,  松本譽之.  潰
瘍性大腸炎における末梢血T細胞の存在と役割について.  
消化器と免疫 2010;46:91-4.

樋田信幸,  松本譽之.  Colitic cancer/dysplasiaの内視鏡診
断.  Modern Physician 2010;30:969-72.

樋田信幸 ,   松本譽之 .   直腸炎と癌に関係はあるのか.  
Intestine 2010;14:619-22.

會澤信弘,  西口修平.  肝癌進展抑制を目的としたPEG-IFN
単独長期投与.  肝胆膵 2010;61:134-41.

榎本平之,  坂井良行,  會澤信弘,  西口修平.  肝胆膵  慢性
肝炎.  内科 2010;105:980-5.

櫻井淳,  小畑浩一,  大島忠之,  野口光一,  三輪洋人.  ラッ
ト胃の伸展刺激に伴う急性内臓痛と一次知覚ニューロ
ンにおけるERKの活性化.  兵庫医科大学医学会雑誌 
2009;34:79-80.

［原著］
Oshima T,  Koseki J,  Sakurai J,  Watari J,  Matsumoto T,  

Miwa H.  NK-1 recepter is involved in the decreased 
movement in a rat chronic acid reflux esophagitis 
model.  Neurogastroenterol Motil 2010;22:579-84.

Miwa H,  Koseki J,  Oshima T,  Kondo T,  Tomita T,  Watari 
J,  Matsumoto T,  Hattori T,  Kubota K,  I izuka 
S.  Rikkunshito, a traditional Japanese medicine,  
may rel ieve abdominal symptoms in rats with 
experimental esophagitis by improving the barrier 
function of epithelial cells in esophageal mucosa.  J 
Gastroenterol 2010;45:478-87.

Oshima T,  Nakajima S,  Yokoyama T,  Toyoshima 
F,  Sakurai J,  Tanaka J,  Tomita T,  Kim Y,  Hori K,  
Matsumoto T,  Miwa H.  The G-Protein beta 3 subunit 
825 TT genotype is associated with epigastric pain 
syndrome-like dyspepsia.  BMC Med Genet 2010;11:13.

Hiraishi H,  Haruma K,  Miwa H,  Goto H.  Clinical 
trial: irsogladine maleate,  a mucosal protective drug,  
accelerates gastric ulcer healing after treatment 
for eradication of Helicobacter pylori  infection - the 
results of a multicentre,  double-blind,  randomised 
clinical trial（IMPACT study）.  Aliment Pharmacol 
Ther 2010;31:824-33.
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Tomita T,  Iijima H,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Nishiguchi S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Abdominal 
ultrasonography as a new modality for the diagnosis 
of gastroesophageal reflux disease.  J Gastroenteroｌ 
Hepatol 2010;25（Supp1.1）:S45-8.

Fukunaga K,  Yokoyama Y,  Kamikozuru K,  Yoshida K,  
Kikuyama R,  Nagase K,  Nakamura S,  Takei Y,  Miwa 
H,  Matsumoto T.  Selective depletion of peripheral 
granulocyte/monocyte enhances the eff icacy of 
scheduled maintenance infliximab in Crohn's disease.  
J Clin Apher 2010;25:226-8.

Hori K,  Kim Y,  Sakurai J,  Watari J,  Tomita T,  Oshima 
T,  Kondo C,  Matsumoto T,  Miwa H.  Non-erosive reflux 
disease rather than cervical inlet patch involves 
globus.  J Gastroenterol 2010;45:1138-45.

Kondo T,  Oshima T,  Obata T,  Sakurai J,  Knowles 
CH,  Matsumoto T,  Noguchi K,  Miwa H.  Role of 
transient receptor potential A1 in gastric nociception.  
Digestion 2010;82:150-5.

Watari J,  Sakurai J,  Morita T,  Yamazaki T,  Okugawa 
T,  Toyoshima F,  Tanaka J,  Tomita T,  Kim Y,  Oshima 
T,  Hori K,  Moriichi K,  Tanabe H,  Fujiya M,  
Kohgo Y,  Das KM,  Matsumoto T,  Miwa H.  A 
case of early Barrett's adenocarcinoma repeatedly 
developing multiple metachronous lesions shortly 
after endoscopic therapy: an analysis for genetic 
and epigenetic alterations.  Gastrointest Endosc 
2010;72:1303-7.

Miwa H,  Inoue K,  Ashida K,  Kogawa T,  Nagahara 
A,  Yoshida S,  Tano N,  Yamazaki Y,  Wada T,  
Asaoka D,  Fujita T,  Tanaka J,  Shimatani T,  Manabe 
N,  Oshima T,  Haruma K,  Azuma T,  Yokoyama 
T; the Japan TREND study group.  Randomised 
clinical trial: efficacy of the addition of a prokinetic,  
mosapride citrate, to omeprazole in the treatment of 
patients with non-erosive reflux disease - a double-
blind,  placebo-controlled study.  Aliment Pharmacol 
Ther 2010;33:323-32.

三輪洋人.  日本人男性における下痢症状を主訴とする過敏
性腸症候群患者の生活実態調査−J-ROADⅡ: Japanese 
research of abdominal symptoms for irritable bowel 
syndrome Ⅱ−.  新薬と臨床 2010;59:32-6.

大島忠之,  小瀬木順一,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  慢
性酸型ラット逆流性食道炎モデルにおける自発運動量と
NK-1受容体.  Therapeutic Research 2010;31:503-5.

豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  三輪洋人.  ディスペプ
シア症状発現に対する遺伝子多型の関与.  Progress in 
Medicine 2010;30:784-6.

小瀬木順一,  大島忠之,  三輪洋人.  気液界面培養システ
ムを用いた食道様重層扁平上皮細胞系の確立.  潰瘍 
2010;37:32-4.

［症例報告］
Tanaka J,  Oshima T,  Hori K,  Tomita T,  Kim Y,  Watari 

J,  Oh K,  Hirota S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Small 
Gastrointestinal stromal tumor of the stomach 
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昭生,  高嶋智之,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中
弘教,  榎本平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  内視鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対
するBCAA顆粒製剤とBCAA髙含有経腸栄養剤との栄
養学的効果の比較検討.  第96回日本消化器病学会総会 
2010.4 新潟

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河野
友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当院
における胃切除後患者での胆膵内視鏡治療の現状.  第
79回日本消化器内視鏡学会総会 2010.5 東京

會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  山本晃久,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤
正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平,  河野
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友彰,  中村志郎,  松本譽之.  十二指腸静脈瘤破裂に対し
ダブルバルーン内視鏡によるEVLが奏功した1例.  第79回
日本消化器内視鏡学会総会 2010.5 東京

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島
尋子,  松久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対す
る,  in situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプ
ローチ.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

齋藤正紀,  會澤信弘,  高嶋智之,  坂井良行,  山本晃久,  池
田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本平之,  今西宏安,  下
村壮治,  飯島尋子,  西口修平.  体組成分析によるC型慢
性肝炎のインターフェロン/リバビリン治療効果の検討.  
第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

田中弘教,  飯島尋子,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  岩田
恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口
修平.  肝癌診断におけるEOB MRIと造影超音波検査の
位置づけ.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

會澤信弘,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平,  西上隆之,  山中潤一,  飯室勇二,  藤元治朗.  C型
慢性肝炎組織におけるミトコンドリア遺伝子異常とインス
リン抵抗性についての検討. （ワークショップ）第46回日
本肝臓学会総会 2010.5 山形

高嶋智之,  楊和典,  岩井孝史,  石井昭生,  坂井良行,  會澤
信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  C型肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療法
の治療効果.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

山本晃久,  高嶋智之,  會澤信弘,  飯島尋子,  金守良,  城村
尚登,  奥新浩晃,  菅野雅彦,  二宮俊明,  大岡照二,  瀬尾
靖,  廣田誠一,  西口修平.  Peg-IFN＋RBV併用療法後の
天然型IFNα少量長期投与によるHCV再燃と肝発癌の抑
制効果に関する検討.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 
山形

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  飯島
尋子.  Virtual Touch Tissue Quantificationによる肝線
維化診断（想定値と乖離例の検討）.  第46回日本肝臓学
会総会 2010.5 山形

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  西上隆之,  辻
村亨,  廣田誠一,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平.  造影
超音波検査を用いた肝細胞癌の悪性度評価および分子
標的薬治療効果判定. （シンポジウム）日本超音波医学会
第83回学術集会 2010.5 京都

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  西上隆之,  辻
村亨,  廣田誠一,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平.  造影
超音波検査による肝癌悪性グレード分類を用いた門脈侵

襲予測.  日本超音波医学会第83回学術集会 2010.5 京都
吉田昌弘,  田中弘教,  吉本直喜,  會澤信弘,  齋藤正紀,  西

上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
腫慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
VTTQ法の乖離例の検討.  日本超音波医学会第83回学
術集会 2010.5 京都

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河野
友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当院
における高齢者の胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療
の現状. （ワークショップ）第13回日本高齢消化器病学会 
2010.7 東京

田中弘教,  中野宏朗,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  
榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  西口修平.  高齢肝癌患
者に対するラジオ波熱凝固療法.  第13回日本高齢消化器
病学会 2010.7 東京

横山陽子,  福永健,  上小鶴孝二,  菊山梨紗,  加藤恭一,  吉
田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  樋田信幸,  中村志郎,  松
本譽之.  免疫抑制剤ナイーブ発症早期クローン病患者に
おけるInfliximabが患者末梢免疫制御性T細胞に与える
影響.  第47回日本消化器免疫学会総会 2010.7 大津

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎治療におけるタクロリムス使用法
の実際,  兵庫医科大学での使用経験について. （サテ
ライトシンポジウム）第80回日本消化器内視鏡学会総会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
會澤信弘,  藤元治朗,  西口修平.  慢性肝疾患組織における

ミトコンドリア遺伝子異常と肝発癌.  第14回日本肝臓学会
大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯島
尋子,  松久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎の診
断と病態解明へのinsitu hybridizationによるアプローチ.  
第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

今西宏安,  吉川昌平,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中
弘教,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  下村壯治,  飯島
尋子,  西口修平.  慢性肝疾患患者の肝線維化における血
液型と血清アルカリホスファターゼの検討.  第14回日本肝
臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高
嶋智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯
島尋子,  西口修平.  未分化肝細胞の増殖因子Hepatoma-
derived growth factorの腫瘍間質非上皮細胞への作用
に関する検討.  第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

榎本平之,  會澤信弘,  西口修平.  C型慢性肝炎組織におけ
るミトコンドリア遺伝子異常と発癌についての検討. （シ
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ンポジウム17）第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010）
2010.10 横浜

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂
井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島壽子,  河
野友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当
院における胆膵内視鏡治療時の胆管挿管困難例への対
策.  第80回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

三輪洋人.  胃食道逆流症（GERD）の考え方−上部消化管
疾患のトレンドとそれへの対応−. （ランチョンセミナー）第
52回全日本病院学会. 2010.10 神戸

三輪洋人 .  機能性消化管疾患の病態と心理・社会的因子. 
（シンポジウム）第2回日本神経消化器病学会. 2010.10 鹿
児島

渡二郎,  盛一健太郎,  三輪洋人.  H.pylori除菌治療の早
期胃癌内視鏡治療後の異時性発癌抑制効果に関する基
礎的検討. （シンポジウム）第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
菊山梨沙,  吉田幸治,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室

正樹,  横山陽子,  上小鶴孝二,  中村志郎,  三輪洋人,  松
本譽之.  腹腔内膿瘍合併クローン病に対するインフリキ
シマブを用いた治療戦略.  第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
河合幹夫,  應田義雄,  樋田信幸,  小川智広,  河野友彰,  加

藤恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  
武田直久,  飯室正樹,  福永健,  堀和敏,  中村志郎,  渡二
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の多発炎症性
ポリープを呈する緩解粘膜に発生し,  dysplasiaと鑑別が
問題となったLSTをESDで一括切除しえた一例.  第80回
日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 2010.10 横
浜

森田毅,  山崎尊久,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中淳二,  富田
寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  三輪洋人.  
内視鏡的粘膜下層剥離術の難易度と予想切除時間の数
値化に関する試み.  第80回日本消化器内視鏡学会総会

（JDDW2010） 2010.10 横浜 
三輪洋人 ,  本郷道夫.  GERDの健康関連QOLに対する

Rabeprazoleの臨床効果−SF-8とFSSGを用いた大規模
観察研究−. （シンポジウム）第52回日本消化器病学会大
会（JDDW2010） 2010.10 横浜

富田寿彦,  山崎尊久,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田
中淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二
郎,  松本譽之 ,  三輪洋人 .  高齢者逆流性食道炎の逆
流症状と健康関連QOL.  第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
豊島史彦,  大島忠之,  中島滋美,  戸川昌代,  山崎尊久,  奥

川卓也,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  堀和
敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  ディスペプシア症状
発現とニューロペプチドY（NPY）遺伝子多型との関連.  
第52回日本消化器病学会大会（JDDW2010） 2010.10 横

浜
奥川卓也,  大島忠之,  Chen X,  神谷紀子,  豊島史彦,  櫻井

淳,  田中淳二,  森田毅,  富田寿彦,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人.  胃粘膜内癌におけるクローディンの
発現と増殖能は相関する.  第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
三輪洋人.  上腹部症状発現メカニズムと臨床的対応. （ブ

レックファーストセミナー）第52回日本消化器病学会大会
（JDDW2010） 2010.10 横浜

Chen X,  大島忠之,  小瀬木順一,  三輪洋人.  食道用重層
扁平上皮細胞系における胆汁酸の影響.  第38回日本潰瘍
学会 2010.11 大阪

［地方会等］
富田寿彦,  柏木徹,  三輪洋人.  総合的胃運動機能評価とし

ての胃シンチグラフィ検査の有用性.  日本消化器病学会
近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

中村寛子,  渡二郎,  森田毅,  櫻井淳,  住吉晃典,  山崎尊久,  
奥川卓也,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  金鏞民,  大
島忠之,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  LSBEに発生し
た多発バレット腺癌の一例.  日本消化器病学会近畿支部
第92回例会 2010.2 大阪

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奧順介,  河野友彰,  横
山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村
志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  重症の高齢発症潰瘍性大
腸炎の治療後に合併したPneumocystis Pneumoniaeの
一例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2 大
阪

松本優子,  関裕美子,  安藤純哉,  名生諭史,  吉田俊一,  中
村志郎.  腸結核と鑑別を要する内視鏡像を呈したクロー
ン病の1例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 
2010.2 大阪

山崎尊久,  富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  三
輪洋人,  山下英孝,  海邊展明,  松本友廣,  小石健二,  菊
地正二郎,  笹子三津留.  術前診断が困難であった幽門狭
窄合併進行胃癌の一例.  第84回日本消化器内視鏡学会
近畿地方会 2010.3 大阪

應田義雄,  河合幹夫,  豊島史彦,  奧順介,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  NBI拡大観察併用で診断した
大腸平坦型SM癌の最近の4症例.  第84回日本消化器内
視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

奧順介,  應田義雄,  豊島史彦,  河合幹夫,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナ
イフの使用経験.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地
方会 2010.3 大阪

田村彰朗,  豊島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  岡本聡子,  大島
忠之,  福井広一,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  クロー
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ン病の経過観察中に間質性腎炎を認めた1例.  第192回日
本内科学会近畿地方会例会 2010.9 大阪

田中淳二,  奥川卓也,  山崎尊久,  横山聡子,  近藤隆,  豊
島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  森田毅,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  S-1/
Lentinan+Paclitaxel併用療法により良好なQOLを維持し
長期生存が得られている癌性腹水を伴う切除不能進行胃
癌の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 2010.9 
大阪

河合幹夫,  上小鶴孝二,  應田義雄,  吉田幸治,  河野友彰,  
横山陽子,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  三
輪洋人,  松本譽之.  IgA腎症・腎細胞癌を併発したクロー
ン病の一例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

高嶋智之 ,  榎本平之 ,  森脇英一郎,  岩井孝史,  坂井良
行,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  齋藤正
紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中西恵二,  西口修
平.  初診時に抗核抗体陰性,  IgGが正常であった自己免
疫性肝炎の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

河野友彰,  樋田信幸,  松本譽之.  術直後クローン病に残存
する小腸病変の評価,  通常および色素カプセル内視鏡に
よる前向き無作為交差試験. （シンポジウム）第85回日本
消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

應田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  生検瘢痕を伴う大腸平坦
型腫瘍（特にLST-NG）に対する内視鏡治療の経験. （ビ
デオワークショップ）第85回日本消化器内視鏡学会近畿
地方会 2010.10 大阪

小川智広,  應田義雄,  河合幹夫,  野上晃司,  河野友彰,  菊
山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  
福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志郎,  三輪
洋人,  松本譽之.  オリンパス社製高伝達受動湾曲スコー
プ（PCF-Y0005）の使用経験.  第85回日本消化器内視鏡
学会近畿地方会 2010.10 大阪.

櫻井淳,  渡二郎,  森田毅,  山崎尊久,  奥川卓也,  岡本聡子,  
近藤隆,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  内視鏡的切除を
施行した早期十二指腸癌の一例.  第85回日本消化器内視
鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

富田寿彦,  渡二郎,  三輪洋人.  無症候性びらん性食道炎の
上腹部症状とQOL. （シンポジウム）第85回日本消化器
内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪.

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  西村純子,  松永桃子,  平山秀
男,  岩井孝史,  會澤信弘 ,  藤元治朗,  西口修平,  飯
島尋子.  肝腫瘍性病変におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）法の検討.  日本超音波医学会
第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

坂井良行,  岩田恵典,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.   
内視鏡的デブリドメントが有効であった膵仮性嚢胞の一

例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 
大阪　

池尾光一,  應田義雄,  横山陽子,  野上晃司,  小川智広,  上
小鶴孝二,  吉田幸治,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  
抗TNF-α製剤で乾癬樣皮疹を発症した大腸クローン病
の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

三輪洋人 .  ヘリコバクター・ピロリ感染症−最近の動向−. 
（教育講演）日本内科学会第43回近畿支部生涯教育講演
会 2010.12 神戸

［科学研究費等班会議］
岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  桑

原絵里加,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改訂ワー
キンググループ報告.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  潰瘍
性大腸炎治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東
京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  ク
ローン病治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室正樹,  武
田直久,  吉田幸治,  上小鶴孝二,  横山陽子,  加藤恭
一,  河野友彰,  河合幹夫,  菊山梨紗,  長瀬和子,  中村志
郎,  池内浩基.  顆粒球単球吸着除去療法（Granulocyte/ 
Monocyte Adsorption Apheresis）によるステロイド抵抗
性難治性潰瘍性大腸炎患者の長期維持治療: シャムカラ
ムを用いた無作為2重盲検試験の結果から（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

飯塚文瑛,  長堀正和,  長沼誠,  国崎玲子,  樋田信幸,  炎症
性腸疾患手帳（厚労省渡辺班版）作成: 日常診療におけ
る効率の良い情報収集（各個研究）.  厚生労働科学研究
費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 
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東京
渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡

辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  XX3による潰瘍性大腸
炎合併癌ハイリスク例の選別（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  マイクロアレイによる遺伝
子発現からみた、潰瘍性大腸炎合併癌と一般大腸癌の相
違点（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松本譽之,  杉田昭,  余田篤,  蘆田知史,  安藤朗,  伊藤裕
章,  押谷伸英,  金井隆典,  鈴木康夫,  長堀正和,  松井
敏幸,  佐々木巌,  友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  
應田義雄.  標準化を目指した治療指針改訂.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22
年度第1回総会 2010.7 東京

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  樋田信幸,  應
田義雄,  飯室正樹,  武田直久,  吉田幸治,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  河野友彰,  河合幹夫,  野上晃司,  長瀬和子,  堀
和敏,  中村志郎,  松本譽之.  周術期潰瘍性大腸炎におけ
る末梢血T細胞の動態.  厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

［研究会・講演会等］
三輪洋人.  過敏性腸症候群（IBS）−最新知見と新たな治

療の選択肢−.  過敏性腸症候群学術講演会 2010.1 津
三輪洋人.  GERDの新しい考え方.  第3回平成消化器懇話

会 2010.2 東京
三輪洋人.  GERDの新しい考え方.  第6回金沢南消化器研

究会 2010.2 金沢
三輪洋人 .  胃はなぜ痛むのか？～腹部症状発現メカニズ

ムとディスペプシアの病態～.  第5回大阪胃腸病フォーラム
（OGIF） 2010.2 大阪

三輪洋人.  NSAIDにおける消化管障害の原因と治療.  第9
回関西膠原病フォーラム 2010.3 京都

三輪洋人.  機能性ディスペプシアにおける5HT1A受容体作
動薬（セディール）の治療効果. （ワークショップ）第4回
機能性ディスペプシア研究会 2010.5 東京

坂井良行,  岩田恵典,  齋藤正紀,  楊和典,  岩井孝史,  石井

昭生,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本
平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  内視
鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA
顆粒製剤とBCAA高含有経腸栄養剤との栄養学的効果
の比較検討  日本消化器内視鏡学会総会  第2回集学的
静脈瘤治療研究会 2010.5 東京

岩井孝史,  飯島尋子,  田中弘教,  蒲惠蔵,  中野宏朗,  高
嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平.  肝
細胞癌はPDであったが脳・骨転移にSorafenibが有効で
あった1症例  第2回分子標的治療研究会 2010.6 東京

田中弘教,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  藤元治朗,  
西口修平.  造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期
治療効果予測の試み  第2回分子標的治療研究会 2010.6 
東京

應田義雄,  小川智広,  野上晃司,  樋田信幸,  松本譽之.  生
検瘢痕を伴う大腸平坦型腫瘍（特にLST-NG）に対する
内視鏡治療の経験−EMR,  ESD併用スネアEMR,  ESD
の比較−.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

小川智広,  應田義雄,  野上晃司,  河合幹夫,  河野友彰,  樋
田信幸,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナイフの
使用経験.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

高嶋智之,  田中弘教,  森脇英一朗,  岩井孝史,  楊和典,  石
井昭生,  中野宏朗,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池
田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下
村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  肝炎症性偽腫瘍の診断に
Sonazoid造影超音波検査が有用であった1例.  第46回日
本肝癌研究会 2010.7 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  中野宏朗,  高嶋智之,  坂井良行,  會
澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  斉藤
慎一,  藤元治朗,  中島収,  飯島尋子,  西口修平.  EOB-
MRIの肝細胞造影相すべて低信号であったアルコール性
肝硬変の3結節の画像と組織の対比.  第46回日本肝癌研
究会 2010.7 大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元
治朗,  西口修平.  肝細胞癌の血管構築から見た悪性度お
よび門脈侵襲の診断−組織と比較して−. （パネルディス
カッション）第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

奥川卓也,  富田寿彦,  山崎尊久,  豊島史彦,  田村彰朗,  岡
本聡子,  近藤隆,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  大島忠
之,  福井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  
胃シンチグラフィを用いた総合的胃運動機能評価法として
の妥当性.  第42回胃病態機能研究会 2010.8 札幌

Chen X,  Oshima T,  Kamiya N,  Togawa M,  Miwa H.  
Acidic bile salt modulates the squamouse epithelial 
barrier function by modulating tight junction protein.  
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潰瘍病態研究会第19回フォーラム 2010.8 東京
三輪洋人.  感じる消化管−消化管知覚過敏とFGIDs.  京都

FGIDs（機能性消化管障害）講演会. 2010.10 京都
大島忠之,  小瀬木順一,  近藤隆,  櫻井淳,  富田寿彦,  福井

広一,  渡二郎,  三輪洋人.  TRPA1は胃の適応性弛緩を
制御する−新規覚醒下モルモットモデルを用いて−. （セッ
ション）第3回J-FD研究会. 2010.11 東京

三輪洋人.  胃癌とピロリ菌.  第1回Takarazuka消化管研究
会. 2010.11 大阪

三輪洋人.  NSAID潰瘍～なぜ起きるのか？どう防ぐのか？
～.  阪神地区学術講演会. 2010.11 尼崎

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻
村亨,  藤元治朗,  西口修平.  Kupffer機能と腫瘍微細血
管構築による肝細胞癌悪性度分類の有用性.  第24回肝
類胴壁細胞研究会 2010.11 福島

■その他■
富田寿彦,  奥川卓也,  山崎尊久,  豊島史彦,  三輪洋人.  

Q&A  血液透析後に腹痛,  腹部膨満感が出現し来院  こ
の腹部単純CT検査から考えられる疾患は？.  日本消化
器病学会雑誌 2009;106:1672-3.

渡二郎,  三輪洋人.  GERD・バレット食道と人種差との関連
（Q&A）.  日本医事新報 2010;4443;78-9.　

大島忠之,  三輪洋人.  食後から起こる激しい腹痛（Q&A）.  
日本医事新報 2010;4486:77-8.

三輪洋人,  金子宏,  富永和作.  セロトニン受容体からみた
機能性ディスペプシアへのアプローチ. （座談会）Pharma 
Medica 2010;28:157-64.

三輪洋人 .   日本語抄訳: I B Sにおける小腸内細菌異常
増殖: systemic review およびメタ解析.  Review of 
Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and 
Hepatology 2010;5:43-5.

三輪洋人,  松枝啓,  春間賢.  Rome III基準におけるFDの
診断基準は妥当か？. （座談会）THE GI FOREFRONT 
2010;6:53-62.

三輪洋人 .   日本語抄訳: ピロリ菌除菌法としての有効
性は4剤によるsequent ia l療法とconcomitant療法で
差はない.  Review of Gastroenterology & Clinical 
Gastroenterology and Hepatology 2010;5:41-3.

藤本一眞,  福土審,  中島淳,  三輪洋人.  下部消化管の機能
性疾患. （座談会）THE GI FOREFRONT 2010;6:41-9.

三輪洋人.  若手研究者のための論文の書き方講座.  THE 
GI FOREFRONT 2010;6:82-4.

三輪洋人,  乾明夫,  及川哲郎,  佐々木巌,  永原章仁,  帆足
誠司.  消化管疾患と漢方. （座談会）日本消化器病学会
雑誌 2010;107:1611-22.

三輪洋人,  大島忠之,  勝野達郎,  澤田典均.  細胞間ジャ
ンクションの新たなる展開. （座談会）Pharma Medica 
2010;28:163-9.

三輪洋人.  健康Q&A  水面に浮かぶ油,  薄黄色の便が続

く.  整腸剤で様子をみていいか？.  ばらんす 2010;29:12.
三輪洋人.  FD/IBS患者の現状と課題～その疫学と病態～.  

消化器診療 2010;89:4-5.
三輪洋人.  クリニックファイル 「胸やけ」は逆流性食道炎の

サイン.  神戸新聞  奥さま手帳 2010;89:20-1.
樋田信幸.  炎症性腸疾患における治療の進歩.  第4回炎症

性腸疾患市民公開講座 2010.1 盛岡
三輪洋人.  ピロリ菌と胃の病気  あなたは大丈夫ですか？～

知っておきたい,  ピロリ菌の知識と対処法～.  社団法人
兵庫県薬剤師会県民公開講座 2010.2 尼崎

三輪洋人.  胃癌とピロリ菌～アジアのなぞを巡って～.  第2
回堺・黒土病診連携ネットワーク 2010.3 堺

三輪洋人.  機能性消化管障害のメカニズムと治療を考える.  
AstraZenecca TV Symposium 2010.3 大阪

三輪洋人 .   エビデンスに基づいた上腹部症状の治療.  
Gastrointestinal Symposium 2010.3 横浜

三輪洋人 .  エビデンスに基づいた上腹部症状の治療−新
しいGERDガイドラインを含めて−.  浜松GERDセミナー 
2010.4 浜松

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎の長期経過における問題点,  サー
ベイランスを中心として.  アサコール錠新発売記念講演会 
2010.4 神戸

三輪洋人.  胃がんについて−胃がんになりやすい人,  なりに
くい人−.  兵庫県予防医学協会  がんをよく知るための講
座 2010.7 神戸

三輪洋人.  FD/IBS患者の現状と課題～その疫学と病態～.  
FGIDs Expert Meeting 2010.8 東京

三輪洋人.  感じる消化管−機能性消化管疾患と内臓知覚過
敏−.  第10回Shimane GI Club 2010.9 松江

三輪洋人.  GERDに対するPPIの治療効果.  消化器Expert 
Forum 2010 2010.11 東京

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎の新規治療.  第39回兵医大腸疾
患研究会 2010.11 尼崎

樋田信幸.  UCにおけるタクロリムス,  摂食条件による効
果の違いについて.  第1回関西Tacrolimusu UCセミナー 
2010.11 大阪

樋田信幸.  大腸内視鏡,  挿入のコツ.  第290回兵庫県消化
管研究会 2010.11 神戸

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎に対する免疫調節剤の使用法.  第
10回兵庫IBDカンファレンス 2010.12 神戸

樋田信幸.  クローン病・潰瘍性大腸炎について.  兵庫県難
病連絡協議会医療相談会 2010.12 神戸

超音波センター
Ultrasound Imaging Center

■著書■
合田亜希子,  増山理.  感染性心内膜炎.  堀正二,  永井良

三  編.  循環器疾患最新の治療2010-2011.  東京:南江堂, 
2010:165-9.
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飯島尋子.  超音波検査概論.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:129.

合田亜希子.  心臓超音波（心エコー）検査.  松田暉,  荻原
俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  
東京:南江堂, 2010:129.

田中弘教.  腹部超音波検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光
義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:135-40.

合田亜希子.  血栓性静脈炎・深部静脈血栓症・下肢静脈瘤,  
リンパ管炎・リンパ節炎,  リンパ浮腫.  疾病と治療Ⅰ  松
田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  総編.  
東京:南江堂, 2010:200-3.

■学術論文■
［総説］
飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘 ,  池田直人,  山本晃久,  

岩田恵典,  榎本平之 ,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯
治,  中正恵二,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平.  Acoustic 
Radiation Force Impulseによる非侵襲的肝線維化診断
法の有用性.  肝臓 2010;51:54-5.

田中弘教,  飯島尋子.  肝腫瘍診断および治療支援における
造影超音波の基礎～投与法,  装置法,  時相～.  肝胆膵 
2010;60:355-62.

貴田岡正史,  熊田卓,  松田康雄,  飯島尋子,  小川眞広,  工
藤信樹,  小原和史,  紺野啓,  高倉玲奈,  西田睦,  南康
範,  森秀明,  山田昌彦,  日本超音波医学会用語・診断基
準委員会.  肝腫瘤の超音波診断基準（案）.  超音波医学 
2010;37:157-66．

飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘,  西口修平.  その他（最
新動向） 超音波による非侵襲的肝線維化診断  剪断弾
性波の特性と臨床における有用性の検討.  Innervision 
2010;25:71-3.

田中弘教 ,  飯島尋子.  肝  転移性肝がんの診断・治療
におけるアルゴリズム  内科の立場から.  Innervision 
2010;25:16-9.

田中弘教,  飯島尋子,  吉田昌弘 ,  西口修平.  Acoustic 
Radiation Force Impulseによる肝疾患診断.  消化器内
科 2010;50:476-81.

飯島尋子,  山平正浩,  吉本直喜,  吉田昌弘,  田中弘教,  西
上隆之,  西口修平.  NASH/NAFLDの診断・治療  診断
法  画像診断.  臨床栄養 2010;116:677-82.

飯島尋子,  山平正浩,  吉本直喜,  吉田昌弘,  吉川昌平,  田
中弘教,  池田直人,  齋藤正紀,  西上隆之,  西口修平.  
NASH/NAFLDの診断  NAFLDの画像診断.  肝胆膵 
2010;60:971-7.

飯島尋子,  前山史朗.  NASH/NAFLDの組織・画像診断.  
The Lipid 2010;21:211-9.

飯島尋子.  肝胆膵領域における画像診断～超音波を中心に.  
Digital Medicine 2010;44:15-7.

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  肝臓編  肝細胞癌以外の
肝腫瘍 Liver cell dysplasia.  日本臨牀 2010;（別冊 新領

域別症候群シリーズ14）:178-82.
田中弘教,  飯島尋子.  早期肝細胞癌における造影超音波検

査の位置づけ.  消化器内科 2010;51:558-63.
合田亜希子,  増山理.  超音波画像診断による評価法の進

歩.  医学のあゆみ 2010;232:436-41．
合田亜希子,  増山理 .  E/E`は拡張末期圧を示す指標

として信頼できるか  心房細動ではどうか.  心エコー 
2010;11:470-80.

中坊亜由美,  合田亜希子,  増山理.  僧帽弁膜疾患.  内科 
2010;105:1155-9.

中坊亜由美,  合田亜希子,  増山理.  心臓超音波検査.  綜合
臨牀 2010;59:1739-44.

飯島尋子,  田中弘教,  吉田昌弘,  會澤信弘,  西上隆之,  廣
田誠一,  西口修平.  慢性肝疾患の非侵襲的線維化診断
法.  綜合臨床 2010;60:43-8.

［原著］
Nouso K,  Kobayashi Y,  Nakamura S,  Uematsu 

S,  Shiraga K,  Iwadou S,  Araki Y,  Taniguchi 
H,  Tanaka H,  Toshikuni N,  Kaneyoshi T,  Ikeda 
H,  Fujioka S,  Osawa T,  Iwasaki Y,  Shiraha 
H,  Yamamoto K.  Application of radiofrequency 
ablation for the treatment of metastatic liver cancers.  
Hepatogastroenterology 2010;57:117-20.

Yoshikawa S,  Iijima H,  Saito M,  Tanaka H,  Imanishi 
H,  Yoshimoto N,  Yoshimoto T,  Futatsugi-Yumikura 
S,  Nakanishi K,  Tsujimura T,  Nishigami T,  Kudo 
A,  Arii S,  Nishiguchi S.  Crucial role of impaired 
Kupffer cell phagocytosis on the decreased Sonazoid-
enhanced echogenicity in a liver of a nonalchoholic 
steatohepatitis rat model.  Hepatol Res 2010;40:823-31.

Tomita T,  Iijima H,  Kim Y,  Oshima T,  Hori K,  
Nishiguchi S,  Matsumoto T,  Miwa H.  Abdominal 
ultrasonography as a new modality for the diagnosis 
of gastroesophageal reflux disease.  J Gastroenterol 
Hepatol 2010;25（suppl.1）:S45-8.

Iwadou S,  Nouso K,  Kuwaki K,  Kobayashi Y,  
Nakamura S,  Tanaka H,  Miyoshi K,  Ohnishi 
H,  Miyake Y,  Shiraha H,  Iwasaki Y,  Shiratori 
Y,  Yamamoto K.  Time-dependent a na lys is 
of predisposing factors for the recurrence of 
hepatocellular carcinoma.  Liver Int 2010;30:1027-32.

Ohnishi H,  Sakaguchi K,  Nouso K,  Kobayashi Y,  
Nakamura S,  Tanaka H,  Miyake Y,  Shoji B,  Iwadou 
S,  Shiratori Y.  Outcome of small liver nodules 
detected by computed tomographic angiography in 
patients with hepatocellular carcinoma.  Hepatol Int 
2010;4:562-8.

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  松本実佳,  吉田千
佳子,  江口明世,  藤原昌平,  川端正明,  辻野健,  増山理.  
左室内腔形態と左室内非同期（dyssynchrony）との関連
についての検討.  Jpn J Med Ultrasonics 2010;37:499-
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505.
［症例報告］
吉田康彦,  山中潤一,  飯室勇二,  平野公通,  斉藤慎一,  西

上隆之,  辻村亨,  飯島尋子,  西口修平,  藤元治朗.  妊婦
に合併した肝細胞癌に対して妊娠を継続し肝切除を施行
した1例.  肝臓 2010:51:305-11.

榎本平之,  石井昭生,  今西宏安,  斎藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋智之,  吉川
昌平,  曾澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島
尋子,  廣田誠一,  西口修平,  自己免疫性肝炎に発症した
肝細胞癌にUFT-E投与が有効であった1例.  癌と化学療
法 2010;37:919-22.

■学会発表■
［国際学会］
Nakaboh A,  Goda A,  Oka K,  Otsuka M,  Matsumoto 

M,  Yoshida C,  Eguchi A,  Fujiwara S,  Yoshimoto N,  
Lee Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama T.  Slowed 
ventricular untwisting is related to decreased elastic 
recoil but not to increased myocardial fibrosis in 
hypertrophic cardiomyopathy.  American College 
of Cardiology 59th Annual Scientific Session 2010.3 
Atlanta

Tanaka H,  Iijima H,  Kudo A,  Ichinose S,  Yoshimoto 
S,  Yoshikawa S,  Nishigami T,  Nishiguchi S,  Arii S,  
Wake K.  What is the reason of the decrease in signal 
intensity level in Kupffer image of contrast enhanced 
ultrasonography in non-alcoholic steatohepatitis？  
15th International Symposium on Cells of Hepatic 
Sinusoid Inaugural Meeting for the International 
Society for Hepatic Sinusoidal Research（ISHSR） 
2010.8 California

Iijima H,  Tanaka H,  Ikeda N,  Enomoto H,  Iwata 
Y,  Imanishi H,  Shimomura S,  Fujimoto J,  Hirota 
S,  Tsujimura T,  Mogushi K,  Tanaka H,  Nishiguchi 
S.  Usefulness of VTTQ（Virtual Touch Tissue 
Quantification）to diagnose fibrosis and inflammation 
in chronic hepatitis.  The 61th Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases 

（AASLD2010） 2010.10 Boston
Iijima H,  Tanaka H,  Aizawa N,  Ikeda N,  Enomoto H,  

Saito M,  Imanishi H,  Shimomura S,  Iimuro Y,  Fujimoto 
J,  Nishiguchi S.  Malignant grading system using the 
contrast enhanced agent “Sonazoid” could predict 
portal venous invasion by Hepatocellular carcinoma?.  
The 61th Annual Meeting of the American Association 
for the Study of Liver Diseases （AASLD2010） 
2010.10 Boston

Tanaka H,  Iijima H,  Nouso K,  Takashima T,  Sakai 
Y,  Aizawa N,  Ikeda N,  Iwata Y,  Enomoto H,  Saito 
M,  Imanishi H,  Shimomura S,  Nishiguchi S.  Cost-
ef fect iveness ana lysis on the survei l lance for 

hepatocellular carcinoma in liver cirrhosis patients 
using contrast-enhanced ultrasonography.  The 61th 
Annual Meeting of the American Association for 
the Study of Liver Diseases（AASLD2010） 2010.10 
Boston

Otsuka M,  Goda A,  Masaki M,  Yoshida C,  Nakaboh 
A,  Eguchi A,  Naito Y,  Hirotani S,  Lee-Kawabata M,  
Masuyama T.  Echo assessment of ventricular stiffness 
based on epicardial movement:insights from analysis 
of changes after antihypertensive treatment in the 
untreated hypertensive patients.  American Heart 
Associat ion Scient i f ic Sessions2010（AHA2010） 
2010.11 Chicago

Nakaboh A,  Goda A,  Otsuka M,  Masaki M,  Yoshida 
C,  Eguchi A,  Hirotani S,  Lee-Kawabata M,  Tsujino 
T,  Masuyama T.  Characteristics of patients with 
pulmonary hypertension but without cardiovascular 
diseases:a study with echocardiography.  American 
Heart Association Scientific Sessions（AHA2010） 
2010.11 Chicago

Tanaka H,  Iijima H,  Higashiura A,  Aizawa N,  Ikeda N,  
Enomoto H,  Iwata Y,  Saito M,  Imanishi H,  Shimomura 
S,  Hirota S,  Nishigami T,  Tujimura T,  Fujimoto J,  
Nishiguchi S.  Prediction of portal venous invasion 
by malignant grading system for Hepatocellular 
carcinoma using Sonazoid contrast enhanced 
ultrasonography.  12th International Symposium on 
Ultrasound Contrast Imaging 2010.12 Tokyo

Yamahira M,  Tanaka H,  Matsunaga M,  Okudaira K,  
Yoshida M,  Higashiura A,  Shibata Y,  Hashimoto M,  
Nishiguchi S,  Iijima H.  Assessment of liver function 
for patients with chronic HCV infection using the LS 
ratio by Sonazoid contrast enhanced ultrasonography.  
12th International Symposium on Ultrasound Contrast 
Imaging 2010.12 Tokyo

Matsuda F,  Torii Y,  Enomoto H,  Aizawa N,  Iijima H,  
Tsutsui H,  Tanaka Y,  Nishiguchi S.  Anti-Interferon-
α plus Ribavirin in Chronic Hepatitis C Including 
Patients with Interferon-Responsive IL28B-Type.  The 
7th APASL Single Topic Conference"Hepatitis C Virus" 
2010.12 Chiba

［国内学会］
Nakaboh A,  Goda A,  Yoshida C,  Otsuka M,  Eguchi A,  

Fujiwara S,  Lee Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama 
T.  Induction of beta-blockade recovers echo index of 
ventricular stiffness independent of systolic functional 
recovery in patients with systolic heart failure.  第74
回日本循環器学会総会・学術集会 2010.3 京都

Nakaboh A,  Goda A,  Oka K,  Otsuka M,  Matsumoto M,  
Yoshida C,  Naito Y,  Eguchi A,  Fujiwara S,  Yoshimoto 
N,  Lee Kawabata M,  Tsujino T,  Masuyama T.  Slowed 
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ventricular untwisting is related to decreased elastic 
recoil but not to increased myocardial fibrosis in 
hypertrophic cardiomyopathy.  第74回日本循環器学会
総会・学術集会 2010.3 京都

Komatsu T,  Nakaboh A,  Goda A,  Otsuka M,  Matsumoto 
M,  Yoshida C,  Eguchi A,  Okudaira K,  Lee Kawabata 
M,  Tsujino T,  Masuyama T.  Spherical ventricular 
chamber is a predictor of poor prognosis of heart 
failure with preserved systolic function.  第74回日本循
環器学会総会・学術集会 2010.3 京都
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村壮治,  飯島尋子,  西口修平.  体組成分析によるC型慢



213兵庫医大業績録（2010）
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Sonazoid造影超音波でのHCCおよびDN診断における高
音圧モード併用の有用性.  日本超音波医学会第83回学術
集会 2010.5 京都

橋本眞里子,  田中弘教 ,  東浦晶子,  柴田陽子,  松永桃
子,  西村純子,  山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  飯島尋
子.  Sonazoid造影超音波検査の自覚症状および臨床検
査値に及ぼす影響.  日本超音波医学会第83回学術集会 
2010.5 京都

飯島尋子.  腫瘍性肝疾患の超音波診断. （教育セッション）
日本超音波医学会第83回学術集会・第9回教育セッショ
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コー図学会学術集会 2010.5 札幌
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合田亜希子,  中坊亜由美,  松本実佳,  中尾伸二,  増山理.  
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友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当院
における高齢者の胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療
の現状. （ワークショップ）第13回日本高齢消化器病学会 
2010.7 東京

齋藤正紀,  飯島尋子,  西口修平.  B型慢性肝炎に対する
HBc関連抗原、HBs抗原定量測定の有用性と臨床的意
義. （パネルディスカッション）第14回日本肝臓学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
合田亜希子,  中坊亜由美,  正木充,  大塚美里,  吉田千佳

子,  江口明世,  澤田悠,  廣谷信一,  川端正明,  辻野健,  
増山理.  超音波elastographyによる心筋組織性状評価の
試み.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

合田亜希子,  中坊亜由美,  大塚美里,  吉田千佳子,  江口明
世,  澤田悠,  内藤由朗,  正木充,  廣谷信一,  川端正明,  
辻野健,  増山理.  降圧治療においてアンジオテンシン2受
容体拮抗薬に利尿薬を追加する意義: 心・腎保護の観点
から.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

澤田悠,  合田亜希子,  中坊亜由美,  大塚美里,  正木充,  吉
田千佳子,  江口明世,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  
辻野健,  増山理.  60歳以下の軽症大動脈弁逆流症例に
おける動脈硬化危険因子の保有率.  第58回日本心臓病学
会学術集会 2010.9 東京

中坊亜由美,  合田亜希子,  大塚美里,  正木充,  吉田千佳
子,  江口明世,  澤田悠,  廣谷信一,  川端正明,  辻野健,  
増山理.  心疾患を伴わない肺高血圧症の背景因子につい
ての検討.  第58回日本心臓病学会学術集会 2010.9 東京

大塚美里,  合田亜希子,  中坊亜由美,  吉田千佳子,  江口
明世,  澤田悠,  川端正明,  増山理.  未治療高血圧症例
における左室後壁の動きから評価した降圧治療前後の左
室スティフネスの変化.  第58回日本心臓病学会学術集会 
2010.9 東京

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  肝細胞癌診断の超音波検
査の最適化の方向性を探る. （ワークショップ）第14回日
本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  費用効果からみたC型慢
性肝炎の効率的な肝癌早期診断システムを考える. （ワー
クショップ）第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯島
尋子,  松久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎の診
断と病態解明へのin situ hybridizationによるアプローチ.  
第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

今西宏安,  吉川昌平,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中
弘教,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  下村壯治,  飯島
尋子,  西口修平.  慢性肝疾患患者の肝線維化における血
液型と血清アルカリホスファターゼの検討.  第14回日本肝
臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高
嶋智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯
島尋子,  西口修平.  未分化肝細胞の増殖因子hepatoma-
derived growth factorの腫瘍間質非上皮細胞への作用
に関する検討.  第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂
井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  斉藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河
野友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当
院における胆膵内視鏡治療時の胆管挿管困難例への対
策.  第80回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

Yoshida C,  Lee-Kawabata M,  Goda A,  Otsuka M,  
Nakaboh A,  Eguchi A,  Sawada H,  Hirotani S,  Tsujino 
T,  Masuyama T.  Addition of statins enhances benefits 
of cardiac rehabilitation in terms of left ventricular 
diastolic function.  第14回日本心不全学会学術集会 
2010.10 東京

［地方会等］
飯島尋子.  肝疾患診療における着眼点. （教育講演）日本

消化器がん検診学会近畿支部超音波部会第11回総会・
学術集会 2010.7 大阪

青木智子,  上田通雅,  水田憲利,  竹中淳雄,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平.  公立豊岡病院における非B非C型肝癌の実態.  
日本消化器病学会近畿支部第93回例会 2010.9 大阪

高嶋智之 ,  榎本平之 ,  森脇英一郎,  岩井孝史,  坂井良
行,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  齋藤正
紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中正恵二,  西口修
平.  初診時に抗核抗体陰性,  IgGが正常であった自己免
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疫性肝炎の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

飯島尋子.  肝疾患における線維化診断. （第18回講習会）日
本超音波医学会東北地方会第40回学術集会 2010.9 仙台

田中弘教,  矢田典久.  超音波は肝線維化の診断に有用か？.  
（ディベートセッション）日本超音波医学会第37回関西地
方会学術集会 2010.10 神戸

三角千香,  中坊亜由美,  牧原佐知子,  田中益水,  吉田千佳
子,  大塚美里,  合田亜希子,  川端正明,  増山理,  飯島尋
子.  心エコーで経過観察中に脳梗塞を発症した一例.  日
本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神
戸

大塚美里,  合田亜希子,  正木充,  吉田千佳子,  中坊亜由
美,  江口明世,  廣谷信一,  川端正明,  増山理.  未治療高
血圧症例における左室後壁の動きからみた降圧治療前後
の左室スティフネスの変化.  日本超音波医学会第37回関
西地方会学術集会 2010.10 神戸

奥平久美子,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  三角
千香,  牧原佐知子,  田中益水,  川端正明,  増山理,  飯島
尋子.  心疾患を伴わない肺高血圧症の症状と心エコー図
所見からみた特徴.  日本超音波医学会第37回関西地方会
学術集会 2010.10 神戸

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
脾実質の輝度比（LS比）による慢性肝疾患の線維化の進
展度予測.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

山平正浩,  田中弘教,  松永桃子,  奥平久美子,  吉本直喜,  
赤尾憲二,  中馬正志,  西口修平,  飯島尋子.  肝脾実質の
輝度比（LS比）とChild分類との比較検討.  日本超音波医
学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

吉田昌弘 ,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  橋本眞里
子,  森脇英一郎,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯
島尋子.  慢性肝疾患におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）測定値の測定時期による影響.  
日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 
神戸

松永桃子,  柴田陽子,  東浦晶子,  橋本眞里子,  黒田暢一,  
藤元治朗,  西上隆之,  廣田誠一,  田中弘教,  飯島尋子.  
造影超音波検査が診断に有用であった膵粘膜性嚢胞腫
瘍の一例.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

柴田陽子,  田中弘教,  松永桃子,  奥平久美子,  西村純子,  
山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  橋本眞里子,  飯島尋子.  
肝血管腫の「ゆらぎ現象（fluttering signal）」について
の検討.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 
2010.10 神戸

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  西村純子,  松永桃子,  平山秀
男,  岩井孝史,  會澤信弘 ,  藤元治朗,  西口修平,  飯
島尋子.  肝腫瘍性病変におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）法の検討.  日本超音波医学会

第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸
東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋

本眞里子,  藤元治朗,  西上隆之,  飯島尋子.  Sonazoid
造影超音波の肝細胞癌診断におけるADF（advanced 
dynamic Flow）併用の有用性.  日本超音波医学会第37
回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

飯島尋子,  山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  田中弘教,  赤尾憲二,  西口修平.  正常肝にお
けるKupffer相（後血管相）診断の再循環による影響.  日
本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神
戸

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  岩井孝史,  
西上隆之,  斉藤慎一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  
過形成結節と肝細胞癌を同時に認めたアルコール性肝硬
変の一例.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

西村純子,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  岩井孝史,  中
正恵二,  廣田誠一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  特
徴的な造影超音波像を呈した胆嚢線扁平上皮癌の一例.  
日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 
神戸

坂井良行,  岩田恵典,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  
内視鏡的デブリドメントが有効であった膵仮性嚢胞の一
例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 
大阪　

真鍋恵理,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  大塚美
里,  正木充,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  増山理,  
吉岡良晃,  宮本裕治.  大動脈弁に腫瘍性病変を認めた大
動脈弁狭窄症の1例.  第110回日本循環器学会近畿地方会 
2010.11 京都

安部真希子,  中坊亜由美,  合田亜希子,  吉田千佳子,  正木
充,  中聡夫,  内藤由朗,  廣谷信一,  川端正明,  増山理.  
微小脳出血を伴った感染性心内膜炎の1例.  第193回日本
内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

飯島尋子.  肝疾患の超音波診断−その変遷と新しい展開−. 
（教育講演）第38回日本肝臓学会東部会 2010.12 東京

［科学研究費等班会議］
飯島尋子.  画像変化から乏欠性肝細胞癌の診断アルゴリズ

ムを考える.  厚生労働省科学研究費補助金  肝炎等克服
緊急対策研究事業「肝癌早期発見を目的とした分子マー
カーおよび画像診断システムの開発」平成22年度第5回班
会議 2010.5 東京

飯島尋子.  早期肝癌診断における造影超音波検査位置づ
け.  厚生労働省科学研究費補助金  肝炎等克服緊急対
策研究事業「肝癌早期発見を目的とした分子マーカーお
よび画像診断システムの開発」平成22年度第6回班会議 
2010.12 東京

［研究会・講演会等］
飯島尋子.  ＵＳ. （シンポジウム）第16回肝血流動態イメー
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ジ研究会 2010.1 神戸
田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  岩井孝史,  楊和典,  石井

昭生,  高嶋智之,  會澤信弘,  坂井良行,  池田直人,  山本
晃久,  榎本平之,  岩田恵典,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村
壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  山中潤一,  藤元治
朗,  西口修平.  造影超音波検査による肝癌悪性度分類の
有用性.  第16回肝血流動態イメージ研究会 2010.1 神戸

飯島尋子.  ペルフルオロブタンマイクイロバブルによる肝臓
造影時相の定義. （パネルディスカッション）第28回超音
波ドプラ研究会 2010.3 東京

榎本平之,  會澤信弘,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  石井昭生,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋
智之,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  肝発がんとミトコンドリア異常.  第31回兵庫肝炎研
究会 2010.4 神戸

楊和典,  田中弘教,  西口修平,  飯島尋子,  藤元治朗,  黒田
暢一,  佐竹真,  西上隆之.  術中造影エコーで詳細な血流
を評価し得た膵内分泌腫瘍の一切除例.  第102回腹部エ
コー研究会 2010.4 東京

坂井良行,  岩田恵典,  齋藤正紀,  楊和典,  岩井孝史,  石井
昭生,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本
平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  内視
鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA
顆粒製剤とBCAA高含有経腸栄養剤との栄養学的効果
の比較検討.  日本消化器内視鏡学会総会  第2回集学的
静脈瘤治療研究会 2010.5 東京

飯島尋子.  最新の超音波医療の潮風−4Dプローグを用いた
超音波診断と治療への応用−. （ランチョンセミナー）日本
超音波医学会第83回学術集会・共催セミナー 2010.5 京
都

飯島尋子.  エコーで肝疾患の組織診断に迫る. （ランチョン
セミナー）日本超音波医学会第83回学術集会・共催セミ
ナー 2010.5 京都

飯島尋子.  慢性肝疾患の超音波機能診断とBCAA投与の
意義. （ランチョンセミナー）日本超音波医学会第83回学
術集会・共催セミナー 2010.5 京都

岩井孝史,  飯島尋子,  田中弘教,  蒲惠蔵,  中野宏朗,  高
嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎
本平之,  齊藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平.  肝
細胞癌はPDであったが脳・骨転移にSorafenibが有効で
あった1症例.  第2回分子標的治療研究会 2010.6 東京

田中弘教,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  藤元治朗,  
西口修平.  造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期
治療効果予測の試み.  第2回分子標的治療研究会 2010.6 
東京

飯島尋子.  ソナゾイドはスクリーニングに使えるか.  第10回
関西肝血流動態イメージ研究会 2010.7 大阪

高嶋智之,  田中弘教,  森脇英一朗,  岩井孝史,  楊和典,  石
井昭生,  中野宏朗,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池

田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下
村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  肝炎症性偽腫瘍の診断に
Sonazoid造影超音波検査が有用であった1例.  第46回日
本肝癌研究会 2010.7 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  中野宏朗,  高嶋智之,  坂井良行,  會
澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  齋藤
慎一,  藤元治朗,  中島収,  飯島尋子,  西口修平.  EOB-
MRIの肝細胞造影相すべて低信号であったアルコール性
肝硬変の3結節の画像と組織の対比.  第46回日本肝癌研
究会 2010.7 大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元
治朗,  西口修平.  肝細胞癌の血管構築から見た悪性度お
よび門脈侵襲の診断−組織と比較して−. （パネルディス
カッション）第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

田中弘教,  飯島尋子.  肝細胞癌における造影超音波検査の
進歩.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  齋藤慎一,  杉本貴昭,  麻
野泰包,  宇山直樹,  近藤祐一,  飯島尋子,  西口修平,  廣
田省三,  藤元治朗.  肝切除時R（−）精度の向上と積極的
再発治療に向けた肝予備能温存による肝細胞癌治療長
期予後改善への試み.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大
阪

飯島尋子.  肝癌診療における造影超音波の位置づけ.  第29
回Microwave Surgery研究会ランチョンセミナー 2010.9 
大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  高嶋智之,  池
田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下
村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元治朗,  西口
修平.  Sonazoid造影超音波検査による肝細胞癌の悪性
度分類の有用性.  第29回超音波ドプラ研究会 2010.9 旭
川

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻
村亨,  藤元治朗,  西口修平.  Kupffer機能と腫瘍微細血
管構築による肝細胞癌悪性度分類の有用性.  第24回肝
類洞壁細胞研究会学術集会 2010.11 福島 

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人 ,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  
未分化肝細胞の増殖因子Hepatoma-derived growth 
factorは，血管新生誘導を介して腫瘍増殖に関与する.  

（シンポジウム）第18回浜名湖シンポジウム 2010.12 浜松
■その他■
松井修,  角谷眞澄,  飯島尋子,  市川智章.  肝特異性造影

剤の最近の進歩. （座談会）The Liver Cancer Journal 
2010;2:85-97.

熊田卓,  飯島尋子,  西川徹,  是永圭子,  工藤大輔.  パネル
ディスカッションのまとめ.  Innervision 2010;25:81-2.
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飯島尋子,  楊和典,  藤元治朗.  MEDI QUIZ腹部エコー.  
日経メディカル. 2010;39:281-82.

飯島尋子.  肝疾患診療における造影超音波の位置づけ.  八
鹿腹部超音波検査講演会 2010.1 八鹿

飯島尋子.  肝疾患超音波診断の現状−線維化と造影診断
−.  第二回札幌地区超音波セミナー 2010.1 札幌

飯島尋子.  肝癌の早期発見を目指して.  佐賀県医師会癌検
診会肝癌部会研修会 2010.1 佐賀

飯島尋子.  医療崩壊と勤務医問題を語ろう. （シンポジウ
ム）第4回兵庫県女性医師の会フォーラム 2010.6 神戸

飯島尋子.  肝がんを早く見つけて治療しよう！.  第12回市民
公開講座 2010.7 神戸

飯島尋子.  肝疾患診療における造影超音波の位置づけ.  第
19回鳥取県西部腹部超音波研究会 2010.7 鳥取

飯島尋子.  NASHモデルラットに対するスタチンの効果−造
影剤超音波と形態学的検討−.  NASHとスタチンに関する
談話会 2010.7 神戸

田中弘教 .  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.7 名古屋

飯島尋子.  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.8 大阪

飯島尋子.  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.9 東京

飯島尋子.  VTTQ最近の話題.  超音波新技術セミナー 
2010.9 仙台

田中弘教.  Virtual Touch Tissue Quantification法を用い
た非侵襲的な肝の硬さ診断.  第10回肝疾患フォーラム学
術集会 2010.9 大阪

飯島尋子.  肝の最新の画像診断−造影超音波と組織弾性
診断−.  函館消化器病懇談会学術講演会 2010.10 函館

飯島尋子.  肝細胞癌の超音波診断−治療方針をふまえて−. 
（特別講演）第18回肝癌治療シンポジウム 2010.10 名古
屋

飯島尋子.  慢性肝疾患の超音波機能診断とBCAA投与の
意義. （特別講演）第24回南大阪肝疾患研究会 2010.11 
大阪

飯島尋子.  慢性肝炎から肝がんの画像診断と進展抑制.  
（特別講演）第5回下関リバーカンファレンス 2010.11 下
関

田中弘教.  肝臓, および4D穿刺を中心とした臨床的トピック
ス.  おかやま医療機器開発プロフェッショナル （OBEP）
セミナー2010 2010.12 岡山

がんセンター
Cancer Center

■著書■
中野孝司.  気管支鏡検査.  松田暉,  荻原俊男,  難波光

義,  鈴木久美,  林直子  総編.  疾病と検査.  東京:南江堂, 
2010:223-4.

■学術論文■
［総説］
中野孝司.  腹膜中皮腫.  最新医学 2010;（別冊  新しい診断

と治療のABC68）, 2010:43-52.
中野孝司 .   胸水の臨床所見と画像診断.  病理と臨床 

2010;28:1151-6.
大槻剛巳,  中野孝司,  長谷川誠紀,  岡田守人,  辻村亨,  関

戸好孝,  豊國伸哉,  西本寛,  福岡和也,  田中文啓.  平成
20年度学術大会科学技術振興研究発表「悪性中皮腫」よ
り  概要と基礎研究からのアプローチ.  日本職業・災害医
学会会誌 2010;58:1-8.

［原著］
Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  

Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans-
retinoic acid inhibits tumour grouth of malignant 
pleura l mesothel ioma in mice.  Eur Respir J 
2009;34:1159-67.

Nishimura Y,  Miura Y,  Maeda N,  Kumagai S,  
Murakami S,  Hayashi H,  Fukuoka K,  Nakano 
T,  Otusuki T.  Impairment in cytotoxicity and 
expression of NK cell-activating receptors on human 
NK cells following exposure to asbestos fibers.  Int J 
Immunoopathol  Pharmacol 2009;22:579-90.

Takeda H,  Fujimori Y,  Kai S,  Ogawa H,  Nakno T.  
CD318/CUB-domain-containing protein 1 expression 
on cord blood hematopoietic progenitors.  Exp Ther 
Med 2010;1:497-501.

Eguchi R,  Fujimori Y,  Ohta T,  Kunimasa K,  Nakano 
T.  Calpain is involved in cisplatin-induced endothelial 
injury in an in vitro three-dimensional blood vessel 
model.  Int J Oncol 2010;37:1289-96.

Yaguchi T,  Muramoto M,  Nakano T,  Nishizaki T.  
Urinary trypsin inhibitor suppresses migration of 
malignant mesothelioma.  Cancer Lett 2010;288:214-8.

Saito M,  Yaguchi Y,  Yasuda Y,  Nakano T,  Nishizaki T.  
Adenosione suppresses CW2 human colonic cancer 
growth by inducing apoptosis via A（1） adenosine 
receptors.  Cancer Lett 2010;290:211-5.

Torii I,  Hashimoto M,  Terada T,  Kondo N,  Fushimi H,  
Shimazu K,  Takeda SI,  Takuwa T,  Okumura Y,  Sato 
A,  Yamamoto T,  Fukuoka K,  Tanaka F,  Nishigami 
T,  Nakano T,  Hasegawa S,  Tsujimura T.  Well-
differentiated papillary mesothelioma with invasion to 
the chest wall.  Lung Cancer 2010;67:244-7.

Yasumitsu A,  Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  
Murakami A,  Yamada S,  Terada T,  Iida S,  Tamura 
K,  Fukuoka K,  Kuribayashi K,  Nakano T.  Clinical 
significance of serum VEGF in malignant pleural 
mesothelioma.  J Thorac Oncol 2010;5:479-83.

Yang D,  Yaguchi T,  Lim CR,  Ishizawa Y,  Nakano 
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T,  Nishizawa T.  Tuning of apoptosis-mediator 
gene transcript ion in HepG2 human hepatoma 
cells through an adenosine signal.  Cancer Lett 
2010;291:225-9.

Yaguchi T,  Saito M,  Yasuda Y,  Kanno T,  Nakano T,  
Nishizaki T.  Higher concentrations of extracellular 
ATP suppress proliferation of Caco-2 human colonic 
cancer cells via an unknown receptor involving PKC 
inhibition.  Cell Physiol Biochem 2010;26:125-34.

Yang D,  Yaguchi T,  Nakano T,  Nishizaki T.  Adenosine-
induced caspase-3 activation by tuning Bcl-XL/
DIABLO/IAP expression in HuH-7 human hepatoma 
cells.  Cell Biol Toxicol 2010;26:319-30.

Sato A,  Torii I,  Okamura Y,  Yamamoto T,  Nishigamai 
T,  Kataoka R Tatsuki,  Song M,  Hasegawa S,  Nakano 
T,  Kamei T,  Tsujimura T.  Immunocytochemistry of 
CD146 is useful to discriminate between malignant 
pleural mesothelioma and reactive mesothelium.  Mod 
Pathol 2010;23:1458-66.

Satake A,  Okada M,  Asada T,  Fujita K,  Ikegame 
K,  Tamaki H,  Fujimori Y,  Ogawa H.  Dasatinib 
is ef fect ive aga inst opt ic nerve inf i ltrat ion of 
Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic 
leukemia.  Leuk Lymphoma 2010;51:1920-2.

Tsutsui H,  Imamura M,  Fujimoto J,  Nakanishi K.  
The TLR4/TRIF-mediated activation of NLRP3 
inf lammasome underlies endotoxin-induced liver 
injury in mice.  Gastroenterol Res Pract 2010:641865.

Kuroda-Morimoto M,  Tanaka H,  Hayashi N,  Nakahira 
M,  Imai Y,  Imamura M,  Yasuda K,  Yumikura-
Futatsugi S,  Matsui K,  Nakashima T,  Sugimura 
K,  Tsutsui H,  Sano H,  Nakanishi K.  Contribution of 
IL-18 to eosinophilic airway inflammation induced 
by immunization and challenge with Staphylococcus 
aureus proteins.  Int Immunol 2010;22:561-70.

［症例報告］
Hirano H,  Fujisawa T,  Maekawa K,  Ohkubo E,  

Okimura A,  Kuribayashi K,  Nakano T,  Nakasho 
K,  Nishigami T.  Malignant mesothelioma of the 
peritoneum: case reports and immunohistochemical 
f indings including Ki-67 expression.  Med Mol 
Morphol 2010;43:53-9.

■学会発表■
［国際学会］
Nakano T.  Advances in the clinical diagnosis and 

treatment of malignant mesothelioma.  The 17th Thai-
Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology 
2010.1 Chiang Mai

Yasumitsu A,  Fukuoka K,  Maeda R,  Mikami K,  Nogi 
Y,  Hirayama N,  Terada T,  Okada A,  Murakami A,  
Yamada S,  Tamura K,  Iida S,  Kuribayashi K,  Tabata 

C,  Nakano K.  Narrow band imaging in medical 
thoracoscopy; a new technology for the detection of 
early clinical stage malignant pleural mesothelioma.  
The 17th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic 
Cytopathology 2010.1 Chiang Mai

Maeda R,  Yamada S,  Fukuoka K,  Mikami K,  Nogi 
Y,  Hirayama N,  Terada T,  Yasumitsu A,  Okada 
A,  Murakami A,  Tamura K,  Iida S,  Kuribayashi K,  
Tabata C,  Nakano T.  Soluble Mesohelioma-related 
peptide （SMRP）in pleural effusion for the diagnosis 
of malignant pleural mesothelioma.  The 17th Thai-
Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology 
2010.1 Chiang Mai

Tanaka M,  Takeuchi S,  Honda O,  Tamura K,  Fukuoka 
K,  Maeda R,  Mikami K,  Nogi Y,  Hirayama N,  Terada 
T,  Yasumitsu A,  Okada A,  Murakami A,  Yamada 
S,  Iida S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Nakano T.  A 
case of early-stage malignant pleural mesothelioma.  
The 17th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic 
Cytopathology 2010.1 Chiang Mai

Yamada S,  Fukuoka K,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Tamura 
K,  Murakami A,  Okada A,  Yasumitsu A,  Terada 
T,  Torii I,  Tanaka F,  Tsujimura T,  Hasegawa S,  
Tsubota N,  Nakano T.  Localized malignant pleural 
mesothelioma.  The 10 th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Sato A,  Torii I,  Okamura Y,  Yamamoto T,  Nishigami 

T,  Kataoka T,  Hasegawa S,  Nakano T,  Kamei T,  
Tsujimura T.  Immunocytochemistry of CD146 is 
useful for discrimination between malignant pleural 
mesothelioma and reactive mesothelium in effusion 
cytology.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto 
Yoshikawa Y,  Nakano T,  Sato A,  Fukuoka K,  Murakami 

A,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Fujimori 
Y,  Morinaga T,  Tsujimura T,  Hashimoto-Tamaoki 
T.  Frequent deletions in 3p21.1 region in malignant 
mesothelioma cell lines established from Japanese 
patients.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Tanaka F,  Yoneda K,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 

T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Shiomi K,  Sato A,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka 
K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating endothelial 
cells（CECs）in the diagnosis of malignant pleural 
mesothel ioma（MPM）.  The 10th Internat ional 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
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Yoneda K,  Tanaka F,  Kondo N,  Hashimoto M,  Takuwa 
T,  Matsumoto S,  Okumura Y,  Shiomi K,  Sato A,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka 
K,  Nakano T,  Hasegawa S.  Circulating tumor cells

（CTCs）in the d iagnosis of ma l ignant pleura l 
mesothel ioma（MPM）.  The 10th Internat ional 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Hasegawa S,  Tanaka F,  Yamanaka T,  Okada M,  Soejima 
T,  Kamikonya N,  Yoki K,  Fukuoka K,  Nakano T.  
Current status of surgical treatment and an ongoing 
feasibility study of multimodality treatment for 
resectable malignant pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Kondo N,  
Matsumoto S,  Orui H,  Shiomi K,  Tanaka F,  Torii 
I,  Tsujimura T,  Tsubota N,  Fukuoka K,  Nakano 
T,  Hasegawa S.  Discrepancy between cl in ica l 
and pathological stages in patients undergoing 
extrapleural pneumonectomy for malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Hashimoto M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Matsumoto S,  

Kondo N,  Tanaka F,  Orui H,  Shiomi K,  Tsubota N,  
Fukuoka K,  Nakano T,  Hasegawa S.  BNP is a useful 
biomarker for cardiac condition after EPP.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Hirayama N,  Tabat a C ,  Tabata R ,  Yasumit su 
A,  Yamada S,  Murakami A,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  Novel 
clinical role of angiopoietin-1 in malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Matsumoto S,  Yoneda K,  Hashimoto M,  Takuwa T,  

Okumura Y,  Shiomi K,  Kondo N,  Tanaka F,  Torii I,  
Tsujimura T,  Tsubota N,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  
Nakano T,  Hasegawa S.  Diagnosis of malignant pleural 
mesothelioma: comparison between pleural effusion 
cytology and pleural biopsy.  The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Shiomi K ,  Kondo N,  Matsumot o S ,  Hash imot o 
M,  Takuwa T,  Okumura Y,  Orui H,  Tanaka F,  
Tomomatsu M,  Tsubota N,  Fukuoka K,  Nakano T,  
Hasegawa S.  Bronchopleural fistula after extrapleural 

pneumonectomy for pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  Yamada 
S,  Murakami A,  Tamura K,  Terada T,  Kuribayashi K,  
Fukuoka K,  Nakano T.  All-trans -retinoic acid inhibits 
tumor growth of malignant pleural mesothelioma 
in mice.  The 10th International Conference of 
the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  Yamada 

S,  Murakami A,  Tamura K,  Terada T,  Kuribayashi K,  
Fukuoka K,  Nakano T.  Clinical significance of serum 
VEGF in malignant pleural mesothelioma.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto 

Tamura K,  Fukuoka K,  Kamiya H,  Honda M,  Masachika 
E,  Okuwa H,  Nogi Y,  Maeda R,  Otsuki T,  Mikami 
K,  Hirayama N,  Terada T,  Okada A,  Murakami 
A,  Yamada S,  Kuribayashi K,  Tabata C,  Tsubota N,  
Nakano T.  Platlet-derived growth factor（PDGF）in 
pleural effusion of malignant pleural mesothelioma 
and cancerous pleurisy due to lung cancer.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group（IMIG2010） 2010.8 
Kyoto

Yasumitsu A,  Fukuoka K,  Kamiya H,  Honda M,  
Masachika E,  Okuwa H,  Nogi Y,  Maeda R,  Otsuki 
T,  Mikami K,  Hirayama N,  Terada T,  Okada A,  
Murakami A,  Yamada S,  Tamura K,  Kuribayashi 
K,  Tabata C,  Tsubota N,  Nakano T.  Thoracoscopy 
combined with autofluorescence imaging and narrow 
band imaging for the diagnosis of malignant pleural 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
Tsujimura T,  Sato A,  Torii I,  Kataoka T,  Nishigami 

T,  Yoshikawa Y,  Hashimoto-Tamaoki T,  Hasegawa 
S,  Nakano T.  Diagnostic significance of p16INK4A loss 
in molecular cytology of early malignant pleural 
mesothelioma. （Workshop）The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Eguchi R,  Fujimori Y,  Tabata C,  Kuribayashi K,  Fukuoka 
K,  Nakano T.  Arsenic trioxide induces apoptosis 
through JNK and ERK in human mesothelioma cells. 

（Workshop）The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG2010） 2010.8 Kyoto
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Yaguchi T,  Nakano T,  Nishizaki T.  Extracellular 
PD GF-D promot e s m ig r a t i o n o f ma l ig n a nt 
mesohtelioma. （Workshop）The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG2010） 2010.8 Kyoto

Tabata C,  Tabata R,  Hirayama N,  Yasumitsu A,  
Yamada S,  Murakami A,  Iida S,  Tamura K,  Terada 
T,  Kuribayashi K,  Fukuoka K,  Nakano T.  All-
trans-retinoic tumour growth of malignant pleural 
mesothelioma in mice.  European Respiratory Society 
2010.9 Barcelona

［国内学会］
福岡和也,  栗林康造,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡

田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  
中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセド+シス
プラチン併用療法の外来化学療法における安全性の検
討.  第50回日本呼吸器学会学術講演会 2010.4 京都

山田秀哉,  福岡和也,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  岡
田あすか,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫における重複癌の臨床的検討.  第50回日
本呼吸器学会学術講演会 2010.4 京都

田端千春,  平山倫子,  安光亮洋,  山田秀哉,  村上亜紀,  田
村邦宣,  寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司.  悪
性胸膜中皮腫に対するTGF-beta1/PDGF-BBを介した
ATRAの抗腫瘍効果.  第50回日本呼吸器学会学術講演
会 2010.4 京都

平山倫子,  福岡和也,  田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  長
谷川誠紀,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  悪
性胸膜中皮腫の早期診断における胸水細胞診の重要性.   
第51回日本臨床細胞学会総会・春期大会 2010.5 横浜

安光亮洋,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  三上浩司,  寺
田貴普,  平山倫子,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫診断の胸腔鏡検査における画像強調観
察法の有用性に関する検討. （ワークショップ）第33回日
本呼吸器内視鏡学会学術集会 2010.6 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  田端千春,  栗林康造,  福
岡和也,  中野孝司.  Fyn低発現型の悪性中皮腫において
PP2はアポトーシスを誘導する.  第69回日本癌学会学術
総会 2010.9 大阪

Sato A,  Torii I,  Kataoka TR,  Hasegawa S,  Nakano T,  
Tsujimura T.  Usefulness of CD146 for differential 
diagnosis of malignant mesothelioma and reactive 
mesothelium in effusion cytology.  第69回日本癌学会
学術総会 2010.9 大阪

Yoshikawa Y,  Morinaga T,  Sato A,  Fukuoka K,  Tsujimura 
T,  Hashimoto-Tamaoki T,  Nakano T.  Frequent genome 
deletions of BAP1（BRCA1-associated protein 1）in 
malignant mesothelioma cells.  第69回日本癌学会学術

総会 2010.9 大阪
Tsujimura T,  Sato A,  Torii I,  Kataoka TR,  Hasegawa S,  

Nakano T.  Analysis of the p16INK4A locus is useful to 
diagnose early malignant mesothelioma in effusion 
cytology.  第69回日本癌学会学術総会 2010.9 大阪

田端千春,  田端理英,  栗林康造,  福岡和也,  江口良二,  藤
盛好啓,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin

（Ang）-1の臨床的新規役割について.  第69回日本癌学会
学術総会 2010.9 大阪

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における外科治療の役割: 呼吸
器内科医の立場から. （シンポジウム）第63回日本胸部外
科学会定期学術集会 2010.10 大阪

安光亮洋,  田端千春,  神谷瞳,  本田実紀,  政近江利子,  大
桒久弥,  大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  
平山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀
哉,  田村邦宣,  栗林康造,  福岡和也,  坪田紀明,  中野
孝司.  悪性胸膜中皮腫における血清VEGFの臨床的重要
性について. （ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島　

栗林康造,  寺田貴普,  安光亮洋,  田端千春,  福岡和也,  坪
田紀明,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫に対する化学療法
の効果判定におけるFDG-PETの有用性に関する検討. 

（ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広
島

近藤展行,  田中文啓,  奥村好邦,  松本成司,  多久和輝尚,  
塩見和,  橋本昌樹,  大類隼人,  福岡和也,  中野孝司,  坪
田紀明,  長谷川誠紀.  胸膜肺全摘術における胸膜外剥
離の方法. （ワークショップ）第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

中野孝司.  悪性胸膜中皮腫の診断と治療の概略.  第51回日
本肺癌学会総会 2010.11 広島 

平山倫子,  田端千春,  安光亮洋,  前田理沙,  山田秀哉,  村
上亜紀,  寺田貴普,  田村邦宣,  栗林康造,  福岡和也,  中
野孝司.  悪性胸膜中皮腫におけるangiopoietin（Ang）-1
の臨床的新規役割について.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

山田秀哉,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  前田理沙,  三上浩司,  野木佳孝,  
平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  中野孝司.  
悪性胸膜中皮腫と重複癌症例の検討.  第51回日本肺癌学
会総会 2010.11 広島

福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  栗林康造,  田端千春,  坪田紀明,  長谷川誠紀,  辻
村亨,  中野孝司.  アスベスト曝露と胸部悪性腫瘍発症リ
スクとの関連性についての検討.  第51回日本肺癌学会総
会 2010.11 広島

寺田貴普,  福岡和也,  栗林康造,  政近江利子,  大桒久弥,  
神谷瞳,  野木佳孝,  三上浩司,  大搗泰一郎,  前田理沙,  
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平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  中野孝司.  
当科におけるベバシズマブの使用経験−プラチナ製剤＋
ペメトレキセドとの併用を中心として−.  第51回日本肺癌
学会総会 2010.11 広島

奥村好邦,  橋本昌樹,  近藤展行,  松本成司,  田中文啓,  栗
林康造,  福岡和也,  中野孝司,  坪田紀明,  辻村亨,  長谷
川誠紀.  集学的治療を施行した悪性胸膜中皮腫の胸壁
再発に対して手術を施行した一例.  第51回日本肺癌学会
総会 2010.11 広島 

鳥井郁子,  佐藤鮎子,  辻村亨,  橋本昌樹,  長谷川誠紀,  中
野孝司.  胸水発見後早期より顕著なリンパ管侵襲を示
した悪性胸膜中皮腫の一例.  第51回日本肺癌学会総会 
2010.11 広島

細川健一,  西馬信一,  工藤翔二,  中野孝司.  悪性胸膜中皮
腫に対するPemetrexedの製造販売後全例調査について.  
第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島

山本信之,  海老規之,  尾崎智博,  上岡博,  横田総一郎,  大
泉聡史,  青木琢也,  中野孝司,  新海哲,  谷尾吉郎,  福岡
正博,  中川和彦.  未治療進行非小細胞肺がんに対する
S-1+carboplatin とpaclitaxel+carboplatinの第III相試験

（WJTOG3605）.  第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島
辻村亨,  佐藤鮎子,  鳥井郁子,  亀井敏昭,  長谷川誠紀,  中

野孝司.  悪性胸膜中皮腫の早期診断への糸口−中皮腫の
細胞的特徴を分子レベルで考える−. （イブニングシンポ
ジウム）第51回日本肺癌学会総会 2010.11 広島 

田端千春,  田端理恵,  中野孝司.  悪性胸膜中皮腫における
angiopoietin（Ang）-1の臨床的新規役割について.  第60
回日本アレルギー学会秋季学術大会 2010.11 東京

Eguchi R,  Fujimori Y,  Ohta T,  Kunimasa K,  Nakano 
T.  Calpain is involved in cisplatin-induced endothelial 
injury in an in vitro three-dimensional blood vessel 
model.  第18回日本血管生物医学会学術集会 2010.12 大
阪

江口良二,  藤盛好啓,  田端千春,  栗林康造,  福岡和也,  中
野孝司.  悪性中皮腫において亜ヒ酸はJNKおよびERKを
介したアポトーシスを誘導する.  第33回日本分子生物学
会年会・第83回日本生化学会大会合同大会（BMB2010） 
2010.12 神戸

［地方会等］
安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡

田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  田中文啓,  
長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の1例.  第91回日本肺癌学会
関西支部会 2010.1 大津

平山倫子,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  横山陽子,  
松本譽之,  中正恵二,  寺田信行,  塚本吉胤,  廣田誠一,  
中野孝司.  多臓器に病巣を認めた絨毛癌の1例.  第91回

日本肺癌学会関西支部会 2010.1 大津
三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平

山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  多久和輝
尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎,  中野孝司.  非結核性抗酸菌
症を合併した肺腺癌の1切除例.  第91回日本肺癌学会関
西支部会 2010.1 大津

上林美弥,  山田秀哉,  福岡和也,  村上亜紀,  栗林康造,  田
端千春,  田村邦宣,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  術
後15年目に癌性胸膜炎で再発した乳癌の1例.  第191回日
本内科学会近畿地方会 2010.6 京都

山田秀哉,  福岡和也,  田端千春,  栗林康造,  田村邦宣,  村
上亜紀,  岡田あすか,  安光亮洋,  寺田貴普,  平山倫子,  
野木佳孝,  三上浩司,  大搗泰一郎,  前田理沙,  政近江利
子,  大桒久弥,  本田実紀,  神谷瞳,  塚本吉胤,  廣田誠一,  
中野孝司.  呼吸器内視鏡検査にて診断し得た術後15年
目の再発乳癌の1例.  第87回日本呼吸器内視鏡学会近畿
支部会 2010.7 大阪

大搗泰一郎,  平山倫子,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実
紀,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  栗林
康造,  田端千春,  福岡和也,  中野孝司.  十二指腸癌を合
併した悪性胸膜中皮腫の1例.  第92回日本肺癌学会関西
支部会 2010.7 大阪

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦
宣,  田端千春,  栗林康造,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井
郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  4年間の
経過観察中に発症した早期悪性胸膜中皮腫の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

三上浩司,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  大搗泰一
郎,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  田端
千春,  栗林康造,  福岡和也,  坪田紀明,  田中文啓,  長谷
川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野
孝司.  腺癌,  扁平上皮癌,  小細胞癌の3重癌の1例.  第92
回日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

前田理沙,  福岡和也,  大桒久弥,  政近江利子,  本田実紀,  
神谷瞳,  大搗泰一郎,  三上浩司,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  長谷川誠
紀,  津田健吉,  芳川浩男,  森鑑二,  有田憲生,  塚本吉胤,  
廣田誠一,  中正恵二,  寺田信行,  中野孝司.  抗Hu抗体
陽性,  傍腫瘍性脳炎を呈した小細胞肺癌の1例.  第92回
日本肺癌学会関西支部会 2010.7 大阪

岡田あすか,  平山倫子,  三上浩司,  前田理沙,  大搗泰一郎,  
野木佳孝,  寺田貴普,  安光亮洋,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  福岡和也,  長谷川誠
紀,  中井真由美,  塚本吉胤,  中野孝司.  喫煙女性に発症
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した肺好酸球性肉芽腫症の1例.  第75回日本呼吸器学会
近畿地方会 2010.7 大阪

政近江利子,  山田秀哉,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩
司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  田村邦宣,  栗林康造,  田端
千春,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  中野
孝司.  若年女性に発症した悪性胸膜中皮腫の一例.  第75
回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

大桒久弥,  田村邦宣,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩司,  
前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮洋,  
岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  栗林康造,  田端千春,  
田中文啓,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝
司.  胸壁腫瘍で発見された多発性骨髄腫の一例.  第75回
日本呼吸器学会近畿地方会 2010.7 大阪

中野孝司 .  悪性胸膜中皮腫の最近の話題と今後の展望. 
（コーヒーブレイクセミナー）第159回日本肺癌学会関東
支部会 2010.12 東京

寺田貴普,  福岡和也,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  栗
林康造,  田端千春,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  
Gefitinib投与にて劇的に全身状態の改善を認めた高齢者
肺癌の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神
戸

大搗泰一郎,  福岡和也,  大桒久弥,  神谷瞳,  本田実紀,  
三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  
安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村邦宣,  
栗林康造,  田端千春,  長谷川誠紀,  塚本吉胤,  中野孝
司.  胸部CTにて瘢痕影を経過観察中に肺腺癌を発症し
た1例.  第76回日本呼吸器学会近畿地方会 2010.12 大阪

本田実紀,  大搗泰一郎,  福岡和也,  政近江利子,  神谷瞳,  
大桒久弥,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  
寺田貴普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  栗林康造,  田端千春,  大類隼人,  橋本昌樹,  
塩見和,  松本成司,  近藤展行,  田中文啓,  長谷川誠紀,  
坪田紀明,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  化学療法
が奏効し,  人工呼吸器から離脱し得た小細胞肺癌の1例.  
第88回日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2010.12 大阪

［科学研究費等班会議］
福岡和也,  中野孝司.  切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペ

メトレキセドを含む集学的治療に関する安全性試験  中
間解析の概要  術前導入化学療法.  科学振興調整費「ア
スベスト関連疾患への総括的取り組み」「中皮腫に対する
集学的治療法の確立を目的とした多施設共同臨床試験」
第4回全体会議 2010.3 大阪

中野孝司.  臨床試験総括と今後.  平成22年度科学技術振
興調整費「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」班研
究委員会 2010.12 大阪

［研究会・講演会等］
中野孝司.  胸膜中皮腫の治療戦略と今後の課題.  東京がん

化学療法研究会1月例会 2010.1 東京
寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  中野孝司,  中井真由美,  

塚本吉胤,  廣田誠一,  鈴木夕子,  春日井務.  症例3.  第10

回中皮腫パネル 2010.1 東京
三上浩司,  田村邦宣,  福岡和也,  前田理沙,  野木佳孝,  平

山倫子,  寺田貴普,  岡田あすか,  安光亮洋,  村上亜紀,  
山田秀哉,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  多久和輝
尚,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  塚本吉
胤,  廣田誠一,  飯田慎一郎,  中野孝司.  非結核性抗酸菌
症を合併した肺腺癌の一切除例.  第32回兵庫呼吸器疾
患研究会 2010.2 神戸

安光亮洋,  福岡和也,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳孝,  岡
田あすか,  寺田貴普,  平山倫子,  村上亜紀,  山田秀哉,  
田村邦宣,  田端千春,  栗林康造,  坪田紀明,  田中文啓,  
長谷川誠紀,  塚本吉胤,  廣田誠一,  中野孝司.  筋肉内転
移を来した悪性胸膜中皮腫の一例.  第105回兵庫県肺癌
懇話会 2010.3 神戸

政近江利子,  山田秀哉,  福岡和也,  大搗泰一郎,  三上浩
司,  前田理沙,  野木佳孝,  平山倫子,  寺田貴普,  安光亮
洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  田村邦宣,  栗林康造,  田端
千春,  田中文啓,  長谷川誠紀,  鳥井郁子,  辻村亨,  中野
孝司.  若年女性に発症した悪性胸膜中皮腫の一例.  第
105回兵庫県肺癌懇話会 2010.7 神戸

中野孝司.  画像診断を中心とする肺がんと中皮腫.  大阪府
がん診療連携拠点大手前講演会 2010.7 大阪

■その他■
中野孝司.  第10回国際中皮腫会議（10th  IMIG Meeting）

の報告.  産業医学ジャーナル 2010;33:72-8.
中野孝司.  ほこりを吸うとはい（肺）が悪くなる？−ほこりと

肺の病気の話−.  平成21年度科学技術振興調整費「ア
スベスト関連疾患への総括的取り組み」市民公開講座 
2010.3 大阪

中野孝司.  画像診断を中心とする呼吸器病学.  阪神三市呼
吸器研究会 2010.3 尼崎

寺田貴普,  福岡和也,  栗林康造,  大桑久弥,  政近江利子,  
本田実紀,  大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  野木佳
孝,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田
秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  藤盛好啓,  坪田紀明,  中
野孝司.  当科におけるアバスチンの使用経験.  Avastin 
Creating Certain Evolution of Lung Cancer Treatment 
in Kobe 2010.5 神戸

野木佳孝,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  本田実紀,  
大搗泰一郎,  三上浩司,  前田理沙,  平山倫子,  寺田貴
普,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田秀哉,  田村
邦宣,  田端千春,  栗林康造,  中野孝司.  当科における
Aprepitantの使用経験.  イメンド発売記念講演会 2010.9 
尼崎

寺田貴普,  栗林康造,  福岡和也,  政近江利子,  大桒久弥,  
本田実紀,  大搗泰一郎,  野木佳孝,  三上浩司,  前田理
沙,  平山倫子,  安光亮洋,  岡田あすか,  村上亜紀,  山田
秀哉,  田村邦宣,  田端千春,  中野孝司.  ゲフィチニブ投
与により劇的に全身状態の改善した高齢者肺癌の1例.  阪
神Lung Cancer Conference 2010.9 大阪

中野孝司.  画像を中心とする肺癌と中皮腫の最近の話題.  
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兵庫県内科医会内科学セミナー 2010.10 神戸
中野孝司.  高齢者に多い「肺がん」の話−肺がんがこうして

見つかる−.  第2回ひょうごがんシンポジウム 2010.11 神
戸

中央放射線部
Central Radiology

■学術論文■
［総説］
松本一真,  藤田知子,  源貴裕,  前田勝彦,  寺西敏美,  坂

本清,  廣田省三,  舛谷元丸 .  システムの構築・運用時
の具体的留意点を評価・改善の両面から探る.  新医療 
2010;1:87-91.

源貴裕.  吸収線量測定の基礎.  関西乳房画像研究会会誌 
2010;27:4-14.

［原著］
土井啓至,  上紺屋憲彦,  高田康弘,  冨士原将之,  坪井慶

太,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  中村豪志,  志方敏幸,  濱口
常男,  廣田省三.  放射線直腸炎に対する亜鉛製剤直腸内
投与の初期経験.  臨床放射線 2010;55:443-9.

■学会発表■
［国際学会］
松本一真 .  カテ室スタッフに必要な放射線被ばくの知識.  

Complex Cardiovascular Therapeutics 2010（CCT 
2010）2010.1 神戸

Tanooka M,  Sakai T,  Inoue H,  Doi H,  Takada Y,  
Fujiwara M,  Yasumasa K,  Sakamoto K,  Kamikonya 
N,  Hirota S.  Novel Spiral Phantom for Volumetric 
Modulated Arc Therapy Delivery Verif icat ion.  
American Society for Radiation Oncology（ASTRO 
2010）2010,10. San Diego

Doi H,  Kamikonya N,  Takada Y,  Fujiwara M,  Inoue H,  
Tanooka M,  Nakamura T,  Shikata T,  Tsujimura T,  
Hirota S.  Efficacy Of Polaprezinc To Acute Radiation 
Proctitis Using An Animal Experimental Model. 
American Society for Radiation Oncology（ASTRO 
2010） 2010,10. San Diego

Inoue H,  Tanooka M,  Doi H,  Oda M,  Takada Y,  
Fujiwara M,  Yasumasa K,  Sakamoto K,  Kamikonya 
N,  Hirota S.  Convenient Quality Check for Image-
Guided Radiologytherapy（IGRT）using the ImageJ.  
American Society for Radiation Oncology（ASTRO 
2010） 2010,10. San Diego

Doi H,  Kamikonya N,  Takada Y,  Fujiwara M,  Tsuboi 
K,  Inoue H,  Tanooka M,  Nakamura T,  Shikata T,  
Tsujimura T,  Hirota S.  Efficacy of Polaprezinc to 
Acute Radiation Proctitis using an experimental rat 
model.  European Society for Therapeutic Radiation 
and Oncology（ESTRO 29） 2010.9 Barcelona

Inoue H,  Tanooka M,  Doi H,  Nakagawa H,  Sakai T,  Oda 
M,  Yasumasa K,  Takada Y,  Fujiwara M,  Sakamoto 
K,  Kamikonya N,  Hirota S.  Convenient quality check 
for image-guided radiotherapy（IGRT）using the 
imagej software.  European Society for Therapeutic 
Rad io log y a nd Onco logy（E STRO 29） 2010.9 
Barcelona

［国内学会］
奥畑勝也,  田ノ岡征雄,  井上裕之,  酒井敏行,  中川英雄,  

小田雅彦,  鎌倉敏子,  尾崎隆男,  平山伸一,  安政勝己,  
坂本清,  山本新吾,  廣田省三.  腹腔鏡下腎摘出術におけ
るオーグメンテッドリアリティ技術を応用した手術支援シ
ステムの開発.  日本放射線技術学会第53回近畿部会学
術大会 2010.1 神戸

源貴裕.  トリアージナンバとバーコードを利用した災害時の
X線撮影登録・画像閲覧システムの考案.  第15回日本集
団災害医会総会 2010.2 千葉

田ノ岡征雄,  奥畑勝也,  滝内秀和,  井上裕之 ,  山本新
吾,  上紺屋憲彦,  廣田省三.  腹腔鏡下腎摘出術における
オーグメンテッドリアリティ技術を応用した手術支援シス
テムの開発.  日本放射線技術学会第66回総会学術大会 
2010.4 横浜

城本航,  琴浦規子,  山下達也,  早川まゆみ,  池内陽子,  上
東隼,  坂本清.  Ｇｄ造影剤がＰＲＥＳＴＯイメージ に及
ぼす影響.  日本放射線技術学会第66回総会学術大会 
2010.4 横浜

井上裕之,  田ノ岡征雄,  土井啓至,  中川英雄,  酒井敏行,  
小田雅彦,  安政勝己,  坂本清,  高田康弘,  冨士原将之,  
上紺屋憲彦,  廣田省三.  Penta-Guide Phantomを用いた
位置照合システムの精度管理.  第99回日本医学物理学会
学術大会. 2010.4 横浜

高田康弘,  土井啓至,  冨士原将之,  田ノ岡征雄,  井上裕
之,  坪井慶太,  和泉正幸,  谷口緑,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  当院におけるハイリスク膀胱癌症例に対する動注化
学療法併用放射線治療の現状と検討.  第69回日本医学
放射線学会総会 2010.4 横浜

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  高田康
弘,  冨士原将之,  中村豪志,  志方敏幸,  山本泰子,  廣
田省三.  動物実験モデルでの急性期放射線性直腸炎へ
の亜鉛製剤の有効性.  第69回日本医学放射線学会総会 
2010.4 横浜

井上裕之,  田ノ岡征雄,  土井啓至,  中川英雄,  酒井敏行,  
小田雅彦,  高田康弘,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  CBCTを用いた自動位置照合における治療計画用CT
画像のスライス厚の検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学
術大会 2010.11 千葉

田ノ岡征雄,  吉田毅,  井上裕之,  土井啓至,  酒井敏行,  小
田雅彦,  高田康弘,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  廣田省
三.  スパイラルファントムを用いたVMAT線量検証システ
ム.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 2010.11 千葉

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  三浦英治,  上紺屋憲
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彦,  高田康弘,  冨士原将之,  志方敏幸,  辻村亭,  廣田
省三.  晩期放射線直腸炎の動物実験モデル作成と病理
組織学的検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 
2010.11 千葉

高田康弘,  土井啓至,  冨士原将之,  田ノ岡征雄,  井上裕
之,  三浦英治,  坪井慶太,  和泉正幸,  上紺屋憲彦,  廣
田省三.  当院における前立腺癌全摘術後再発に対する放
射線治療の検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 
2010.11 千葉

山下達也 .  PET-CT撮像線量,  吸収補正係数の相違が
SUVに与える影響.  第30回日本核医学技術学会学術大
会 2010.11 さいたま

［地方会等］
松本一真.  The duty of Co-Medical in a catheter for 

team medical care. （シンポジウム）第19回倉敷PCIライ
ブデモンストレーションコース 2010.2 倉敷

源貴裕.  放射線情報システム（RIS）を利用した多数傷病者
受入時における放射線技師の勤務配置システムの考案.  
第22回兵庫県放射線技師会学術大会 2010.11 福崎

松本一真.  カテ室スタッフに必要な放射線被ばくの知識.  第
9回秋田PCI ライブ 2010.10 秋田

松本一真,  源貴裕,  藤田知子,  山田英司,  前田勝彦,  石野
真須美,  神原亜紀,  奥畑勝也,  若山司,  寺西敏美,  坂
本清.  PACSと連携した動画像ネットワークシステムの構
築とその活用法.  第22回兵庫県放射線技師会学術大会 
2010.11 福崎

［研究会・講演会等］
松本一真.  ステップアップ胸部X線写真のよみかた−2次元

から3次元へ−.  第14回呼吸セミナー 2010.2 西宮
源貴裕.  吸収線量測定の基礎. （特別講演）第27回関西乳

房画像研究会 2010.2 大阪
名定敏也 .  MDCTの列数の違いによるAdamkiewicz 

a r ter y描出能の検討.  2010放射線診療学術講演会 
2010.6 大阪

松本一真.  わかりやすい放射線被ばく−放射線なんか怖くな
い−.  Kinki Co−Medical Cardiology ＆ Critical Care 
Seminar 2010.6 大阪

松本一真.  VISIWAVE vs Galaxy.  第2回IVUS講習会 
2010.10 大阪

酒井敏行.  放射線治療計画用CTのQA/QC.  第3回兵庫県
放射線治療研究会 2010.11 神戸

■その他■
松本一真 .  CAGの読み方～立体視を目指して～.  19th 

Meeting and Live Demonstration in TOKUSHIMA 
2010.2 徳島

田ノ岡征 雄 .   スパイラルファントムを用いたV M AT
（Volumetric Modulated Arc Therapy）線量検証システ
ム.  兵庫医科大学大学院博士課程「がんプロフェッショナ
ル養成プラン」第2回博士課程第2学年研究成果中間報告
会 2010.7 西宮

源貴裕.  乳房撮影領域の被ばく線量評価の実際.  日本放

射線技術学会計測分科会第20回医療被ばく測定セミナー 
2010.7 松本

名定敏也.  Adaptive 4D Spiralを用いた肝臓  Perfusion 
CT.  関西SOMATOM研究会 2010.11 大阪

名定敏也.  X線CT検査.  平成22年度  診療放射線技師基
礎講習 2010.12 兵庫

松本一真 .   凍りつくようなこんな場面−あなたならどう
する？−. （シンポジウム）The 17th Kamakura Live 
Demonstration Course 2010 2010.12 横浜

中央手術部
Surgical Center

■著書■
上農喜朗.  手術室における危機管理.  天羽敬祐  編.  麻酔

科学レビュー2010.  東京:総合医学社, 2010:101-7.
中川雅史,  上農喜朗  編.  Difficult airway management

気道管理スキルアップ講座.  東京:克誠堂出版, 2010:2-
27．

駒澤伸泰,  上農喜朗 .  マスク換気中に腹部が著明に膨
隆した.  高崎真弓,  河本昌志,  川真田樹人,  岡本浩嗣  
編.  麻酔科トラブルシューティングA to Z.  東京:文光堂, 
2010:348-9．

■学術論文■
［原著］
駒澤伸泰,  上農喜朗.  初期臨床研修医における胸骨圧迫中

の気管挿管−マッキントッシュ喉頭鏡とエアウェイスコープ®

の比較−.  日本臨床麻酔学会誌 2010;30:278-82.
徳嶺譲芳,  武田吉正,  河野安宣,  安田智嗣,  松島久雄,  上

農喜朗.  初期臨床研修医に対する超音波ガイド下中心静
脈穿刺トレーニング  効果的な教育法への改良.  日本臨
床麻酔学会誌 2010;30:460-4.

駒澤伸泰,  植木隆介,  岡野紫,  下出典子,  中川雅史,  上農
喜朗.  DAM（Difficult Airway Management）実践セ
ミナー参加者を対象とした心肺蘇生における気管挿管デ
バイスの検討−マネキンを用いたシミュレーション解析−.  
日本臨床麻酔学会誌 2010;30:822-7.

Komasawa N,  Ueki R,  Nomura H,  Itani M,  Kaminoh Y.  
Comparison of tracheal intubation by the Macintosh 
laryngoscope and Pentax-AWS（Airway Scope）
during chest compression: a manikin study.  J Anesth 
2010;24:306-8.

駒澤伸泰,  植木隆介,  井谷基,  小濱華子,  狩谷伸享,  多
田羅恒雄 ,  上農喜朗,  太城力良.  深部静脈血栓症の
既往症例に対する当院の周術期2次予防の現状.  心臓 
2010;42:990-2.

Komasawa N,  Ueki R,  Itani M,  Nishi S,  Kaminoh Y.  
Validation of the Pentax-AWS Airwayscope utility 
as an intubation device during cardiopulmonary 
resuscitation on the ground.  J Anesth 2010;24:582-6.
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Komasawa N,  Ueki R,  Itani M,  Nomura H,  Nishi S,  
Kaminoh Y.  Evaluation of tracheal intubation in 
several positions by the Pentax-AWS Airway Scope: a 
manikin study.  J Anesth 2010;24:908-12.

［症例報告］
Komasawa N,  Ueki R,  Tatara T,  Kaminoh Y,  Tashiro C.  

Difficult airway management using the Pentax-AWS 
（Airway Scope）for a patient with bilateral giant 
thyroid tumors.  J Anesth 2010;24:494-5.

■学会発表■
［国際学会］
Kaminoh Y.  Parallel/series neural network model can 

explain anesthetic pharmacological interactions.  8th 
International Conference on the Mechanisms of 
Anesthesia（MAC 2010） 2010.6 Toronto

Kaminoh Y.  Is the interaction of inhalation anesthetics 
additive?.  19th Annual Meeting of the International 
Society of Anaesthetic Pharmacology（ISAP2010） 
2010.10 San Diego

［国内学会］
上農喜朗.  気道確保困難時にどの器具・方法を選択すべき

か.  日本麻酔科学会第57回学術集会 2010.6 福岡
上農喜朗.  麻酔台帳への提言.  日本麻酔科学会第57回学

術集会 2010.6 福岡
駒澤伸泰,  植木隆介,  三馬葵,  小濱華子,  太城力良,  西

信一,  上農喜朗.  胸骨圧迫中の気管挿管におけるエア
ウェイスコープ®の有効性についての検討−専門医,後期
研修医,初期臨床研修医の比較−.  日本蘇生学会第29回 
2010.9 栃木

駒澤伸泰,  植木隆介,  小濱華子,  三馬葵,  太城力良,  西信
一,  上農喜朗.  床上蘇生におけるエアウェイスコープの
有効性についての検討.  日本臨床麻酔学会第30回大会 
2010.11 徳島

小濱華子,  駒澤伸泰,  植木隆介,  三馬葵,  太城力良,  西信
一,  上農喜朗.  窒息の解除における改変型イントロックを
用いたエアウェイスコープⓇの有効性の検討  マネキン解
析.  日本臨床麻酔学会第30回大会 2010.11 徳島

［地方会等］
小濱華子,  植木隆介,  駒澤伸泰,  三馬葵,  西信一,  上農

喜朗.  ラリンジアルマスクSupremeとSoftsealの心肺蘇
生における有効性の検討−マネキンを用いたシミュレー
ション解析−.  第56回日本麻酔科学会関西支部学術集会 
2010.9 大阪

駒澤伸泰,  植木隆介,  小濱華子,  三馬葵,  太城力良,  上農
喜朗.  エアウェイスコープの挿管体位における検討−マネ
キンを用いたシミュレーション解析−.  第56回日本麻酔科
学会関西支部学術集会 2010.9 大阪

［講演会・研究会等］
真鍋佐和,  駒澤伸泰,  植木隆介,  下出典子,  長尾嘉晃,  多

田羅恒雄,  上農喜朗.  Lingual Tonsil Hyperplasiaが疑
われた挿管困難症例に対し,  エアウェイスコープ補助下の

経口ファイバー挿管が有効であった一症例.  第4回紀伊田
辺セミナー 2010.2 和歌山

吉河久美子,  駒澤伸泰,  植木隆介,  下出典子,  岡野紫,  小濱
華子,  多田羅恒雄,  上農喜朗.  マネキンを用いた心肺蘇生
時の気管挿管デバイスの検討  第二報−ベッド上,  床上に
おける検討−.  第4回紀伊田辺セミナー 2010.2 和歌山

駒澤伸泰,  植木隆介,  岡野紫,  下出典子,  中川雅史,  上農
喜朗.  DAM（Difficult Airway Management）実践セミ
ナー参加者における胸骨圧迫中の気管挿管に関する検討
−マネキンを用いたシミュレーション研究−.  第4回紀伊田
辺セミナー 2010.2 和歌山

医療社会福祉部
Clinical Social Work

■著書■
鳥巣佳子,  藤野好美,  相澤譲治,  加藤和子,  小倉毅,  井村

圭壯,  松井圭三,  直島正樹,  滝口真,  高橋英成,  越智
紀子,  増子正,  野尻紀恵,  直島克樹.  社会福祉の理論と
制度（福祉の基本体系シリーズ8）.  井村圭壯,  相澤譲治  
編.  初版.  東京:勁草書房, 2010:131-42.

■学術論文■
［原著］
木村亜紀子,  竹本与志人.  ソーシャルワーカーが介入する生

活課題の状況−救命救急センターのケースを通して−.  医
療と福祉 2010;44:52-8.

■学会発表■
［国内学会］
木村亜紀子,  小谷穣治.  転院支援からみる救命救急セン

ターにおけるソーシャルワーカーの役割.  第13回日本臨床
救急医学会総会・学術集会 2010.5 千葉

篠田香恵,  鳥巣佳子,  伊賀陽子,  木村亜紀子,  野村まゆ,  
葊部真由子.  脳腫瘍患者におけるソーシャルワーカーの関
わり方について.  第58回日本医療社会事業全国大会・第
30回日本医療社会事業学会 2010.5 長野

鳥巣佳子,  福山和女,  田中千枝子,  星野由利子,  草水美代
子,  左右田哲.  医療ソーシャルワーカーの実習指導に関す
る考察−実習指導者養成認定研修会プログラムが提起す
るもの−.  第58回日本医療社会事業全国大会・第30回日
本医療社会事業学会 2010.5 長野

■その他■
伊賀陽子.  HIV感染症の患者支援とは.  公立豊岡病院  感

染対策研修会 2010.3 豊岡 
伊賀陽子.  血友病と医療制度.  BAXTER MR 社内勉強会 

2010.6 西宮
伊賀陽子.  血友病患者の生活支援−今とこれからのために−.  

第6回阪神ヘモフィリア研究会 2010.6 大阪
伊賀陽子.  HIV陽性者の就労支援.  エイズ予防財団  平成

22年度予防ケア入門編研修会 2010.7 東京
伊賀陽子.  オストメイトの社会保障.  第32回関西ストーマケ
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ア講習会 2010.7 西宮
伊賀陽子.  長期療養患者を支えるチームケア.  第15回山口

HIVカンファレンス講演会 2010.10 下関  
伊賀陽子.  血友病の医療制度.  web stream Hemophilia 

Seminar 2010.12 西宮

臨床心理部
Clinical Psychology

■その他■
森礼子. （コメンテーター）平成22年度西宮市難病医療相談

会 2010.8 西宮
土居加寿子,  平寛子,  東由美子,  森礼子.  HIV検査・予防介

入から陽性告知まで.  平成22年度兵庫県エイズ診療従事
者研修会 2010.8 西宮

東由美子. （ファシリテーター）2010年度緩和ケア研修会 
2010.10 西宮

村田正章.  精神科神経科病院の入院患者への心理的アプ
ローチ.  加茂病院院内研修 2010.12 加東

分娩新生児部
Childbirth

■著書■
小森慎二.  不定愁訴と更年期障害.  石原理,  柴原浩章,  三

上幹男,  板倉敦夫  編.  講義録  産科婦人科学.  東京:メ
ジカルビュー社, 2010:82-3.

■学術論文■
［総説］
矢田有里,  細田容子,  小森慎二.  子宮の器質的異常と着床

障害.  臨床婦人科産科 2010;64:829-33.
伊藤善啓,  原田佳世子,  小森慎二.  胎児異常と遺伝因子.  

産婦人科の実際 2010;59:1985-9.
［症例報告］
和田龍,  原田佳世子,  武信尚史,  内田暁子,  坂佳世,  荻野

舞,  田中宏幸,  小森慎二.  血小板1万／㎣台で緊急帝王
切開術を要した2症例.  産婦人科の進歩 2010;62:144-7.

金澤理一郎,  鍔本浩志,  坂根理矢,  荻野舞,  矢田有里,  和
田龍,  伊藤善啓,  小森慎二,  羽尾裕之,  廣田誠一.  再発
子宮内膜間質肉腫の診断におけるPET‐CT検査の有用
性について.  産婦人科の進歩 2010;62:287-91.

Hao H,  Tsujimoto M,  Tsubamoto H,  Komori S,  Hirota 
S.  Immunohistochemical phenotype of the urinary 
bladder endocervicosis: Comparison with normal 
endrocervix and wel l-d i f ferent iated mucinous 
adenocarcinoma of uterine cervix.  Pathol Int 
2010;60:528-32.

■学会発表■
［国際学会］

Komori S.  The current status of ovarian tissue banking.  
The 2nd Japan-Korea ART Conference 2010.8 Awaji

Hasegawa A,  Komori S,  Koyama K.  CD52 as a target 
for autoimmune antibodies to gametes.  The 11th 
Internationak Society for Immunology of Reoriduction

（ISIR） 2010.8 Palm Cove
Hosoda Y,  Hasegawa A,  Kumamoto K,  Ogino M,  Ikeda 

Y,  Tanaka H,  Komori S.  Molecular profiles of mouse 
ovwrian folliculogenesis.  The 11th Internationak 
Society for Immunology of Reoriduction（ISIR）  
2010.8 Palm Cove

Ogino M,  Hasegawa A,  Mochida N,  Tanaka H,  Hosoda 
Y,  Komori S.  Effective two-step culture method 
for development of early preantral mouse follicles.  
The 11th Internationak Society For Immunology of 
Reoriduction（ISIR） 2010.8 Palm Cove

Ogino M,  Hasegawa A,  Mochida N,  Tanaka H,  Hosoda 
Y,  Komori S.  Effective two-step culture method for 
development of early preantral mouse follicles.  The 
25th International Symposium for Immunology of 
Reproduction（ISIR） 2010.8 Osaka

Hardiyanto L,  Hasegawa A,  Komori S.  The male 
reproduct ion tract CD52（mrt-CD52）interfered 
in C1q binding to antigen-antibody complex.  The 
25th International Symposium for Immunology of 
Reproduction（ISIR） 2010.8 Osaka

Kumamoto K,  Hasegawa A,  Hardiyanto L,  Tanaka H,  
Koyama K,  Komori S.  CD52 expression is induced in 
the mouse uterus at the time of embryo implantation.  
The 25th International Symposium for Immunology of 
Reproduction（ISIR） 2010.8 Osaka

Inoue K,  Tsubamoto H,  Sakane R,  Kanazawa R,  
Komori S,  Nakano T,  Hirota S.  Primary malignant 
peritoneal mesothelioma of the great omentum 
diagnosed by cytology of ascites: A case report.  The 
10th International Conference of the International 
Mesothelioma Interest Group 2010.8 Kyoto

Ogino M,  Wada R,  Hosoda Y,  Saka K,  Hasegawa 
A ,  Komor i S .  Molecu la r prof i les of ovar ian 
folliculogenesis.  20th World Congress on Fertility and 
Sterility 2010.9 Munich

Kanazawa R,  Tsubamoto H,  Sakane R,  Ikeda Y,  Komori 
S,  Hao H,  Hirota S,  Kawata S.  Correlation of 18-FDG 
uptake in PET/CT with clinicopathological features 
among 5 cases of recurrent low grade endometrial 
stromal sarcoma（LGESS）.  13th Biennial Meeting of 
the International Gynecologic Cancer Society 2010.10 
Prague

［国内学会］
細田容子,  荻野舞,  田中宏幸,  小森慎二.  マウス卵胞の発

育段階による遺伝子発現の変化.  第83回日本内分泌学会
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学術集会 2010.3 京都
田中宏幸,  長谷川昭子,  細田容子,  荻野舞,  坂佳世,  小森

慎二.  着床期子宮におけるCD52の発現とその機能および
発現制御について.  第62回日本産科婦人科学会学術講演
会 2010.4 東京

堀内功,  坂佳世,  矢田有里,  和田龍,  細田容子,  荻野舞,  
小森慎二.  当院において腹腔鏡検査を施行した不妊症
症例の検討.  第62回日本産科婦人科学会学術講演会 
2010.4 東京

鍔本浩志,  和田龍,  金澤理一郎,  伊藤善啓,  小森慎二.  卵
巣漿液性境界悪性腫瘍ⅢC期卵巣温存治療後再燃に対し
てリュープロレリンを試みた一例.  第62回日本産科婦人
科学会学術講演会 2010.4 東京

堀理照,  和倉久実,  半田雅文,  小森慎二,  平省三.  FSH,  
hCGLレセプター遺伝子解析を施行したHyperreact io 
luteinalis（応対化過剰反応）の1例.  第62回日本産科婦人
科学会学術講演会 2010.4 東京

持田菜穂子,  長谷川昭子,  細田容子,  荻野舞,  小森慎二.  
マウス未熟卵胞の無血清培養液を用いた体外培養系の検
討.  第51回日本哺乳動物卵子学会 2010.5 新潟

澤井英明,  井上田鶴子,  管原由恵,  三村博子,  岡本陽子,  
堀内功,  田中宏幸,  小森慎二,  小杉眞司,  玉置知子.  兵
庫医大の統計からみた羊水検査を目的に受診した妊婦の
受診の推移と動向.  第34回日本遺伝カウンセリング学会 
2010.5 東京

坂根理矢,  金澤理一郎,  和田龍,  伊藤善啓,  鍔本浩志,  小
森慎二,  羽尾裕之,  廣田誠一.  保存的治療の後再発を認
めた低悪性度子宮内膜間質肉腫（LGESS）の2症例.  第
48回日本婦人科腫瘍学会 2010.7 茨城

坂佳世,  堀内功,  矢田有里,  細田容子,  荻野舞,  和田龍,  
武信尚史,  持田菜穂子,  澤井英明,  小森慎二.  当院にお
ける自然流産症例の絨毛染色体検査.  第28日本受精着
床学会総会学術講演会 2010.7 横浜

堀内功,  原田佳世子,  内田暁子,  脇本裕,  加藤徹,  坂佳世,  
荻野舞,  伊藤善啓,  小森慎二.  卵管の捻転により急性腹
症が認められた傍卵管嚢胞症例の一例.  第50回日本産
科婦人科内視鏡学会学術集会 2010.7 東京

原田佳世子,  加藤徹,  坂根理矢,  和田龍,  武信尚史,  田中
宏幸,  澤井英明,  小森慎二.  当科における炎症性腸疾患

（IBD）合併妊娠例44例の検討.  第46回日本周産期・新
生児医学会総会および学術集会 2010.7 神戸

田中宏幸,  加藤徹,  坂根理矢,  和田龍,  原田佳世子,  武
信尚史,  澤井英明,  小森慎二,  佐々木隆士,  清水義
之,  奥山宏臣.  胎児水腫を伴う先天性嚢胞状腺腫様奇形

（CCAM）に対し,  胎児胸腔内嚢胞穿刺を行い,  妊娠継
続して救命できた1例.  第46回日本周産期・新生児医学会
総会および学術集会 2010.7 神戸

坂根理矢,  加藤徹,  和田龍,  原田佳世子,  武信尚史,  田中
宏幸,  小森慎二.  CK異常高値を認め,  帝王切開後に多
発筋炎合併が判明した一例.  第46回日本周産期・新生児
医学会総会および学術集会 2010.7 神戸

Hardiyanto L,  Hasegawa A,  Komori S.  Effect of male 
reproductive tract CD52（mrt-cd52）on the immune 
complement classical pathway.  第29回日本アンドロロ
ジー学会学術大会・第16回精子形成・精巣毒性研究会 
2010.7 東京

持田菜穂子,  長谷川昭子,  細田容子,  荻野舞,  小森慎二.  
無血清培地を用いたマウス未発育卵胞の体外培養につい
て.  第55回日本生殖医学会総会・学術集会 2010.11 徳島

堀内功,  坂佳世,  矢田有里,  和田龍,  武信尚史,  持田菜穂
子,  近藤宣幸,  澤井英明,  小森慎二.  自然流産症例にお
ける絨毛染色体検査と臨床的背景.  第55回日本生殖医学
会総会・学術集会 2010.11 徳島

小森慎二.  男性不妊症とY染色体. （教育講演）第55回日本
生殖医学会総会・学術集会 2010.11 徳島

［地方会等］
脇本裕,  井上佳代,  細田容子,  伴知子,  和倉久実,  坂佳

世,  和田龍,  内田暁子,  金澤理一郎,  鍔本浩志,  澤井英
明,  小森慎二.  クッシング症候群合併骨盤内腫瘍の1症
例.  第84回兵庫県産科婦人科学会 2010.6 神戸

池田ゆうき,  坂根理矢,  加藤徹,  荻野舞,  青井千尋,  矢田
有里,  原田佳世子,  伊藤善啓,  武信尚史,  堀内功,  田中
宏幸,  澤井英明,  小森慎二.  妊娠中に腸閉塞を発症し緊
急帝王切開術を行った1症例.  第84回兵庫県産科婦人科
学会 2010.6 神戸

加藤徹,  脇本裕,  細田容子,  伴知子,  青井千尋,  伊藤善啓,  
堀内功,  小森慎二.  傍卵管嚢胞を合併し卵管捻転を来し
た1症例.  第122回近畿産科婦人科学会総会ならびに学
術集会 2010.6 京都

井上佳代,  鍔本浩志,  坂根理矢,  坂佳世,  和田龍,  伊藤善
啓,  内田暁子,  金澤理一郎,  小森慎二,  田端千春,  中野
孝司,  塚本吉胤,  羽尾裕之,  廣田誠一,  二村和光.  腹水
細胞診にて診断した大網原発中皮腫の1例.  第122回近畿
産科婦人科学会総会ならびに学術集会 2010.6 京都

池田ゆうき,  鍔本浩志,  和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  
化学療法中の粘膜障害に対する免疫賦括経腸栄養剤「イ
ンパクトTM」投与の試み.  第122回近畿産科婦人科学会総
会ならびに学術集会 2010.6 京都

荻野舞,  田中宏幸,  池田ゆうき,  矢田有里,  衣田隆俊,  原
田佳世子,  武信尚史,  澤井英明,  小森慎二.  当科で経験
した腎血管筋脂肪腫合併妊娠の1症例.  第122回近畿産
科婦人科学会総会ならびに学術集会 2010.6 京都

武信尚史,  原田佳世子,  池田ゆうき,  井上佳代,  矢田有里,  
伊藤善啓,  小森慎二.  内子宮口付近で不正な流動性エ
コーを認めplacenta lakeと考えられた前置胎盤の1症例.  
The 11th Annual Symposium Japanese Society for the 
Advancement of Women’s Imaging 2010.9 淡路

池田ゆうき,  鍔本浩志,  井上佳代,  坂根理矢,  伴知子,  細
田容子,  和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  子宮頸部腺癌
Ⅳa期に対してNAC後に前方または後方内臓全摘出手術
を施行し長期生存を得た2例.  第123回近畿産科婦人科学
会学術集会 2010.10 京都
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鍔本浩志,  井上佳代,  坂根理矢,  池田ゆうき,  内田暁子,  
和田龍,  金澤理一郎,  小森慎二.  腫瘍径3cm以上の子宮
頸部扁平上皮癌に対して,  NAC後に子宮頸部摘出し子宮
温存を試みた3例.  第123回近畿産科婦人科学会学術集
会 2010.10 京都

矢田有里,  澤井英明,  和田龍,  田中宏幸,  武信尚史,  伊藤
善啓,  原田佳世子,  池田ゆうき,  小森慎二.  出生前に胎
児ヘリカルCTで診断し出生後に遺伝子変異を確認したⅡ
型コラーゲン異常症.  第123回近畿産科婦人科学会学術
集会 2010.10 京都

荻野舞,  堀内功,  脇本裕,  坂佳世,  加藤徹,  和倉久実,  青
井千尋,  持田菜穂子,  小森慎二.  体外受精胚移植治療
後の妊娠において子宮内妊娠と頸管妊娠が同時に認めら
れた1例.  第123回近畿産科婦人科学会学術集会 2010.10 
京都

［研究会・講演会等］
小森慎二.  産婦人科における内視鏡検査と手術. （特別講

演）第13回栃木県内視鏡外科研究会 2010.1 栃木
小森慎二.  産婦人科における内分泌疾患及び性分化異常

−これまでの経験から−. （特別講演）近畿青嵐講演会 
2010.2 神戸

小森慎二.  生殖免疫における抗精子抗体. （特別講演）第
40回関西アンドロロジーカンファレンス・第135回日本生殖
医学会関西支部集談会 2010.3 大阪

Hardiyanto L,  長谷川昭子,  小森慎二.  男性生殖器におけ
るCD52はN-リンク糖鎖を介してC1qに結合し,  補体活性
を制御する.  第40回関西アンドロロジーカンファレンス・
第135回日本生殖医学会関西支部集談会 2010.3 大阪

小森慎二.  最近の産婦人科診療での話題. （特別講演）第3
回北神三田産婦人科連携フォーラム 2010.3 三田

田中宏幸,  荻野舞,  細田容子,  原田佳世子,  武信尚史,  小
森慎二.  腟ウレアプラズマ感染と妊娠予後との関係.  第
16回兵庫県性感染症（STI）研究会総会 2010.3 神戸

小森慎二 .  免疫が関与する不妊の基礎と臨床. （特別講
演）第3回神戸シンポジア 2010.4 神戸

井上田鶴子,  澤井英明,  管原由恵,  三村博子,  岡本陽子,  
堀内功,  田中宏幸,  小森慎二,  小杉眞司,  玉置知子.  遺
伝カウンセリングの視点から見た羊水検査を目的に受診し
た妊婦の現状と動向.  第10回関西出生前診療研究会学
術集会 2010.5 西宮

堀内功,  原田佳世子,  内田暁子,  脇本裕,  加藤徹,  細田容
子,  坂佳世,  荻野舞,  金澤理一郎,  伴知子,  青井千尋,  
伊藤善啓,  小森慎二.  卵管のみの捻転が認められた傍
卵管嚢胞の一例.  第9回兵庫産婦人科内視鏡手術懇話会 
2010.5 神戸

■その他■
小森慎二.  産婦人科におけるホルモン療法.  第11回西宮・

兵庫医科大学産婦人科勉強会 西宮

臨床遺伝部
Clinical Genetics

■著書■
管原由恵.  国際命名規約に基づく核型記載  染色体異常の

発生機序.  日本臨床衛生検査技師会  編.  染色体遺伝子
検査の基礎と臨床応用.  東京:日本臨床衛生検査技師会, 
2010:138-43.

■学術論文■
［症例報告］
岡本陽子,  玉置知子,  齊藤優子,  三村博子,  管原由恵,  松

田正之,  鈴木綾子,  矢崎正英,  吉波哲大.  遺伝子検査で
診断が確定された家族性地中海熱の一症例.  臨床細胞
分子遺伝 2010;15:13.

岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  峰淳史,  谷澤隆邦,  細貝
昇,  松井健,  原田直樹,  玉置知子.  サブテロメアFISH・
arrayDGHで確定診断した軽度発達遅延を伴う5p部分欠
失症候群の1例.  臨床細胞分子遺伝 2010;15:17-19.

■学会発表■
［国内学会］
岡本陽子,  齊藤優子,  管原由恵,  三村博子,  堀内功,  立花

久大,  小森慎二,  田村周,  玉置知子.  血液疾患の染色体
分析で偶然判明した生殖細胞系列の染色体異常に対す
る臨床遺伝部の関わり.  第34回日本遺伝カウンセリング学
会学術集会 2010.5 東京

澤井英明,  井上田鶴子,  管原由恵,  三村博子,  岡本陽子,  
堀内功,  田中宏幸,  小森慎二,  小杉眞司,  玉置知子.  兵
庫医大の統計からみた羊水検査を目的に受診した妊婦の
受診の推移と動向.  第34回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会 2010.5 東京

吉田ひとみ,  守井見奈,  庵前美智子,  岡本陽子,  管原由
恵,  三村博子,  巽純子,  南武志,  藤川和男,  田村和朗,  
玉置知子.  外国語を母国語とするクライエントへの遺伝
カウンセリングの問題点.  日本人類遺伝学会第55回大会 
2010.10 大宮

玉置（橋本）知子,  山本義弘,  中野芳朗,  森永伴法,  岡本
陽子.  医学部での人類遺伝学の基礎配属教育の現状.  日
本人類遺伝学会第55回大会 2010.10 大宮

高橋千晶,  岡本陽子,  島田裕允,  管原由恵,  三村博子,  齊
藤優子,  皆川京子,  谷澤隆邦,  玉置知子.  四倍体モザイ
ク男児の一例.  日本人類遺伝学会第55回大会 2010.10 大
宮

岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  立花久大,  千代豪昭,  細
貝昇,  高木王彦,  霜川修,  佐々木由喜,  原田直樹,  玉置
知子.  全サブテロメアFISHとゲノムコピー数解析で20年
ぶりに診断された6番染色体複雑構造異常の1例.  日本人
類遺伝学会第55回大会 2010.10 大宮

玉置知子. （特別講演）羊水細胞の検査と遺伝カウンセリン
グ.  第49回日本臨床細胞学会秋期大会 2010.11 神戸

Fujii M,  Noguchi K,  Urade M,  Muraki Y,  Hashimoto-
Tamaoki T,  Nakano Y.  PTCH1 Mutatio in Japanese 
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Nevoid the gene expression of steroidogenic enzymes.  
第33回日本分子生物学会年会  第83回日本生化学学会大
会合同大会（BMB2010） 2010.12 神戸

［研究会・講演会等］
岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  小川智美,  谷澤隆邦,  澤

井英明,  小森慎二,  玉置知子.  3転座保因者への遺伝カ
ウンセリング.  第13回胎児遺伝子診断研究会 2010.2 東京

岡本陽子,  管原由恵,  三村博子,  峰淳史,  谷澤隆邦,  細貝
昇,  松井健,  原田直樹,  玉置知子.  サブテロメアFISH・
arrayDGHで確定診断した軽度発達遅延を伴う5p部分欠
失症候群の1例.  臨床細胞分子遺伝研究会 2010.3 西宮

臨床栄養部
Clinical Nutrition and Health Science

■著書■
福田能啓,  肥塚昌浩.  血液・生化学所見.  日比紀文  編.  

炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:8-13.
福田能啓,  小竹淳一朗.  吸収不良症候群.  松田暉,  萩原

俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅱ.  
東京:南江堂, 2010:58-63.

■学術論文■
［総説］
奥田真珠美,  福田修久,  栄谷直美,  山田英智,  小野淳

一郎,  山本憲康,  福田能啓.  Helicobacter研究の年
間レビュー  感染ルートはどこまで明らかになったか.  
Helicobacter Research 2010;14:151-6.

福田能啓,  小竹淳一朗,  福田修久,  林慶紀,  山本憲康,  肥
塚浩昌,  奥田真珠美.  IBD治療における食事療法,  栄養
療法.  IBD Research 2010;4:114-20.

福田能啓,  栄谷直美,  奥田真珠美.  在宅栄養療法  在宅
経腸栄養法（HEN）の適応.  日本臨牀 2010;68（増刊
3）:657-9.

奥田真珠美,  山本憲康,  福田修久,  小竹淳一朗,  林慶
紀,  福田能啓.  近畿地区におけるH.pylori感染症診療の
現状をみる−消化器医を中心としたアンケート調査より−.  
Helicobacter Research 2010;14:385-9.

奥田真珠美,  山本憲康,  福田能啓.  H.pyloriの基礎知識  
H.pyloriの感染経路.  Medicina 2010;47:1717-20.

奥田真珠美,  福田能啓.  小児の感染診断・除菌判定のポイ
ントと感染予防の指導.  Jmed Mook 2010;8:48-51.

奥田真珠美,  福田能啓.  ピロリ菌の再出現  再燃か？再感
染か？.  Jmed Mook 2010;8:78-81.

奥田真珠美,  福田能啓.  疾患に対する薬剤の選び方・使い
方と注意  消化器疾患胃炎,  H.pylori感染症.  小児内科 
2010;42（増刊）:467-70.

奥田真珠美,  福田能啓.  ヘリコバクターピロリ−小児への感
染時期と感染経路.  綜合臨牀 2010;59:1987-8．

［原著］
Nagata K,  Inatsu S,  Tanaka M,  Sato H,  Kouya T,  

Taniguchi M,  Fukuda Y.  The bifidogenic growth 
stimulator inhibits the growth and respiration of 
Helicobacter pylori .  Helicobacter 2010;15:422-9.

Asaka M,  Kato M,  Takahashi S,  Fukuda Y,  Sugiyama 
T,  Ota H,  Uemura N,  Murakami K,  Satoh 
K,  Sugano K;Japanese Society for Helicobacter 
Research.  Guidel ines for the management of 
Helicobacter pylori  infection in Japan: 2009 revised 
edition.  Helicobacter 2010;15:1-20.

Cardenas VM,  Mena KD,  Ort iz M,  Karr i S ,  
Variyam E,  Behravesh CB,  Snowden KF,  Flisser 
A,  Bristol JR,  Mayberry LF,  Ortega YR,  Fukuda 
Y,  Campos A,  Graham DY.  Hyperendemic H.pylori 
and tapeworm infection in a U.S.-Mexico border 
population.  Public Health Rep 2010;125:441-7.

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野﨑園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  等尺性収縮による舌挙上運動と舌
骨上筋群筋活動の関係−舌骨上筋群に対する筋力トレー
ニング方法への展望−.  耳鼻と臨床 2010;56（Suppl. 
2）:S207-14.

岡田誠,  間瀬教史,  村上茂史,  荻野智之,  野添匡史,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  上肢肢位の違いが労作中の肺気量位と呼吸補助筋活
動に与える影響.  臨床理学療法研究 2010;27:19-24.

加治佐望,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  筋の体積及び筋力と筋線維伝導速度との関係.  臨床
理学療法研究 2010;27:25-8.

■学会発表■
［国際学会］
Yamashita Y,  Okuda M,  Fukuda N,  Yun SS,  Noh YB,  

Yea HS,  Yamamoto N,  Koizuka H,  Horie K,  Saito 
D,  Fukuda Y.  Egg yolk antibodies suppress H. pylori  
infection and gastritis.  XXIII International Workshop 
on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic 
Digestive Inflammation and Gastric Cancer 2010.9 
Rotterdam 

Okuda M,  Oomatsu H,  Kotake J,  Fukuda N,  Yamamoto 
N,  Sakaedani N,  Yamada H,  Ono J,  Fukuda Y.  
Evaluation of urine antibody test for H.pylori  in 
Japanese children. （Workshop）XXIII International 
Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in 
Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer 
2010.9 Rotterdam 

Okuda M,  Sakaedani N,  Yamamoto N,  Fukuda N,  Kotake 
J,  Suda M,  Hayashi Y,  Takahashi R,  Fukuda Y.  
Influence of Ecabet sodium to Urea Breath Test in 
volunteers with H. pylori  infection. （Workshop）
XXIII International Workshop on Helicobacter and 
Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation 
and Gastric cancer 2010.9 Rotterdam 
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Takahashi R,  Shimoyama T,  Abe D,  Nakabayashi 
N,  Okuda M,  Fukuda Y.  Determining cut-of f 
values for serodiagnosis of Helicobacter hepaticus 
in fect ion by HR I I-51-HH-15 capture enzyme-
linked immunosorbent assay. （Workshop）XXIII 
International Workshop on Helicobacter and Related 
Bacteria in Chronic Digestive Inf lammation and 
Gastric cancer 2010.9 Rotterdam

［国内学会］
高橋留佳,  肥塚浩昌,  三野幸治,  森不二子,  荒木一恵,  安

井富美子,  中田知子,  廣瀬愛,  古屋貴久子,  加畑万貴,  
栄谷直美,  福田能啓.  栄養管理クリニカルパス導入によ
る効果と今後の課題.  第13回日本病態栄養学会年次学
術集会 2010.1 京都

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  間瀬教史,  野崎園子,  福
田能啓.  等尺性収縮による舌挙上運動と舌骨上筋群筋活
動の関係−舌骨上筋群に対する筋力トレーニング方法の
検討−.  第33回日本嚥下医学会総会ならびに学術集会 
2010.2 久留米

岡田誠,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  Flow Volume Loopを用いた呼吸介助中の呼気流量
と肺気量位変化の検討.  第45回日本理学療法学術大会 
2010.5 美濃加茂

松下和弘,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  萩野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能啓.  3次元動作解
析装置を用いた運動中の肺気量位変化.  第45回日本理学
療法学術大会 2010.5 美濃加茂

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  傳秋光,  福田能啓.  咀嚼運動が呼
吸運動及び換気量変化に与える影響−3次元動作解析装
置を用いて−.  第45回日本理学療法学術大会 2010.5 美
濃加茂

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  加治佐望,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  呼吸介助手技における手掌面圧と換気変化の関係.  
第45回日本理学療法学術大会 2010.5 美濃加茂

荻野智之,  高橋哲也,  森沢知之,  加治佐望,  新井秀宜,  有
井融,  和田智弘,  福田能啓.  3軸加速度計を用いた慢性
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川阪尚子,  福岡達之,  吉川直子,  間瀬教史,  野崎園子,  福
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奥田真珠美,  高橋良樹,  中澤晶子,  阿部大二朗,  栄谷直美,  
山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  肝胆道疾患児における
抗Helicobacter hepaticus抗体（HRII-51）の検討.  第16
回日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

奥田真珠美,  栄谷直美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
小児・青年期における血中抗H. pylori抗体,  ペプシノゲン,  

ガストリン値の検討.  第16回日本ヘリコバクター学会学術
集会 2010.6 京都

栄谷直美,  奥田真珠美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
H. pylori感染者におけるエカベトナトリウム（ガストロー
ム）のウレアーゼ抑制作用の検討.  第16回日本ヘリコバク
ター学会学術集会 2010.6 京都

大崎敬子,  奥田真珠美,  坊岡美奈,  米澤英雄,  古賀泰裕,  
福田能啓,  菊地正悟,  神谷茂.  小児糞便材料を用いた
Helicobacter pylori遺伝子タイピングと水平感染.  第16回
日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓.  食道癌術後の嚥下障害に舌骨上筋群の筋電図
バイオフィードバックが有効であった一例.  第11回日本言
語聴覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さいたま

加治佐望,  荻野智之,  新井秀宜,  和田智弘,  高橋哲也,  森
沢知之,  有井融,  石河開,  福田能啓.  重症閉塞性肥大型
心筋症に対するリハビリテーションの経験.  第16回日本心
臓リハビリテーション学会学術集会 2010.7 鹿児島

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  下顎位置の違いが舌挙上時の最大
舌圧と舌骨上筋群筋活動に与える影響−上下臼歯間距離
の検討−第16回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学
術大会 2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
福岡達之,  和田智弘,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  
固形物の咀嚼および摂食による呼吸運動の変化.  第16回
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2010.9 
新潟

吉川直子,  福岡達之,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  等尺性収縮による舌挙上運動は有用
な舌骨上筋群筋力増強法の可能性がある.  第16回日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会 2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  福岡達之,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  咀嚼
嚥下時の呼吸パターンと胸郭体積の変化.  第20回日本呼
吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 2010.10 長崎

岡田誠,  間瀬教史,  和田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能
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位と側臥位における胸郭形状変化について～3次元動作
解析装置を用いて～.  第28回日本私立医科大学理学療法
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身体機能について−閉じこもり群と非閉じこもり群との比
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次元動作解析装置を用いた運動時肺気量位変化の測定
精度と負荷強度との関係.  第20回日本呼吸ケア･リハビリ
テーション学会学術集会 2010.10 長崎

奥田真珠美,  山田英智,  福田能啓.  小児・青年期における
血中抗H. pylori抗体,  ペプシノゲン,  ガストリン値の検討.  
第42回日本小児感染症学会総会・学術集会 2010.11 仙台

［研究会・講演会等］
三野幸治.  肝疾患の栄養・食事療法のあり方.  平成21年度

第3回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 2010.1 西宮
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護予防通所リハビリテーションにおける1年間の運動機能
の変化−閉じこもり群と非閉じこもり群との比較−.  生活
環境支援系理学療法研究部会第1回学術集会セミナー 
2010.2 大阪

福田能啓.  ヘリコバクター感染症～最近の話題～.  大阪府
医師会医学会学術講演会 2010.7 大阪

高橋留佳,  寺嶋真理子,  横井要,  吉本浩子,  桒垣美雪,  西
川翠,  尾上由美子,  今村史明,  小谷譲治.  重度の褥瘡患
者にアバンドTM を使用した一症例.  第20回近畿輸液・栄
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福田能啓.  クローン病の栄養管理.  平成22年度第4回NST
専門療法士認定更新のためのセミナー 2010.11 大阪

福田能啓.  在宅栄養療法.  2010年秋期コ・メディカル教育セ
ミナー 2010.11 大阪

■その他■
三野幸治.  肥満に関わる疾患と栄養.  兵庫県栄養士会スキ

ルアップ研修会 2010.1 神戸
福田能啓.  胃の病気.  平成22年度篠山市民健康大学講座 
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ショップ）第6回日本消化管学会総会学術集会 2010.2 福
岡
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淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  柏木徹,  三輪洋人.  胃シンチグラフィを用いた食
事摂取後の機能性ディスペプシアの胃貯留パターン.  第96
回日本消化器病学会総会 2010.4 新潟

渡二郎,  盛健太郎,  野村好紀,  山崎尊久,  奥川卓也,  豊島
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山梨紗,  長瀬和子,  松本譽之.  新しい選択的血小板除
去療法が有効であった生物学的製剤抵抗性難治性ク
ローン病の一例.  第31回日本アフェレシス学会学術大会 
2010.11 千葉

横山陽子,  宮崎裕子,  福永健,  上小鶴孝二,  菊山梨紗,  武
田直久,  加藤恭一,  中村志郎,  松本譽之.  顆粒球・単球
吸着療法による寛解導入・維持が可能であった難治性ク
ローン病の一例.  第31回日本アフェレシス学会学術大会 
2010.11 千葉

長瀬和子,  福永健,  横山陽子,  上小鶴孝二,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  山田真由美,  松本譽之.  クローン病に対する顆
粒球・単球除去療法の作用機序,  末梢血サイトカイン・ケ
モカインの変動より.  第31回日本アフェレシス学会学術大
会 2010.11 千葉

菊山梨紗,  福永健,  加藤恭一,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉
田幸治,  飯室正樹,  應田義雄,  中村志郎,  三輪洋人,  松
本譽之.  急性期潰瘍性大腸炎患者に対する顆粒球・単球
吸着療法（GMA）の至適施行条件.  第31回日本アフェレ
シス学会学術大会 2010.11 千葉

上小鶴孝二,  福永健,  三輪洋人,  松本譽之.  当院における
クローン病に対する顆粒球吸着療法の検討.  第31回日本
アフェレシス学会学術大会 2010.11 千葉

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松本
譽之,  冨田尚裕.  潰瘍性大腸炎重症・難治症例の手術適
応の変遷と長期予後. （シンポジウム）第65回日本大腸肛
門病学会学術集会 2010.11 浜松

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  クローン病肛門病変に対するinfliximab
の効果とQOL維持. （パネルディスカッション）第65回日本
大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

坂東俊宏,  松岡宏樹,  内野基,  池内浩基,  松本譽之,  竹末
芳生,  冨田尚裕.  治癒切除後10年で骨盤内再発をきたし
たクローン病直腸mucinous carcinomaの1例.  第65回日
本大腸肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  竹末芳生,  松
本譽之,  冨田尚裕.  70歳以上で手術となった潰瘍性大
腸炎症例の検討.  第65回日本大腸肛門病学会学術集会 
2010.11 浜松

馬場谷彰仁,  内野基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕,  松
本譽之,  竹末芳生,  池内浩基.  Infliximab投与後,  急速
に肛門病変が悪化したクローン病の1例.  第65回日本大腸
肛門病学会学術集会 2010.11 浜松

應田義雄,  小川智広,  松本譽之.  高齢者に対するオリン
パス社製高伝達受動湾曲スコープPCF-Y0005-L（PCF-
PQ260プロト）の使用経験. （パネルディスカッション）第
28回日本大腸検査学会総会 2010.11 東京

［地方会等］
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中村寛子,  渡二郎,  森田毅,  櫻井淳,  住吉晃典,  山崎尊
久,  奥川卓也,  豊島史彦,  富田寿彦,  金鏞民,  大島忠之,  
堀和敏,  松本譽之,  三輪洋人.  LSBEに発生した多発バ
レット腺癌の一例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例
会 2010.2 大阪

河合幹夫,  應田義雄,  上小鶴孝二,  奥順介,  河野友彰,  横
山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村
志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  重症の高齢発症潰瘍性大
腸炎の治療後に合併したpneumocystis pneumoniaeの一
例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 2010.2 大阪

松本優子,  関裕美子,  安藤純哉,  名生諭史,  吉田俊一,  中
村志郎.  腸結核と鑑別を要する内視鏡像を呈したクロー
ン病の1例.  日本消化器病学会近畿支部第92回例会 
2010.2 大阪

澤田康史,  池内浩基,  鶴薗卓也,  中村契.  腸炎と関節症状
で発症し両症状にinf liximabが著効したクローン病の一
症例.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.3 
大阪

河野友彰,  飯室正樹,  中村志郎.  当院におけるカプセル内
視鏡検査の臨床的検討. （シンポジウム）第84回日本消
化器内視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

山崎尊久,  富田寿彦,  奥川卓也,  豊島史彦,  櫻井淳,  田中
淳二,  森田毅,  金鏞民,  大島忠之,  堀和敏,  渡二郎,  松
本譽之,  三輪洋人,  山下英孝,  海邊展明,  松本友寛,  小
石健二,  菊池正二郎,  笹子三都留.  術前診断が困難で
あった幽門狭窄合併進行胃癌の一例.  第84回日本消化器
内視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

應田義雄,  河合幹夫,  豊島史彦,  奥順介,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  NBI拡大観察併用で診断した
大腸平坦型SM癌の最近の4症例.  第84回日本消化器内
視鏡学会近畿地方会 2010.3 大阪

奥順介,  應田義雄,  豊島史彦,  河合幹夫,  河野友彰,  加藤
恭一,  菊山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯
室正樹,  福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志
郎,  三輪洋人,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナ
イフの使用経験.  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地
方会 2010.3. 大阪

濱中美千子,  内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  竹
末芳生,  冨田尚裕.  腸重積で手術を要した空腸悪性黒色
腫の1例.  第187回近畿外科学会 2010.6 京都

中村志郎,  吉田幸治,  富田寿彦.  インフリキシマブによる
Top down治療を施行したクローン病症例の臨床的検討. 

（シンポジウム）日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

河合幹夫,  上小鶴孝二,  應田義雄,  吉田幸治,  河野友彰,  
横山陽子,  飯室正樹,  樋田信幸,  福永健,  中村志郎,  三
輪洋人,  松本譽之.  IgA腎症・腎細胞癌を併発したクロー
ン病の一例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

田中淳二,  奥川卓也,  山崎尊久,  岡本聡子,  近藤隆,  豊
島史彦,  櫻井淳,  富田寿彦,  森田毅,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  S-1/
Lentinan+Paclitaxel併用療法により良好なQOLを維持
し長期生存が得られている癌性腹水を主なう切除不能進
行胃癌の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

中村志郎.  潰瘍性大腸炎内科治療における5-ASA製剤の
位置づけ. （ランチョンセミナー）第85回日本消化器内視
鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

河野友彰,  樋田信幸,  松本譽之.  術直後クローン病に残存
する小腸病変の評価,  通常および色素カプセル内視鏡に
よる前向き無作為交差試験. （シンポジウム）第85回日本
消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

應田義雄,  樋田信幸,  松本譽之.  生検瘢痕を伴う大腸平坦
型腫瘍（特にLST-NG）に対する内視鏡治療の経験. （ビ
デオワークショップ）第85回日本消化器内視鏡学会近畿
地方会 2010.10 大阪

半野田理恵,  勝部智也,  梅田修吾,  和田力門,  渡邊芳久,  
荒川哲男,  高橋亮,  松本譽之.  救命しえた重症アメーバ
性大腸炎の1例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方
会 2010.10 大阪

小川智広,  應田義雄,  河合幹夫,  野上晃司,  河野友彰,  菊
山梨紗,  上小鶴孝二,  横山陽子,  吉田幸治,  飯室正樹,  
福永健,  樋田信幸,  堀和敏,  渡二郎,  中村志郎,  三輪
洋人,  松本譽之.  オリンパス社製高伝達受動湾曲スコー
プ（PCF-Y0005）の使用経験.  第85回日本消化器内視鏡
学会近畿地方会 2010.10 大阪

奥順介,  金鏞民,  川添智太郎,  太田垣裕子,  柚木崎絋司,  
李兆亮,  山科武,  田村公佑,  山崎之良,  谷垣舞,  阿部
孝,  松本譽之.  Schonlein-Henoch紫斑病にて内視鏡像お
よび当院5年間におけるステロイド治療の有無による入院
期間の考察.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 
2010.10 大阪

櫻井淳,  渡二郎,  森田毅,  山崎尊久,  奥川卓也,  岡本聡子,  
近藤隆,  豊島史彦,  田中淳二,  富田寿彦,  大島忠之,  福
井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  内視鏡
的切除を施行した早期十二指腸癌の一例.  第85回日本消
化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 大阪

森脇英一朗,  岩田恵典,  岩井孝史,  中野宏朗,  高嶋智之,  
坂井良行,  会澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壮治,  飯島尋子,  西口修平,  
河野友彰,  中村志郎,  松本譽之.  ダブルバルーン内視鏡

（DBE）にて治療することができた膵頭十二指腸切除後患
者に発生した膵石症の一例.  第85回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会 2010.10 大阪

池尾光一,  應田義雄,  横山陽子,  野上晃司,  小川智広,  上
小鶴孝二,  吉田幸治,  中村志郎,  三輪洋人,  松本譽之.  
抗TNF-α製剤で乾癬様皮疹を発症した大腸クローン病
の1例.  第193回日本内科学会近畿地方会 2010.12 神戸

［科学研究費等班会議］
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渡辺守,  長堀正和,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  中村志郎,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰.  
国民・患者・一般臨床医に対する啓発活動・広報活動・情
報企画.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研
究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平
成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡辺守,  中村哲也,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  松本譽
之,  佐々木巌,  松井敏幸,  岩男泰,  藤山佳秀,  辻川知之.  
専門医育成プログラムの創成.  厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に
関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

岩男泰,  松本主之,  小金井一隆,  樋田信幸,  久部高司,  桑
原絵里加,  長堀正和,  渡辺守.  臨床調査個人票改訂ワー
キンググループ報告.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

佐々木巌,  羽根田祥,  小川仁,  渡辺和宏,  鈴木秀幸,  武林
亨,  渡辺守,  福島浩平,  岡崎和一,  吉岡和彦,  仲瀬裕志,  
長沼誠,  井上詠,  日比紀文,  千葉俊美,  本谷聡,  小澤平
太,  荒木靖三,  太田章比古,  亀岡信悟,  加賀谷尚史,  山
本隆行,  吉川周作,  嵜山敏男,  高木智久,  吉田優,  木内
喜孝,  松田耕一郎,  二見喜太郎,  石黒陽,  後藤秀実,  国
崎玲子,  木村英明,  正木忠彦,  伊藤裕章,  渡邉聡明,  上
野義隆,  鈴木康夫,  池内浩基,  高橋賢一,  舟山裕士,  杉
田昭,  友次直輝,  井上永介,  樋渡信夫,  飯島英樹,  中村
好宏.  術後レミケード併用による寛解維持効果.  厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性
炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回
総会 2010.1. 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  
千葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥
山祐右,  阪上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  
岡本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒
陽,  櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立
雄一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊
光,  辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一
城,  阿部洋介,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次
郎,  十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原
俊治,  久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺
守,  猿田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚
文瑛,  鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉
真,  中井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  
高津典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富

田寿彦,  穂苅量太,  三浦総一郎,  永尾重昭,  久保田美和,  
小林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三
宅忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀
実,  金城福則,  高後裕,  日比紀文.  JTREAT研究中間解
析結果について.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  潰瘍
性大腸炎治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東
京

松本譽之,  安藤朗,  伊藤裕章,  岡本晋,  押谷伸英,  鈴木
康夫,  長堀正和,  松井敏幸,  杉田昭,  佐々木巌,  余田篤,  
友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄.  ク
ローン病治療指針改訂について.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  潰瘍性大腸炎診療ガイドライン改訂の進捗状
況.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井
敏幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀
文,  中山健夫.  日本消化器病学会と共同開発したクロー
ン病診療ガイドライン−自己評価による問題点と今後の展
望.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

長沼誠,  仲瀬裕志,  千葉勉,  斉藤理子,  井上詠,  日比紀文,  
飯田三雄,  松本主之,  坪内博仁,  嵜山敏男,  本谷聡,  藤
山佳秀,  安藤朗,  松井敏幸,  高津典孝,  鈴木康夫,  松
本譽之,  石黒陽,  加藤順,  佐々木誠人,  猿田雅之,  城卓
志,  谷田諭史,  杉村一仁,  高添正和,  吉村直樹,  田中信
治,  上野義隆,  内藤裕二,  内山和彦,  松山竜三,  平田一
郎,  藤井久男,  三浦総一郎,  光山慶一,  吉岡慎一郎,  渡
辺憲治,  国崎玲子,  渡辺守.  タクロリムス使用時における
投与初期トラフ濃度の推移（多施設研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  樋田信幸,  應田義雄,  飯室正樹,  武
田直久,  吉田幸治,  上小鶴孝二,  横山陽子,  加藤恭
一,  河野友彰,  河合幹夫,  菊山梨紗,  長瀬和子,  中村志
郎,  池内浩基.  顆粒球単球吸着除去療法（Granulocyte/ 
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Monocyte Adsorption Apheresis）によるステロイド抵抗
性難治性潰瘍性大腸炎患者の長期維持治療: シャムカラ
ムを用いた無作為2重盲検試験の結果から（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

飯塚文瑛,  長堀正和,  長沼誠,  国崎玲子,  樋田信幸.  炎症
性腸疾患手帳（厚労省渡辺班版）作成: 日常診療におけ
る効率の良い情報収集（各個研究）.  厚生労働科学研究
費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管
障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 
東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  XX3による潰瘍性大腸
炎合併癌ハイリスク例の選別（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  舟山裕士,  池内浩
基,  根津理一郎,  板橋道朗,  飯合恒夫,  荒木俊光,  渡
邉聡明,  佐々木巌.  クローン病に合併した大腸癌の
surveillance programの検討−直腸狭窄,  痔瘻長期経過
例のsurveillance−（各個研究）.  厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

亀岡信悟,  板橋道明,  小川真平,  廣澤知一郎,  橋本拓造,  
番場嘉子,  河野透,  佐々木巌,  舟山裕士,  渡邉聡明,  長
谷川博俊,  渡辺昌彦,  杉田昭,  木村英明,  畠山勝義,  中
村利夫,  楠正人,  藤井久男,  根津理一郎,  吉岡和彦,  池
内浩基,  大毛広喜,  二見喜太郎.  炎症性腸疾患の周術期
における深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症についての研究 

（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  福田能啓,  中村
志郎,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるpouch機能率か
らみた、術式選択の妥当性についての検討（各個研究）.  
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21
年度第2回総会 2010.1 東京

西海信,  大井充,  塩見優紀,  吉江智郎,  長瀬和子,  福永
健,  中村志郎,  松本譽之,  吉田優,  東健.  質量分析計を
用いたメタボローム解析による炎症性腸疾患のバイオマー
カー探索（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

松井敏幸,  松本譽之,  鈴木康夫,  藤山佳秀.  クローン病の
腸内細菌叢プロファイル（ｔRFLP）: 多施設共同研究.  厚
生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難
治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度
第2回総会 2010.1 東京

渡邉聡明,  小武内尚,  池内浩基,  松本譽之,  樋田信幸,  渡
辺憲治,  大毛宏喜,  味岡洋一.  マイクロアレイによる遺伝
子発現からみた、潰瘍性大腸炎合併癌と一般大腸癌の相
違点（各個研究）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」班平成21年度第2回総会 2010.1 東京

河村由紀,  豊田実,  河村裕,  小西文雄,  斉藤幸夫,  矢島知
治,  日比紀文,  松本譽之,  今井浩三,  土肥多惠子.  潰瘍
性大腸炎局所のサイトカイン応答異常が引き起こすDNA
メチル化亢進と糖鎖発現異常（各個研究）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成21年度第2回総会 
2010.1 東京

松本譽之,  福永健,  高後裕,  蘆田知史,  松井敏幸,  平井
郁仁,  藤山佳秀,  安藤朗,  村岡良和,  日比紀文,  岩男泰,  
長沼誠,  渡辺守.  本邦の炎症性腸疾患患者・家族におけ
る炎症性腸疾患治療薬への意識調査（最終報告）.  厚生
労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1
回総会 2010.7 東京

長沼誠,  高後裕,  蘆田知史,  藤谷幹浩,  前本篤男,  松本
譽之,  福永健,  佐々木巌,  福島浩平,  松井敏幸,  岩男泰,  
日比紀文,  藤山佳秀,  二見喜太郎,  小林清典,  田中正則,  
渡辺守.  IBD診療に有用な冊子作成にむけて（一般医の
先生を対象に）.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研
究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  日本消化器病学会と共同開発中の市民向けク
ローン病ガイドブックについて.  厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に
関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

上野文昭,  松本譽之,  伊藤裕章,  井上詠,  小林清典,  小林
健二,  杉田昭,  鈴木康夫,  野口善令,  渡邉聡明,  松井敏
幸,  渡辺守,  正田良介,  樋渡信夫,  尾藤誠司,  日比紀文,  
中山健夫.  クローン病診療ガイドライン（厚生労働省研究
班バージョン）: 最終案の内部評価.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

松本譽之,  杉田昭,  余田篤,  蘆田知史,  安藤朗,  伊藤裕
章,  押谷伸英,  金井隆典,  鈴木康夫,  長堀正和,  松井
敏幸,  佐々木巌,  友政剛,  中村志郎,  福永健,  樋田信幸,  
應田義雄.  標準化を目指した治療指針改訂.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

渡邉聡明,  味岡洋一,  松本譽之,  武林亨,  井上永介,  飯塚
文瑛,  五十嵐正広,  岩男泰,  大塚和朗,  工藤進英,  小
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林清典,  佐田美和,  田中信治,  友次直輝,  樋田信幸,  平
田一郎,  松本主之,  渡辺憲治,  上野文昭,  渡辺守,  日比
紀文.  潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス法の確
立.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22
年度第1回総会 2010.7 東京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  舟山裕士,  池内浩
基,  根津理一郎,  板橋道朗,  飯合恒夫,  荒木俊光,  渡
邊聡明,  佐々木巌.  クローン病に合併した大腸癌の
surveillance programの検討（直腸狭窄,  痔瘻長期経過
例のsurveillance）−preliminary study案−.  厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総
会 2010.7 東京

土方康孝,  佐々木誠人,  水野真理,  国崎玲子,  木村英明,  
千葉俊美,  山本章二朗,  三上栄,  松浦稔,  仲瀬裕志,  奥
山祐右,  坂上順一,  内藤裕二,  保田宏明,  加賀谷尚史,  
岡本晋,  久松理一,  長沼誠,  岩男泰,  緒方晴彦,  石黒陽,  
櫻庭裕丈,  伊藤裕章,  細川雅代,  山下健太郎,  下立雄
一,  寺門洋平,  本谷聡,  前本篤男,  蘆田知史,  荒木俊光,  
辻川知之,  飯塚政弘,  福田勝之,  垂水研一,  柿本一城,  
阿部洋平,  石田久美,  川上研,  村野実之,  森田英次郎,  
十河光栄,  渡辺憲治,  飯島英樹,  野澤慶次郎,  石原俊治,  
久保田大輔,  金井隆典,  玄世鋒,  長堀正和,  渡辺守,  猿
田雅之,  須藤訓様,  有廣誠二,  谷島麻利亜,  飯塚文瑛,  
鈴木康夫,  舟山裕士,  小島康弘,  長坂光夫,  渡邉真,  中
井勝彦,  渡辺文利,  花井洋行,  竹内健,  飯田貴之,  高津
典孝,  中村志郎,  吉田幸治,  小坂正,  松本譽之,  富田寿
彦,  三浦総一郎,  穂苅量太,  永尾重昭,  久保田美和,  小
林清典,  谷田諭史,  前田修,  安藤貴文,  荒川大吾,  三宅
忍幸,  大宮直木,  中村正直,  渡辺修,  本田亘,  後藤秀実,  
金城福則,  高後裕,  日比紀文,  武林亨.  JTREAT研究中
間解析結果と今後の解析について.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

佐々木巌,  羽根田祥,  小川仁,  渡辺和宏,  鈴木秀幸,  武林
亨,  渡辺守,  福島浩平,  岡崎和一,  吉岡和彦,  仲瀬裕志,  
長沼誠,  井上詠,  比紀文,  千葉俊美,  本谷聡,  小澤平
太,  荒木靖三,  太田章比古,  亀岡信悟,  加賀谷尚史,  山
本隆行,  吉川周作,  嵜山敏男,  高木智久,  吉田優,  木内
喜孝,  松田耕一郎,  二見喜太郎,  石黒陽,  後藤秀実,  国
崎玲子,  木村英明,  正木忠彦,  伊藤裕章,  渡邉聡明,  上
野義隆,  鈴木康夫,  池内浩基,  高橋賢一,  舟山裕士,  杉
田昭,  友次直輝,  井上永介,  樋渡信夫,  飯島英樹,  中村
好宏,  中村志郎.  術後レミケード併用による寛解維持効
果.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事
業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成22
年度第1回総会 2010.7 東京

佐々木巌,  渡辺和宏,  小川仁,  羽根田祥,  福島浩平,  舟山
裕士,  高橋賢一,  杉田昭,  渡邉聡明,  池内浩基,  亀岡信

悟,  楠正人,  畠山勝義,  藤井久男,  二見喜太郎,  吉岡和
彦,  渡邊昌彦.  炎症性腸疾患の周術期における深部静脈
血栓症・肺血栓症についての研究.  厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障
害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東
京

杉田昭,  小金井一隆,  二見喜太郎,  池内浩基,  舟山裕士,  
根津理一郎,  藤井久男,  渡邉聡明,  飯合恒夫,  中村利
夫,  水島恒和,  河野透,  木村英明,  池田篤,  前田清,  篠
崎大,  板橋道朗,  荒木俊久,  大毛広喜,  佐々木巌.  人工
肛門造設例の経過と合併症（多施設共同研究）−中間報
告−.  厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究
事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班平成
22年度第1回総会 2010.7 東京

岡崎和一,  大宮美香,  藤山佳秀,  千葉勉,  高後裕,  松井敏
幸,  松本譽之,  平田一郎,  鈴木康夫,  花井洋行,  清水誠
治,  渡辺憲治,  藤井久男,  坪内博仁,  日比紀文,  渡辺守.  
我が国における炎症性腸疾患の急性増悪・再燃因子の
前向き実態調査（特に感染症との関連性）.  厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性炎症
性腸管障害に関する調査研究」班平成22年度第1回総会 
2010.7 東京

横山陽子,  福永健,  池内浩基,  上小鶴孝二,  樋田信幸,  應
田義雄,  飯室正樹,  武田直久,  吉田幸治,  加藤恭一,  菊
山梨紗,  河野友彰,  河合幹夫,  野上晃司,  長瀬和子,  堀
和敏,  中村志郎,  松本譽之.  周術期潰瘍性大腸炎におけ
る末梢血T細胞の動態.  厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する
調査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

藤山佳秀,  松井敏幸,  松本譽之,  鈴木康夫,  本谷聡.  ク
ローン病疾患マーカーとしての便中細菌叢ｔRFLPに関す
る多施設共同研究.  厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調
査研究」班平成22年度第1回総会 2010.7 東京

［研究会・講演会等］
松本譽之.  IBDの新しい治療薬の開発と展望. （教育講演）

日本大腸肛門病学会第19回教育セミナー 2010.5 横浜
應田義雄,  小川智広,  野上晃司,  樋田信幸,  松本譽之.  生

検瘢痕を伴う大腸平坦型腫瘍（特にLST-NG）に対する
内視鏡治療の経験−EMR,  ESD併用スネアEMR,  ESD
の比較−.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

小川智広,  應田義雄,  野上晃司,  河合幹夫,  河野友彰,  樋
田信幸,  松本譽之.  有茎性ポリープに対するSBナイフの
使用経験.  第10回EMR/ESD研究会 2010.7 東京

久野隆史,  野田雅史,  山岸大介,  塚本潔,  外賀真,  松原長
秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  家族性大腸腺腫症術後22年
で発見された回腸癌の1例.  第72回大腸癌研究会 2010.1 
久留米

内野基,  池内浩基,  坂東俊宏,  松岡宏樹,  冨田尚裕.  緊急
手術を要した潰瘍性大腸炎colitic cancer合併症例.  第
73回大腸癌研究会 2010.7 奄美
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池内浩基,  内野基,  松岡宏樹,  坂東俊宏,  冨田尚裕.  炎症
性腸疾患緊急手術症例の術式の選択 Colitic cancer緊急
手術症例を含めて.  第73回大腸癌研究会 2010.7 奄美

野田雅史,  塚本潔,  久野隆史,  山岸大介,  濱中美衣,  濱中
美千子,  松原長秀,  池内浩基,  冨田尚裕.  化学療法を先
行させた大腸癌肝転移症例の検討.  第73回大腸癌研究
会 2010.7 奄美

奥川卓也,  富田寿彦,  山崎尊久,  豊島史彦,  田村彰朗,  岡
本聡子,  近藤隆,  櫻井淳,  田中淳二,  森田毅,  大島忠
之,  福井広一,  堀和敏,  渡二郎,  松本譽之,  三輪洋人.  
胃シンチグラフィを用いた総合的胃運動機能評価法として
の妥当性.  第42回胃病態機能研究会 2010.8 札幌

松本譽之.  炎症性腸疾患の病態と治療up to date. （教育
講演）日本消化器病学会東海支部113回例会第24回教育
講演会 2010.11 名古屋

■特許■
松本譽之,  鈴木康夫,  藤山佳秀,  安藤朗,  松井敏幸,  葛

岡博之,  定方めぐみ.  クローン病の活動性の分類.  出願
日:2010.5.12 出願番号:特願2010-110437

■ その他■
池内浩基.  クローン病に対する外科治療の現状と新たなる

可能性. （特別講演）IBD Forum 2010.1 高松
内野基.  炎症性腸疾患における術後感染症.  第8回兵庫

IBDカンファレンス 2010.1 神戸
中村志郎.  下痢と血便の臨床  潰瘍性大腸炎との鑑別を中

心に.  第31回尼崎消化器疾患懇話会 2010.1 尼崎
中村志郎.  アダカラム長期out comeに関する多施設プロ

スペクティブ調査  中間報告.  GCAP Japan west 2010 
2010.1 那覇

福永健.  レミケード抵抗例クローン病に対するアダカラムの
有用性.  GCAP Japan west 2010 2010.1 那覇

樋田信幸.  炎症性腸疾患における治療の進歩.  第4回炎症
性腸疾患市民公開講座 2010.1 盛岡

中村志郎.  カプセル内視鏡を用いた小腸疾患の診断.  第
281回兵庫県消化管研究会 2010.1 神戸

中村志郎.  当院におけるレミケード治療の実際.  第1回関西
Biologics研究会 2010.1 大阪

中村志郎.  潰瘍性大腸炎の基礎知識,  ガイドラインを中心
に.  ゼリア新薬工業㈱社内研修講演会 2010.2 神戸

中村志郎.  下痢と血便の臨床,  潰瘍性大腸炎との鑑別を中
心に.  高砂市医師会生涯教育研修会 2010.2 高砂

中村志郎.  Remicade治療のdeep impact.  播磨IBDセミ
ナー 2010.2 姫路

松本譽之.  平成21年度治療指針改訂案と潰瘍性大腸炎治
療における高用量5-ASA製剤の位置づけ.  炎症性腸疾患
学術講演会 2010.2 仙台

上小鶴孝二.  炎症性腸疾患の理解と日常生活について,  病
気と上手につきあうために.  龍野健康福祉事務所炎症性
腸疾患医療相談会 2010.2 龍野

松本譽之.  過敏性腸症候群,  診断と治療のup to date.  第
95回東播磨消化器懇話会特別講演会 2010.2 加古川

池内浩基.  症例からみたクローン病の手術適応とレミケード. 
（特別講演）第9回千葉レミケードセミナー 2010.2 千葉

松本譽之.  大腸がん.  毎日新聞 2010.2.27:11.
松本譽之.  大腸がんの診断と内科治療.  毎日新聞社第4回

大腸がん死亡ゼロを目指して 2010.2 大阪
松本譽之 .  炎症性腸疾患診療の最前線.  第32回うず潮

フォーラム 2010.2. 岡山
福永健.  JDDW2009（第51回日本消化器病学会大会）参加

印象記.  日本アフェレシス学会雑誌 2010;29:146.
松本譽之.  平成21年度治療指針改定案と潰瘍性大腸炎治

療における5-ASA製剤4gの位置づけ.  千葉IBD学術講演
会 2010.3 千葉

中村志郎 .   クローン病に対するI F X投与の検証進む.  
Medical Tribune 2010.3.25:39.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎.  週刊朝日 2010.3.26:124-6.
樋田信幸.  潰瘍性大腸炎の長期経過における問題点,  サー

ベイランスを中心として.  アサコール錠新発売記念講演会 
2010.4 神戸

渡辺守,  松本譽之,  松井敏幸,  日比紀文.  難治性炎症性腸
疾患の現状と将来．ヒューマンサイエンス 2010;21:4-12.

中村志郎.  潰瘍性大腸炎のup to date.  府医学術講演会 
2010.4 京都

池内浩基.  IBDの外科的治療.  但馬消化器セミナー 2010.4 
養父

池内浩基.  クローン病  外科の立場から.  第11回県民医療
公開講座 2010.5 神戸

中村志郎.  クローン病,  内科の立場から.  第11回県民医療
公開講座 2010.5 神戸

松本譽之.  平成21年度治療指針改定案と潰瘍性大腸炎治
療における5-ASA製剤4gの位置づけ.  IBD学術講演会 
2010.5 松山

吉田幸治.  兵庫医科大学におけるIBD治療最前線.  IBD 
biologics clinical young seminar 2010.5 神戸

松本譽之.  IBDとサーベイランス.  第107回兵医内科カン
ファレンス 2010.6 西宮

中村志郎.  クローン病.  堺市難病支援ネットワーク協議会ク
ローン病医療講演会 2010.6 堺

池内浩基.  炎症性腸疾患  外科治療の現状. （特別講演）
第6回静岡県IBD研究会 2010.6 静岡

池内浩基.  クローン病に対する外科治療の現状と新たなる
可能性.  第12回IBD治療研究会 2010.6 名古屋

松本譽之 .  炎症性腸疾患の免疫病態と治療法の新しい展
開.  日本消化器免疫学会NewsLetter 2010;11:3.

松本譽之.  IBDにおける発癌とそのサーベイランス. （特別
講演）第41回近畿消化器疾患研究会 210.6 大阪

上小鶴孝二.  IgA腎症を合併したクローン病の1例.  第34回
IBD Club Jr.研究会 2010.6 東京

福永健.  ASAIO2010（第56回米国人工臓器学会）参加印
象記.  日本アフェレシス学会雑誌 2010;29:290-1.

池内浩基.  炎症性腸疾患−手術症例の現状−.  第13回緑奈
会講演会 2010.7 大阪
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吉田幸治.  炎症性腸疾患.  兵庫医科大学病院市民健康講
座 2010.7 西宮

松本譽之.  潰瘍性大腸炎治療の現状と未来,  治療指針改
訂とサーベイランスの意義.  北海道炎症性腸疾患学術講
演会 2010.7 札幌

松本譽之.  生物学的製剤で変わった炎症性腸疾患治療の
実際.  第10回阪和リウマチ研究会 2010.8 堺

上小鶴孝二.  潰瘍性大腸炎・クローン病.  西宮市難病連絡
協議会平成22年難病医療相談会 2010.8 西宮

中村志郎.  兵庫医科大学におけるレミケード治療の現状.  
相模原IBD Clinical Seminar 2010.9 相模原

吉田幸治.  Infliximab維持療法の効果減弱（LOR）に対す
る対策.  第9回IBDフォーラム 2010.9 神戸

池内浩基.  炎症性腸疾患の外科治療の現状.  第4回滋賀炎
症性腸疾患治療研究会 2010.8 草津

池内浩基.  潰瘍性大腸炎における術前の内科的治療と周術
期合併症.  兵庫IBD連携Meeting 2010.8 神戸

池内浩基.  外科症例からみたクローン病治療戦略.  CD治療
医師セミナー 2010.9 神戸

中村志郎.  平成21年度治療指針改訂案と潰瘍性大腸炎に
おける5-ASA製剤4gの位置づけ.  第2回徳島炎症性腸疾
患講演会 2010.9 徳島

池内浩基.  クローン病手術症例の現状と今後の課題.  第14
回大阪緑樹会 2010.9 大阪

池内浩基.  症例からみたクローン病の手術適応とレミケード.  
第8回Infliximab User’s Meeting 2010.9 山口

内野基.  潰瘍性大腸炎術後の問題点.  第9回IBDフォーラム 
2010.9 神戸

吉田幸治.  Infliximab維持療法の効果減弱（LOR）に対す
る対策.  第17回大阪クローン病治療研究会 2010.10 大阪

中村志郎.  UC治療の最前線,  レミケードの新しい位置
づけ.  レミケード潰瘍性大腸炎効能追加記念講演会 
2010.10 大宮

松本譽之.  IBDの診断と治療,  up to date.  池田市医師会
合同研究会 2010.10 豊中

中村志郎.  IBD治療における抗TNFα抗体製剤の残され
た課題と解決策.  第5回IBDプロジェクト会議勉強会 
2010.10 横浜

池内浩基.  炎症性腸疾患の手術適応と手術のタイミング. 
（特別講演）第26回新潟県IBDカンファレンス 2010.11 
新潟

池内浩基.  炎症性腸疾患の手術適応と手術のタイミング. 
（特別講演）第11回緑尼会学術講演会 2010.11 尼崎

池内浩基.  クローン病外科治療の基本.  第1回K-腸疾患研
究会 2010.11 大阪

内野基.  侮れないクローン病の肛門病変−癌合併も含めて
−.  第1回K-腸疾患研究会 2010.11 大阪

中村志郎.  クローン病内科治療の基本.  第1回K-腸疾患研
究会 2010.11 大阪

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎の新規治療.  第39回兵医大腸疾
患研究会 2010.11 尼崎

池内浩基.  炎症性腸疾患手術症例からみた今後の展開.  第
17回神奈川IBD研究会 2010.11 横浜

樋田信幸.  UCにおけるタクロリムス,  摂食条件による効
果の違いについて.  第1回関西Tacrolimusu UCセミナー 
2010.11 大阪

樋田信幸.  大腸内視鏡,  挿入のコツ.  第290回兵庫県消化
管研究会 2010.11 神戸

中村志郎.  炎症性腸疾患診療の最前線,  治療指針におけ
る抗TNF-α抗体療法の位置付け.  第290回兵庫県消化
管研究会 2010.11 神戸

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎・クローン病.神戸市難病団体連絡
協議会第54回「医療・生活・教育」に関する無料相談会 
2010.12 神戸

樋田信幸.  潰瘍性大腸炎に対する免疫調節剤の使用法.  第
10回兵庫IBDカンファレンス 2010.12 神戸

中村志郎.  炎症性腸疾患の治療,  標準治療.  第26回大腸
病態治療研究会 2010.12 大阪

松本譽之.  Crohn病2010.  第22回中之島リウマチセミナー 
2010.12 大阪

松本譽之.  第4回大腸がん死亡ゼロを目指して.  朝日新聞 
2010.3.20:23.

松本譽之,  福永健.  日本で初めてIBD治療にGMAを導入.  
CCJAPAN 2010;57:16-7.

渡辺守,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎.  週刊朝日  新「名医」の
最新治療2011 2010;増刊号:284-7.

戸澤勝之,  松本譽之.  潰瘍性大腸炎の治療効果の判断基
準.  Medicament News 2010;2.25:6-8.

松本譽之.  炎症性腸疾患とClostridium difficile感染の
合併例における抗生剤と免疫調節薬併用療法の効果
について.  Review of Gastroenterology & Clinical 
Gastroenterology and Hepatology 2010;4:37-40.

松本譽之.  クローン病の外瘻に対するアダリムマブの治療効
果.  GI Explore 2010;11:6.

松本譽之.  成人ヒトの脂肪組織由来の幹細胞は実験腸炎や
敗血症への予防効果を示す.  GI Explore 2010;11:9.

松本譽之.  腸管切除術後の腸管炎症と線維化に関する新し
い動物モデル: 腸内細菌叢の影響について.  GI Explore 
2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎関連大腸癌におけるMHCクラスⅡ
分子.  GI Explore 2010;12:9.

松本譽之 .  副腎皮質ステロイド依存性クローン病における
sargramostimのステロイド減量効果に関するプラセボを
用いた無策胃二重盲検試験.  GI Explore 2010;12:6.

松本譽之.  潰瘍性大腸炎におけるdysplasia検出のモデル
解析.  GI Explore 2010;12:9.

松本譽之.  血中インフリキシマブのトラフ値: 急性期潰瘍性
大腸炎におけるインフリキシマブ治療の臨床的有効性を
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信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  C型肝硬変に対するPEG-IFN/Ribavirin併用療法
の治療効果.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

松田二子,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平.  Peg-IFN-αとリバビリンを併用投与したC型慢性
肝炎患者における抗IFN-α中和抗体の発現について.  第
46回日本肝臓学会総会 2010.5 山形

山本晃久,  高嶋智之,  會澤信弘,  飯島尋子,  金守良,  城村
尚登,  奥新浩晃,  菅野雅彦,  二宮俊明,  大岡照二,  瀬尾
靖,  廣田誠一,  西口修平.  Peg-IFN＋RBV併用療法後の
天然型IFNα少量長期投与によるHCV再燃と肝発癌の抑
制効果に関する検討.  第46回日本肝臓学会総会 2010.5 
山形

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  岩田恵典,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平,  飯島
尋子.  Virtual Touch Tissue Quantificationによる肝線
維化診断（想定値と乖離例の検討）.  第46回日本肝臓学
会総会 2010.5 山形

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  西上隆之,  辻
村亨,  廣田誠一,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平.  造影
超音波検査を用いた肝細胞癌の悪性度評価および分子
標的薬治療効果判定. （シンポジウム）日本超音波医学会
第83回学術集会 2010.5 京都

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  山平正浩 ,  東浦晶子,  柴田陽
子,  橋本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島
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尋子.  肝線維化診断におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）法の有用性. （ワークショップ）
日本超音波医学会第83回学術集会 2010.5 京都

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  柴田陽子,  東浦晶子,  橋
本眞里子,  赤尾憲二,  池田直人,  西口修平,  飯島尋子.  
造影超音波検査を用いた肝と脾の輝度比（L/S比）による
慢性肝疾患進展度推定の試み. （ワークショップ）日本超
音波医学会第83回学術集会 2010.5 京都

飯島尋子,  脇英彦,  佐々木俊一,  田中弘教,  工藤篤,  有井
滋樹,  市野瀬志津子,  西口修平,  和氣健二郎.  ペルフル
オロブタンマイクロバブルによる肝臓造影時相の定義.  日
本超音波医学会第83回学術集会（JSUM2010） 2010.5 
京都

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  西上隆之,  辻
村亨,  廣田誠一,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平.  造影
超音波検査による肝癌悪性グレード分類を用いた門脈侵
襲予測.  日本超音波医学会第83回学術集会 2010.5 京都

吉田昌弘,  田中弘教,  吉本直喜,  會澤信弘,  齋藤正紀,  西
上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
腫慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
VTTQ法の乖離例の検討.  日本超音波医学会第83回学
術集会 2010.5 京都

飯島尋子,  工藤篤,  吉本直喜,  有井滋樹,  市野瀬志津子,  
和氣健二郎,  田中弘教,  西口修平.  NASHにおける肝実
質染影低下の要因  NASHモデルラットのKupffer細胞の
形態の検討.  日本超音波医学会第83回学術集会 2010.5 
京都

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  西村純子,  松永桃子,  奥平久美
子,  平山秀男,  山中潤一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島
尋子.  肝腫瘍性病変におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）法の検討.  日本超音波医学会
第83回学術集会 2010.5 京都

柴田陽子,  松永桃子,  西村純子,  山平正浩,  吉田昌弘,  東
浦晶子,  橋本眞里子,  田中弘教,  西口修平,  飯島尋子.  
肝血管腫の「ゆらぎ（fluttering signal）」についての検討.  
日本超音波医学会第83回学術集会 2010.5 京都

東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  藤元治朗,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid造影超音波でのHCCおよびDN診断における高
音圧モード併用の有用性.  日本超音波医学会第83回学術
集会 2010.5 京都

橋本眞里子,  田中弘教 ,  東浦晶子,  柴田陽子,  松永桃
子,  西村純子,  山平正浩,  吉田昌弘,  西口修平,  飯島尋
子.  Sonazoid造影超音波検査の自覚症状および臨床検
査値に及ぼす影響.  日本超音波医学会第83回学術集会 
2010.5 京都

西口修平.  高齢者慢性C型肝炎・肝硬変の治療適応.  第13
回日本高齢消化器病学会 2010.7 東京

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂井
良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎本
平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  河野

友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当院
における高齢者の胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療
の現状. （ワークショップ）第13回日本高齢消化器病学会 
2010.7 東京

田中弘教,  中野宏朗,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  
榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  西口修平.  高齢肝癌患
者に対するラジオ波熱凝固療法.  第13回日本高齢消化器
病学会 2010.7 東京

坂井良行.  門脈圧亢進症と栄養管理  内視鏡的食道静脈
瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA顆粒製剤と
BCAA高含有経腸栄養剤,  経腸栄養剤との栄養学的効
果の比較検討. （ワークショップ）第17回門脈圧亢進症学
会総会 2010.9 冨山

西口修平.  わが国におけるC型慢性肝炎治療の現状と今
後. （ランチョンセミナー）第52回日本消化器病学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
齋藤正紀,  飯島尋子,  西口修平.  B型慢性肝炎に対する

HBc関連抗原,  HBs抗原定量測定の有用性と臨床的意
義. （パネルディスカッション）第14回日本肝臓学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
會澤信弘,  藤元治朗,  西口修平.  慢性肝疾患組織における

ミトコンドリア遺伝子異常と肝発癌.  第14回日本肝臓学会
大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  肝細胞癌診断の超音波検
査の最適化の方向性を探る. （ワークショップ）第14回日
本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯島
尋子,  松久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎の診
断と病態解明へのinsitu hybridizationによるアプローチ.  
第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

今西宏安,  吉川昌平,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋
智之,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中
弘教,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  下村壯治,  飯島
尋子,  西口修平.  慢性肝疾患患者の肝線維化における血
液型と血清アルカリホスファターゼの検討.  第14回日本肝
臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人,  會澤信弘,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高
嶋智之,  坂井良行,  山本晃久,  田中弘教,  下村壯治,  飯
島尋子,  西口修平.  未分化肝細胞の増殖因子Hepatoma-
derived growth factorの腫瘍間質非上皮細胞への作用
に関する検討.  第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

榎本平之,  會澤信弘,  西口修平.  C型慢性肝炎組織におけ
るミトコンドリア遺伝子異常と発癌についての検討. （シ
ンポジウム）第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

中村秀次,  榎本平之 ,  西口修平.  血漿中の肝癌由来増
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殖因子HDGFは肝細胞癌の再発・予後マーカーとなり
うるか？. （ワークショップ）第14回日本肝臓学会大会

（JDDW2010） 2010.10 横浜
岩井孝史,  樋口和秀,  大崎往夫,  岡崎和一,  工藤正俊,  金

守良,  關寿人,  西口修平.  PEG-IFNα-2a/RBV併用療法
のResponse-Guided Therapyを考慮した至適投与法に関
する検討−多施設共同無作為化臨床試験−.  第14回日本
肝臓学会大会（JDDW2010） 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  西口修平.  費用効果からみたC型慢
性肝炎の効率的な肝癌早期診断システムを考える. （ワー
クショップ）第14回日本肝臓学会大会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

岩田恵典,  岩井孝史,  楊和典,  石井昭生,  高嶋智之,  坂
井良行,  會澤信弘,  池田直人,  山本晃久,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島壽子,  河
野友彰,  神野良男,  中村志郎,  松本譽之,  西口修平.  当
院における胆膵内視鏡治療時の胆管挿管困難例への対
策.  第80回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2010） 
2010.10 横浜

［地方会等］
高嶋智之 ,  榎本平之 ,  森脇英一朗,  岩井孝史,  坂井良

行,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  岩田恵典,  齋藤正
紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  中正恵二,  西口修
平.  初診時に抗核抗体陰性,  IgGが正常であった自己免
疫性肝炎の1例.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

青木智子,  上田通雅,  水田憲利,  竹中淳雄,  田中弘教,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西
口修平.  公立豊岡病院における非B非C型肝癌の実態.  
日本消化器病学会近畿支部第93回例会 2010.9 大阪

井田美貴男,  大川敏久,  加納繁照,  原直樹,  岩田恵典,  吉
川昌平,  西口修平.  IgG4関連硬化性疾患の3症例−膵外
病変を中心に−.  日本消化器病学会近畿支部第93回例会 
2010.9 大阪

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoidを用いた慢性肝疾患の肝実質と脾実質の輝度比

（LS比）の検討.  日本超音波医学会第36回関西地方会学
術集会 2010.10 大阪

東浦晶子,  田中弘教,  山平正浩,  吉田昌弘,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  藤元治朗,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  
Sonazoid Kupfferイメージを用いたlow MIとhigh MIによ
る肝細胞癌診断の試み.  日本超音波医学会第36回関西
地方会学術集会 2010.10 大阪

吉田昌弘,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  平山秀男,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋
子.  肝線維化診断におけるAcoustic Radiation Force 
Impulse（ARFI）の有用性.  日本超音波医学会第36回関
西地方会学術集会 2010.10 大阪

吉田昌弘 ,  田中弘教 ,  橋本眞里子,  柴田陽子,  西村純
子,  松永桃子,  吉本直喜,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋

子.  慢性肝疾患の線維化診断における肝生検組織所見と
ARFIの乖離例の検討.  日本超音波医学会第36回関西地
方会学術集会 2010.10 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  楊和典,  會澤信弘,  吉川昌平,  齋藤
正紀,  下村壯治,  西口修平,  飯島尋子.  造影超音波で評
価し得た退形成性膵管癌の一例.  日本超音波医学会第
36回関西地方会学術集会 2010.10 大阪

楊和典,  田中弘教,  岩田恵典,  下村壮治,  山本晃久,  齋藤
正紀,  會澤信弘,  吉川昌平,  西口修平,  飯島尋子.  術中造
影エコーが有用であった膵内分泌腫瘍の一切除例.  日本
超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2010.10 大阪

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  廣田誠一,  辻村亨,  西口修平,  飯島尋子.  造
影超音波検査の肝実質相を用いたNASH鑑別法の検討.  
日本超音波医学会第36回関西地方会学術集会 2010.10 
大阪

山平正浩,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯島尋子.  肝
脾実質の輝度比（LS比）による慢性肝疾患の線維化の進
展度予測.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

山平正浩,  田中弘教,  松永桃子,  奥平久美子,  吉本直喜,  
赤尾憲二,  中馬正志,  西口修平,  飯島尋子.  肝脾実質の
輝度比（LS比）とChild分類との比較検討.  日本超音波医
学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

吉田昌弘 ,  田中弘教,  山平正浩,  東浦晶子,  橋本眞里
子,  森脇英一朗,  辻村亨,  廣田誠一,  西口修平,  飯
島尋子.  慢性肝疾患におけるVirtual Touch Tissue 
Quantification（VTTQ）測定値の測定時期による影響.  
日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 
神戸

吉田昌弘,  田中弘教,  西村純子,  松永桃子,  平山秀男,  岩
井孝史,  會澤信弘,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  肝
腫瘍性病変におけるVirtual Touch Tissue Quantification

（VTTQ）法の検討.  日本超音波医学会第37回関西地方
会学術集会 2010.10 神戸

飯島尋子,  山平正浩,  吉田昌弘,  東浦晶子,  柴田陽子,  橋
本眞里子,  田中弘教,  赤尾憲二,  西口修平.  正常肝にお
けるKupffer相（後血管相）診断の再循環による影響.  日
本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 神戸

橋本眞里子,  田中弘教,  東浦晶子,  柴田陽子,  岩井孝史,  
西上隆之,  斉藤慎一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  
過形成結節と肝細胞癌を同時に認めたアルコール性肝硬
変の一例.  日本超音波医学会第37回関西地方会学術集
会 2010.10 神戸

西村純子,  田中弘教,  吉田昌弘,  東浦晶子,  岩井孝史,  中
正恵二,  廣田誠一,  藤元治朗,  西口修平,  飯島尋子.  特
徴的な造影超音波像を呈した胆嚢線扁平上皮癌の一例.  
日本超音波医学会第37回関西地方会学術集会 2010.10 
神戸

坂井良行,  岩田恵典,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  



250 兵庫医大業績録（2010）

高嶋智之,  會澤信弘,  池田直人,  田中弘教,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  
内視鏡的デブリドメントが有効であった膵仮性嚢胞の一
例.  第85回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010.10 
大阪　

［科学研究費等班会議］
西口修平,  鈴木一幸.  分岐鎖アミノ酸製剤による肝癌治療

後の再発抑制効果に関する臨床共同研究.  平成22年度
厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発癌を視
野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作成を目指
した総合的研究」鈴木班会議 2010.1 東京

齋藤正紀,  西口修平.  肝硬変患者に対するBCAA食品の追
加摂取および早期投与による栄養介入の検討.  平成22年
度厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発癌を
視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン作成を目
指した総合的研究」鈴木班会議 2010.1 東京

齋藤正紀 ,  西口修平.  BCAA製剤の1日用量に加えた
BCAA食品追加摂取の有用性の研究の中間報告.  平成
22年度厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業「肝発
癌抑制を視野に入れた肝硬変の栄養療法のガイドライン
作成を目指した総合的研究」鈴木班会議 2010.7 盛岡

齋藤正紀,  西口修平.  HBcrAg,  HBsAgによる核酸アナロ
グ中止基準の検討.  平成22年度厚生労働科学研究費補
助金肝炎等克服緊急対策研究事業「B型肝炎の核酸アナ
ログ薬治療における治療中止基準の作成と治療中止を目
指したインターフェロン治療の有用性に関する研究」田中
班会議 2010.1 東京

齋藤正紀,  西口修平.  HBcrAgとHBsAg定量値による核酸
アナログ製剤およびインターフェロンの治療効果の検討.  
平成22年度厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急
対策研究事業「B型肝炎の核酸アナログ薬治療における
治療中止基準の作成と治療中止を目指したインターフェロ
ン治療の有用性に関する研究」田中班会議 2010.8 東京

［研究会・講演会等］
田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  岩井孝史,  楊和典,  石井

昭生,  高嶋智之,  會澤信弘,  坂井良行,  池田直人,  山本
晃久,  榎本平之,  岩田恵典,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村
壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  山中潤一,  藤元治
朗,  西口修平.  造影超音波検査による肝癌悪性度分類の
有用性.  第16回肝血流動態イメージ研究会 2010.1 神戸

榎本平之,  會澤信弘,  今西宏安,  齋藤正紀,  田中弘教,  岩
田恵典,  坂井良行,  石井昭生,  岩井孝史,  楊和典,  高嶋
智之,  山本晃久,  池田直人,  下村壯治,  飯島尋子,  西口
修平.  肝発がんとミトコンドリア異常.  第31回兵庫肝炎研
究会 2010.4 神戸

楊和典,  田中弘教,  西口修平,  飯島尋子,  藤元治朗,  黒田
暢一,  佐竹真,  西上隆之.  術中造影エコーで詳細な血流
を評価し得た膵内分泌腫瘍の一切除例.  第102回腹部エ
コー研究会 2010.4 東京

坂井良行,  岩田恵典,  齋藤正紀,  楊和典,  岩井孝史,  石井
昭生,  會澤信弘,  山本晃久,  池田直人,  田中弘教,  榎本

平之,  今西宏安,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  内視
鏡的食道静脈瘤治療後の食事制限状態に対するBCAA
顆粒製剤とBCAA高含有経腸栄養剤との栄養学的効果
の比較検討.  日本消化器内視鏡学会総会第2回集学的静
脈瘤治療研究会 2010.5 東京

齋藤正紀,  西口修平.  HBcrAgとHBsAg定量値による核酸
アナログ製剤の治療効果の検討.  第3回HBs抗原定量研
究会 2010.5 山形

岩井孝史,  飯島尋子,  田中弘教,  蒲惠蔵,  中野宏朗,  高
嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎
本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西口修平.  肝
細胞癌はPDであったが脳・骨転移にSorafenibが有効で
あった1症例.  第2回分子標的治療研究会 2010.6 東京

田中弘教,  飯島尋子,  森脇英一朗,  岩井孝史,  中野宏朗,  
高嶋智之,  坂井良行,  會澤信弘,  岩田恵典,  榎本平之,  
齋藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  藤元治朗,  
西口修平.  造影超音波検査を用いた分子標的薬の早期
治療効果予測の試み.  第2回分子標的治療研究会 2010.6 
東京

高嶋智之,  田中弘教,  森脇英一朗,  岩井孝史,  楊和典,  石
井昭生,  中野宏朗,  坂井良行,  會澤信弘,  山本晃久,  池
田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下
村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  肝炎症性偽腫瘍の診断に
Sonazoid造影超音波検査が有用であった1例.  第46回日
本肝癌研究会 2010.7 大阪

岩井孝史,  田中弘教,  中野宏朗,  高嶋智之,  坂井良行,  會
澤信弘,  池田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今
西宏安,  下村壯治,  西上隆之,  辻村亨,  廣田誠一,  斉藤
慎一,  藤元治朗,  中島収,  飯島尋子,  西口修平.  EOB-
MRIの肝細胞造影相すべて低信号であったアルコール性
肝硬変の3結節の画像と組織の対比.  第46回日本肝癌研
究会 2010.7 大阪

飯室勇二,  山中潤一,  平野公通,  斉藤慎一,  杉本貴昭,  麻
野泰包,  宇山直樹,  近藤祐一,  飯島尋子,  西口修平,  廣
田省三,  藤元治朗.  肝切除時R（−）精度の向上と積極的
再発治療に向けた肝予備能温存による肝細胞癌治療長期
予後改善への試み.  第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元
治朗,  西口修平.  肝細胞癌の血管構築から見た悪性度お
よび門脈侵襲の診断−組織と比較して−. （パネルディス
カッション）第46回日本肝癌研究会 2010.7 大阪

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  高嶋智之,  池
田直人,  岩田恵典,  榎本平之,  齋藤正紀,  今西宏安,  下
村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻村亨,  藤元治朗,  西口
修平.  Sonazoid造影超音波検査による肝細胞癌の悪性度
分類の有用性.  第29回超音波ドプラ研究会 2010.9 旭川

齋藤正紀,  西口修平.  核酸アナログ製剤増量効果の検討.  
第4回HBs抗原定量研究会 2010.10 横浜

田中弘教,  飯島尋子,  東浦晶子,  會澤信弘,  岩井孝史,  高
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嶋智之,  池田直人,  坂井良行,  岩田恵典,  榎本平之,  齋
藤正紀,  今西宏安,  下村壯治,  廣田誠一,  西上隆之,  辻
村亨,  藤元治朗,  西口修平.  Kupffer機能と腫瘍微細血
管構築による肝細胞癌悪性度分類の有用性.  第24回肝
類胴壁細胞研究会 2010.11 福島

榎本平之,  中村秀次,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  池
田直人 ,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  西口修平.  
未分化肝細胞の増殖因子Hepatoma-derived growth 
factorは,  血管新生誘導を介して腫瘍増殖に関与する.  

（シンポジウム）第18回浜名湖シンポジウム 2010.12 浜松
■その他■
西口修平.  C型肝炎に合併する代謝障害とその対策.  第39

回肝研勤務医の会 2010.2 広島
西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるINFβ＋リバビリン療

法の意義.  IT Feron Meeting 2010 in 美作 2010.2 津山
西口修平.  C型慢性肝炎の治療ガイドラインと対策.  熊本県

医療連携フォーラム 2010.3 熊本
西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるIFN β+リバビリン療

法の意義.  IT Feron Meeting 2010 in 美作 2010.3 津山
西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるIFN β+リバビリン療

法の意義.  Ｃ型肝炎EXPERT MEETING 2010.3 福島
西口修平.  C型慢性肝炎の最新の治療.  C型肝炎治療学術

講演会 2010.3 大阪
西口修平.  血症板低値例のインターフェロン治療.  Ｃ型肝炎

Update2010 2010.4 大阪
西口修平.  C型慢性肝炎の最新の治療.  OMC Gastroenterology 

& Hepatology Research Group 2010.4 大阪
西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  平成22年度第1回松

阪知久医師会臨床懇話会 2010.4 松阪
西口修平.  B型ウィルス性肝臓病の治療と展望.  B型ウィル

ス性肝臓病の治療講演会 2010.4 神戸
西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  Hepatitis C Forum 

2010.4 弘前
西口修平.  産業医のためのウイルス性肝炎の最新情報.  第

七回あわざ産業医セミナー 2010.4 大阪
西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略Response Guided 

therapy.  第二回丸の内消化器・肝疾患治療セミナー 
2010.5 東京

西口修平.  C型肝炎治療における最近の話題.  第15回阪神
消化器病勉強会 2010.5 芦屋

西口修平.  C型慢性肝炎治療に関する最近の話題.  第2回
播磨肝疾患治療研究会 2010.6 姫路

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  肝炎肝癌学術講演会 
2010.6 立川

西口修平.  C型慢性肝炎治療に関する最近の話題.  第12回
入間肝臓懇話会 2010.6 入間

西口修平.  C型慢性肝炎治療におけるIFNβ＋リバビリン療
法の意義.  肝炎治療新ガイドライン後援会 2010.6 高松

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  Hepatitis C Forum 
in Shiga 2010.6 大津

西口修平.  C型肝炎ウイルスとインターフェロン産生・応答系

との相互作用.  第75回日本インターフェロン・サイトカイン
学会学術集会 2010.6 北九州

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  第4回城東肝疾患治
療地域連携の会 2010.7 東京

西口修平.  肝疾患における栄養療法のトピックス.  宝塚肝
疾患治療を考える会 2010.7 宝塚

坂井良行.  兵庫県下における新規肝炎治療医療費助成制度
について.  平成22年度第2回兵庫肝疾患診療連携フォー
ラム 2010.7 神戸

西口修平.  C型慢性肝炎治療における最近の話題.  第10回
筑後ウイルス肝炎検討会 2010.7 久留米

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  平成22年度京都医師
会肝炎ウイルス研修会 2010.7 行橋

西口修平.  C型慢性肝炎患者に対するPeg-IFN-α/RBV併
用療法における抗IFN-α中和抗体の臨床的意義.  第28
回犬山シンポジウム 2010.8 犬山

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  唐津東松浦医師会学
術講演会 2010.9 唐津

西口修平.  肝癌抑制を目指した総合的な治療戦略−栄養
療法からインターフェロン治療まで−.  Ibaraki Liver 
Forum 2010 2010.10 つくば

西口修平.  C型肝炎治療におけるIFN β+リバビリン療法の
意義.  C型肝炎治療Up to Date 2010.10 守口

西口修平.  肝疾患における栄養療法のトピックス.  第21回北
九州代謝栄養研究会 2010.10 小倉

坂井良行.  VARIXでの栄養治療.  OTUKA肝臓栄養治療
フォーラム 2010.10 東京

西口修平.  C型肝炎治療に対するPEG-IFNの今後の治療戦
略.  PEG-IFN Advisory Board Meeting 2010.11 東京

西口修平.  C型慢性肝炎の治療戦略.  第6回豊田地区C型肝
炎治療研究会 2010.11 豊田

西口修平.  C型肝炎治療に関する最近の話題.  第3回明石
消化器懇話会 2010.11 明石

西口修平.  分岐鎖アミノ酸療法.  市民公開講座 2010.11 神戸
西口修平.  ガイドラインに基づいたウイルス性肝炎の最新の

治療.  平成22年度第4回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 
2010.12 豊岡

西口修平.  C型肝炎の治療戦略.  Hepatitis Forum 2010.12 
水戸

下村壯治,  西口修平.  C型慢性肝炎の発癌. （質疑応答）日
本医事新報 2010;4496:72-3.

榎本平之,  井上慎一,  今西宏安,  齋藤正紀,  岩田恵典,  山
本晃久,  池田直人,  田中弘教,  下村壯治,  飯島尋子,  松
久明生,  西口修平.  特発性細菌性腹膜炎に対する,  in 
situハイブリダイゼーション法を用いた新たなアプローチ
の試み,  分子標的薬その作用機序と効果予測.  第17回浜
名湖シンポジウム記録集 2010:183-4.

西口修平.  兵庫医科大学内科学肝胆膵科（肝疾患セン
ター）における肝細胞癌治療の取り組み  背景肝病変を
考慮した治療戦略で予後改善を図る.  The Liver Cancer 
Journal 2010;2:297-303.
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薬剤部
Pharmacy

■著書■
木村健  編.  疾患別設問式  薬剤師に必要な患者ケアの知

識.  改訂総合版.  東京:じほう, 2010.
村岡玲子.  10.血液用薬,  11.代謝改善薬,  12.呼吸器官用薬,  

13.消化器官用薬,  14.ホルモン製剤.  松山賢治,  阿南節子  
監,  阿南節子,  櫻井美由紀,  徳島裕子,  河野えみ子,  黒
山政一,  木村健,  平田純生  編.  ハイリスク治療薬2010.  
東京:じほう, 2010:791-994. 

藤澤浩美.  肺と気道の疾患.  門林宗男,  前田初男  編著.  
薬学生･薬剤師のための処方解析トレーニング帳.  京都:
化学同人, 2010:25-55.

柳井美奈.  肝・胆・膵の疾患,  血液の疾患.  門林宗男,  前
田初男  編著.  薬学生･薬剤師のための処方解析トレーニ
ング帳.  京都:化学同人, 2010:57-72,107-24.

室親明.  生殖器などの疾患,  骨と関節の疾患.  門林宗男,  
前田初男  編著.  薬学生･薬剤師のための処方解析トレー
ニング帳.  京都:化学同人, 2010:91-105,171-84.

■学術論文■
［総説］
石原美佳 ,  竹末芳生 .  抗菌薬を適正に使用する  全病

院的抗菌薬ミキシングを実践して.  Infection Control 
2009;18:246-51.

竹末芳生,  石原美佳.  耐性化抑制を考慮した抗菌化学療法 
抗菌薬サイクリング,  ミキシング.  月刊薬事 2010;52:1389-
93.

木村健.  降圧薬.  薬局 2010;61（増刊号）:490-3.
木村健.  抗血栓薬.  薬局 2010;61（増刊号）:501-4.
木村健.  PEACSを活用した薬歴作成  保険薬局のための薬

学管理チェックシート（認知症）.  調剤と情報 2010;16:455-
9.

木村健.  PEACSを活用した薬歴作成  保険薬局のための薬
学管理チェックシート（片頭痛）.  調剤と情報 2010;16:603-
7.

木村健.  PEACSを活用した薬歴作成  保険薬局のための薬
学管理チェックシート（緑内障）.  調剤と情報 2010;16:745-
9.

木村健.  PEACSを活用した薬歴作成  保険薬局のための薬
学管理チェックシート（めまい）.  調剤と情報 2010;16:873-
8.

木村健.  PEACSを活用した薬歴作成  保険薬局のための薬
学管理チェックシート（アトピー性皮膚炎）.  調剤と情報 
2010;16:1031-6.

木村健.  PEACSを活用した薬歴作成  保険薬局のための薬
学管理チェックシート（貧血）.  調剤と情報 2010;6:1299-

304.
［原著］
石原美佳,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  和田

恭直,  土田敏恵.  感染による播種性血管内凝固症候群症
例におけるリネゾリド使用の是非.  日本外科感染症学会
雑誌 2010;7:161-5.

志方敏幸,  中村豪志,  日笠真一,  濱口常男,  土井啓至,  上
紺屋憲彦,  門林宗男,  木村健.  ポラプレジンク坐剤の品
質試験と放射線性直腸炎に対する臨床評価.  医療薬学 
2010;36:549-56.

土井啓至,  上紺屋憲彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  坪井慶
太,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  中村豪志,  志方敏幸,  濱口
常男,  廣田省三.  放射線直腸炎に対する亜鉛製剤直腸内
投与の初期経験.  臨床放射線 2010;55:443-9.

［症例報告］
辰己純代,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  石

原美佳,  高橋佳子.  Linezolid耐性MRSAによるペース
メーカー･リード感染の一症例.  日本外科感染症学会雑誌 
2010;7:83-6.

■学会発表■
［国際学会］
Tatsumi S,  Takesue Y,  Nakajima K ,  Takahashi 

Y,  Ishihara M,  Kimura T.  Teicoplanin（TEIC）
loading dose for two initial consecutive days is  still 
insufficient in the treatment of MRSA infections.  
The 50th Interscience Conference on Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy（ICAAC2010） 2010.9 
Boston

Ueda T,  Takesue Y,  Tatsumi S,  Takahashi Y,  Nakajima 
K,  Ishihara M,  Kimura T.  Teicoplanin（TEIC）dosing 
to achieve revised target trough level（Cmin）of more 
than 15 mg/L: validity of the standard regimen 
for patients with renal dysfunction.  The 50th 
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy（ICAAC2010） 2010.9 Boston

Ishihara M,  Takesue Y,  Nakajima K,  Ichiki K,  Takahashi 
Y,  Wada Y,  Tsuchida T,  Kimura T.  Availability of 
linezolid in patients with disseminated intravascular 
coagu lat ion caused by in fect ions.  The 50th 
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy（ICAAC2010） 2010.9 Boston.

Doi H,  Kamikonya N,  Takada Y,  Fujiwara M,  Tsuboi 
K,  Inoue H,  Tanooka M,  Nakamura T,  Shikata T,  
Tsujimura T,  Hirota S.  Efficacy of polaprezinc to acute 
radiation proctitis using an experimental rat model.  
European society for Therapeutic Radiology and 
Oncology（ESTRO2010） 2010.9 Barcelona

Doi H,  Kamikonya N,  Takada Y,  Fujiwara M,  Inoue 
H,  Tanooka M,  Nakamura T,  Shikata T,  Tsujimura 
T,  Hirota S.  Ef f icacy of polaprezinc to acute 
radiation proctitis using an animal experimental 
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model.  American Society for Radiation Oncology
（ASTRO2010） 2010.10 San Diego

［国内学会］
石原美佳,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  和田恭直,  高橋

佳子,  土田敏恵.  Linezolidの第1選択薬としての活用とそ
の適応.  第25回日本環境感染学会総会 2010.2 東京

中山雅裕,  濵口常男.  小児科領域の粉砕調剤に関連する薬
剤廃棄コストの検討.  日本薬学会第130年会 2010.3 岡山

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  上紺屋憲彦,  髙田康
弘,  冨士原将之,  中村豪志,  志方敏幸,  山本泰子,  廣
田省三.  動物実験モデルでの急性期放射線性直腸炎へ
の亜鉛製剤の有効性.  第69回日本医学放射線学会総会 
2010.04 横浜

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  土田敏恵,  辰
己純代,  石原美佳.  Linezolidによる血小板減少発現の
リスク因子.  第58回日本化学療法学会総会学術講演会 
2010.6 長崎

植田貴史,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  高橋佳子,  石原
美佳,  辰己純代,  木村健.  新たな目標トラフ値達成のた
めのテイコプラニン投与設計  腎機能低下患者における標
準レジメン妥当性の検討.  第27回日本TDM学会・学術大
会 2010.6 札幌

土井啓至,  上紺屋憲彦,  三浦英治,  井上裕之,  田ノ岡征
雄,  髙田康弘,  冨士原将之,  中村豪志,  志方敏幸,  辻村
亨,  廣田省三.  放射線性直腸炎動物実験モデルに対する
亜鉛製剤の有効性に関する組織学的検討.  第49回日本医
学放射線学会生物部会学術大会 2010.7 札幌

木村健.  薬剤管理指導の質的向上を目指すには−患者中心
の医療に向けたアドヒアランスの向上−. （ランチョンセミ
ナー）第60回日本病院学会 2010.7 岐阜

木村健.  長期実務実習の実際からみる継続的な緩和ケア教
育の必要性. （シンポジウム）第4回日本緩和医療薬学会
年会 2010.9 鹿児島

阿久井千亜紀,  福永智栄,  室親明,  村川和重,  木村健.  
Patient-Controlled Analgesia（PCA）で施行するフェンタ
ニル注射液不溶性微粒子測定調査.  第4回日本緩和医療
薬学会年会 2010.9 鹿児島

木村健.  病棟活動におけるファーマシューティカルケアと薬
物治療評価.  日本医療薬学会第38回医療薬学公開シン
ポジウム 2010.9 大阪

中山雅裕,  清長大輔,  志方敏幸,  中村豪志,  東剛史,  小林
吉晴,  濵口常男,  冨士原将之,  上紺屋憲彦,  木村健.  使
用性の向上を目指したポラプレジンク含嗽液の製剤処方
探索について.  第20回日本医療薬学会年会 2010.11 千葉

藤澤浩美,  中村豪志,  中村綾奈,  竹内芙美,  新藤三枝,  室
親明,  木村健.  シスプラチン外来化学療法における腎機
能評価による処方設計への薬剤師の介入.  第20回日本医
療薬学会年会 2010.11 千葉

中村豪志,  藤澤浩美,  中山雅裕,  東剛史,  濵口常男,  木村
健 .  抗がん剤投与時の点滴速度に及ぼす容積制御型輸
液ポンプの影響.  第20回日本医療薬学会年会 2010.11 千

葉
宮崎美貴子,  高橋仁美,  國定順子,  奥田房子,  橋本肇,  室

親明,  木村健.  入院処方せんへの1回量記載の取り組み
−医療安全の視点から−.  第20回日本医療薬学会年会 
2010.11 千葉

日笠真一,  日笠聡 ,  澤田暁宏 ,  徳川多津子,  木村健 .  
Raltegravirを含む抗HIV療法の効果と脂質代謝に関す
る検討.  第20回日本医療薬学会年会 2010.11 千葉

黒田訓宏,  日笠真一,  中山雅裕,  岡田昌也,  木村健.  ラジ
オアイソトープ標識抗体療法剤ゼヴァリンイットリウム®によ
る血球減少の調査.  第20回日本医療薬学会年会 2010.11 
千葉

冨士原将之,  土井啓至,  髙田康弘,  井上裕之,  田ノ岡征
雄,  上紺屋憲彦,  廣田省三,  志方敏幸,  中山雅裕,  木村
健.  ポラプレジンクを用いた含嗽液の作成と放射線性口
腔粘膜障害に対する有効性の検討.  日本放射線腫瘍学
会第23回学術大会 2010.11 浦安

土井啓至,  井上裕之,  田ノ岡征雄,  三浦英治,  上紺屋憲
彦,  髙田康弘,  冨士原将之,  志方敏幸,  辻村亨,  廣田
省三.  晩期放射線性直腸炎の動物実験モデル作成と病
理組織学的検討.  日本放射線腫瘍学会第23回学術大会 
2010.11 浦安

日笠真一,  木村健 ,  澤田暁宏 ,  徳川多津子,  日笠聡 .  
Raltegravir服用患者における肝機能障害の発生状況調
査.  第24回日本エイズ学会学術集会・総会 2010.11 東京

［地方会等］
日笠真一,  秀田恭子,  濵口常男,  門林宗男.  薬剤師による

HIV感染症患者への服薬指導に対するアンケート調査−
チーム内の他職種を対象として−.  第31回日本病院薬剤
師会近畿学術大会 2010.1 京都

黒田訓宏,  志方敏幸,  中山雅裕,  日笠真一,  辰己純代,  濱
口常男,  門林宗男.  放射免疫療法剤ラジオアイソトープ

（RI）標識抗CD20モノクローナル抗体（ゼヴァリン）療法
における薬剤師の取り組み.  第31回日本病院薬剤師会近
畿学術大会 2010.1 京都

冨士原将之,  上紺屋憲彦,  土井啓至,  髙田康弘,  田ノ岡征
雄,  井上裕之,  廣田省三,  志方敏幸,  中山雅裕,  木村健.  
頭頚部放射線治療の補助療法として亜鉛含嗽液の有効
性.  第296回日本医学放射線学会関西地方会（第368回レ
ントゲンアーベント） 2010.11 大阪

高橋佳子,  竹末芳生,  中嶋一彦,  一木薫,  石原美佳,  辰己
純代.  LinezolidにおけるScheduled Sequential Therapy
の有用性.  第58回日本化学療法学会西日本支部総会 
2010.11 大分

［研究会・講演会等］
木村健 .  アドヒアランスの意義と薬物治療評価への応用.  

（シンポジウム）眼科最新治療フォーラム 2010.6 徳島
室親明,  河野綾香,  武田紗季,  木村健,  門林宗男.  兵庫

医科大学病院における薬剤師レジデント制度.  医療薬学
フォーラム2010・第18回クリニカルファーマシーシンポジウ
ム 2010.7 広島
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日笠真一,  日笠聡,  澤田暁宏,  徳川多津子,  木村健.  テノ
ホビルジソプロキシルフマル酸塩服用中患者の腎機能に
影響を及ぼす因子.  医療薬学フォーラム2010・第18回クリ
ニカルファーマシーシンポジウム 2010.7 広島

木村健.  見逃してはいけないハイリスク薬管理のチェック項
目. （特別講演）和歌山県薬剤師会研修会 2010.7 和歌山

日笠真一,  木村健.  抗HIV療法と腎機能障害.  平成22年第
1回実務研修会（阪神播磨地区） 2010.8 神戸

日笠真一.  抗HIV療法−兵庫医科大学病院での事例紹介
−.  第3回大阪抗HIV薬勉強会 2010.10 大阪

木村健.  薬剤管理指導のスキルアップに向けて. （特別講
演）兵庫県病院薬剤師会摂丹支部例会 2010.10 兵庫

■その他■
木村健.  患者ケアのための薬学的管理. （特別講演）イオ

ン・ハピコム人材総合研修機構集合研修 2010.6 横浜
山下典子,  室親明,  志方敏幸,  中村安成,  安田恵,  鶴崎亮.  

抗がん剤調製実習  兵庫県病院薬剤師会中小病診部研
修会 2010.12 神戸

看護部
Nursing

■著書■
宇都宮明美.  心肺蘇生後.  篠崎正博  編著.  疾患別ICU

ナースの観察力・対応力UPポケットマニュアル.  吹田:メ
ディカ出版, 2010:129-33.

宮本順子.  B-RTO,  PTO看護の実際.  栗林幸夫  監,  吉田
哲也,  森田荘二郎,  齋藤博哉  編.  IVR看護ナビゲーショ
ン.  東京:医学書院, 2010:24-7．

清水利香子.  PTPE看護の実際.  栗林幸夫  監,  吉田哲也,  
森田荘二郎,  齋藤博哉  編.  IVR看護ナビゲーション.  東
京:医学書院, 2010:133-6．

宇都宮明美.  実践例2  ハイリスク群のケアを中心に.  志馬
伸朗  編.  人工呼吸器関連肺炎のすべて.  東京:南江堂, 
2010:69-74.

■学術論文■
［総説］
清水真幸 .   呼吸器 疾患（A R D S）患者のケアプラン.  

Emergency Care 2010;23:22-6.
宇都宮明美.  呼吸ケアチームの実績と専門看護師の活躍.  

看護 2010;62:57-60．
宇都宮明美.  体位と呼吸管理.  人工呼吸 2010;27:64-7．
小倉由美子,  河合百合子,  石川かおり.  潰瘍性大腸炎・ク

ローン病の発症時・再燃時を中心としたかかわり方.  消化
器肝胆膵ケア 2010;15:42-51．

宇都宮明美.  人工呼吸中の患者管理は安静臥床が基本で
ある？.  EB Nursing.2010;10（増刊2）:918-21.

［症例報告］
江端里恵,  宇都宮明美.  低心機能高齢患者におけるNPPV

離脱へのアプローチ.  呼吸器ケア 2010;8:788-92．

■学会発表■
［国内学会］
濵本一途,  網野麻美,  西田淳子.  介護を要する患者の転帰

別の家族介護力調査.  第74回日本循環器学会総会・学術
集会 2010.3 京都

仲村智美,  宇都宮明美.  間質性肺炎を発症した腎移植後
患者への呼吸援助−下側肺障害を予測した早期介入−.  
第37回日本集中治療医学会学術集会 2010.3 広島

乾貴絵,  村川和重,  福永智栄.  がん患者の腹部膨満感に対
するフェンタニル使用の検討.  第15回日本緩和医療学会
学術大会 2010.6 東京

清水玲子,  鈴木久美,  松本麻里,  片岡優実,  山田明美,  峯
瀬美千代,  佐藤真由美,  佐藤艶子.  ペグインターフェロ
ン・リバビリン併用療法を受けているC型肝炎患者が体験
している困難.  第4回日本慢性看護学会学術集会 2010.6 
札幌

藤井利江,  松尾ミヨ子,  川南勝彦.  肺高血圧症患者の健康
関連QOLとピア・サポートの関連性.  第4回日本慢性看護
学会学術集会 2010.6 札幌

宇都宮明美.  RST活動の実際と効果的介入のコツ. （ラン
チョンセミナー）第6回日本クリティカルケア看護学会学術
集会 2010.7 札幌

山中知会理,  宇都宮明美.  開胸術後に発生する嚥下障害の
要因分析.  第6回日本クリティカルケア看護学会学術集会 
2010.7 札幌

中村いつか,  宇都宮明美.  食道癌術後に誤嚥性肺炎を発症
した患者の急性期呼吸リハビリテーション.  第6回日本ク
リティカルケア看護学会学術集会 2010.7 札幌

長嶋智美,  高見沢恵美子,  石澤美保子.  集中治療室におけ
る代理意思決定をする家族への看護援助に対する看護師
の認識と看護実践.  第36回日本看護研究学会学術集会 
2010.8 岡山

千島佳也子.  災害教育セミナー  災害現場のトリアージにみ
るケアリング.  日本災害看護学会第12回年次大会 2010.8 
福井

堀田牧代.  新人教育における手術室ローテーション研修実
施後のイメージの変化について.  第24回日本手術看護学
会年次大会 2010.9 京都

鍵岡あゆみ,  泉田綾.  手術室看護師の医療事故防止に対す
る認識−タイムアウトを導入して−.  第24回日本手術看護
学会年次大会 2010.9 京都

伊藤節代,  岩崎寮子.  眼科術後の腹臥位安静の苦痛に対す
る援助の検討−自動運動を取り入れて−.  第26回日本眼科
看護研究会 2010.9 福島

宇都宮明美.  急性期呼吸ケアにおける呼吸サポートチーム
の役割  看護師の立場から. （シンポジウム）第20回日本
呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2010.10 長崎

堀口修平,  丸田明奈,  西垣和子.  人工骨頭置換術後の外転
肢位保持に関連した苦痛の調査−小型外転枕及び足枕を
使用して−.  第37回日本股関節学会 2010.10 福岡

長谷行見.  看護師による術後乳がん患者への退院指導の
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困難さ.  第41回日本看護学会−成人看護Ⅰ−学術集会 
2010.10 大分

須賀祥子,  黒田薫.  緊急入院患者に対するプライマリーナー
スチームとしての関わりを振り返る.  第41回日本看護学会
−成人看護Ⅰ−学術集会 2010.10 大分

猪野慶浩.  救命センターで働く看護師の早期リハビリテー
ションに対する認識について.  第12回日本救急看護学会
学術集会 2010.10 東京

河合百合子,  大串恵子,  鎌田亜湖,  井藤聖香,  安岡真歩,  
吉田智子,  小倉由美子.  効果的な白血球系細胞吸着除去
療法導入への看護師の役割.  第31回日本アフェレシス学
会学術集会 2010.11 浦安

岩崎寮子.  視力障害が生じ,  様 な々訴えの多い患者への対
応.  第64回日本臨床眼科学会 2010.11 神戸

［地方会等］
柳瀬奈美子,  副島香織.  病棟における退院調整の取り組み

−退院調整シートの作成と活用を通して−.  日本医療マネ
ジメント学会第4回兵庫支部学術集会 2010.3 神戸

青山真弓,  斉藤知恵美,  前薗賢治,  長尾有子.  転倒転落防
止に関する説明の統一を試みて.  日本医療マネジメント学
会第4回兵庫支部学術集会 2010.3 神戸

古瀨佳美.  事故防止マニュアルの周知を図る−寸劇を取り入
れて−.  日本医療マネジメント学会第4回兵庫支部学術集
会 2010.3 神戸

［研究会・講演会等］
溝渕幸美,  髙比良法子,  石口可奈子.  当院NICUにおける

医療安全の問題点.周産期医療事例検討会 2010.3 神戸
乾貴絵.  終末期における患者・家族のケアについて考えさせ

られた症例.  第34回兵庫医科大学病院緩和ケア研究会 
2010.8 西宮

藤井利江.  肺高血圧症患者の健康関連QOLとピア・サポー
トの関連性.  第6回兵庫肺高血圧症フォーラム 2010.10 神
戸

牛尾里美.  継続は力なり  血友病患者・家族とどう向き合う
か？.  第1回関西血友病看護フォーラム 2010.11 大阪

宇都宮明美.  人工呼吸器下ケアの安全管理（VAPを含む）. 
（ワークショップ）医療安全全国共同行動全国フォーラム 
2010.11 千葉

手塚直美,  小倉素子.  心臓カテーテル検査室におけるクリニ
カルパス導入による申し送り廃止の効果と今後の課題.  第
17回鎌倉ライブデモンストレーション 2010.12 神奈川

■その他■
山田明美.  人的資源活用論.  福岡県看護協会政策懇談会 

2010.1 福岡
足立拓也.  わかる！読める！胸部レントゲン写真読影の実

際.  離床研究会セミナー 2010.5 神戸
山田明美.  看護実践能力評価の実際.  市立島田市民病院

管理者研修会 2010.6 静岡
山田明美.  組織開発と変革理論.  兵庫県看護協会認定看

護管理者制度ファーストレベル教育 2010.6 神戸
宇都宮明美.  呼吸障害患者の看護.  ICU・CCU看護教育セ

ミナー（初級コース） 2010.6 大阪
足立拓也.  わかる！読める！胸部レントゲン写真読影の実

際.  離床研究会セミナー 2010.7 愛知
丸山美津子.  医療安全.  兵庫県看護協会ブラッシュアップ

研修 2010.7 神戸
江端里恵.  看護基礎技術研修.  兵庫県看護協会就業者研

修 2010.7 神戸
山田明美.  集まれ,  新主任.  福岡県看護協会管理者研修 

2010.7 福岡
山田明美.  元気な組織であるためのチーム作りとキャリア形

成への支援.  日本看護協会トピックス研修会 2010.8 神戸
丸山美津子.  新人ナースのための医療事故防止.  兵庫県看

護協会継続教育研修 2010.8 神戸
山田明美.  組織開発と変革理論.  兵庫県看護協会認定看

護管理者制度ファーストレベル教育 2010.8 神戸
中村滋子.  フィジカルアセスメント.  兵庫県看護協会西阪神

支部研修会 2010.9 西宮
宇都宮明美.  呼吸理学療法と看護.  第10回兵庫医科大学

呼吸リハビリテーションセミナー 2010.9 西宮
西山実希 .   気管吸引の基礎.  兵庫県臨床工学技士会 

2010.9 西宮
長嶋智美.  吸引の手技とそのリスク管理.  関西摂食嚥下勉

強会 2010.9 西宮
山田明美.  教育担当者への支援,  臨地実習指導者の支援・

育成.  兵庫県看護協会研修責任者研修 2010.9 神戸
宇都宮明美 .  循環管理の実際.  Edwards Educat ion 

Program 循環器看護セミナー 2010.10 大阪
山田明美.  看護実践の組織化−看護部における認定看護師

の役割,  位置付け,  活動評価.  日本看護協会認定看護師
教育課程合同研修会 2010.1 神戸

乾貴絵.  緩和ケア認定看護師の組織内の位置づけと活動の
実際.  日本看護協会神戸研修センター緩和ケア認定看護
師教育課程 2010.10 神戸

山田明美.  人的資源活用論.  兵庫県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2010.11 神戸

山田明美.  人的資源活用論.  福岡県看護協会認定看護管
理者制度セカンドレベル教育 2010.11 福岡

江端里恵.  看護基礎技術研修.  兵庫県看護協会就業者研
修 2010.11 神戸
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動物実験施設
Laboratory Animal Facility

■学術論文■
［総説］
佐加良英治.  動物アレルギー予防に関する指針−マニュアル

の検討−.  実験動物と環境 2010;18:220-4.
■学会発表■

［国内学会］
佐加良英治.  動物アレルギー予防に関する指針マニュアル

の検討. （シンポジウム）第44回日本実験動物技術者協
会総会 2010.9 旭川

［研究会・講演会等］
佐加良英治.  相互検証結果報告書から考えたこれからの自

主管理制度. （シンポジウム）平成22年度公私立大学実
験動物施設協議会総会 2010.6 京都

佐加良英治.  実験動物アレルギーについて. （招待講演）第
40回筑波実験動物研究会講演会 2010.11 つくば

■その他■
佐加良英治.  大学における動物実験の相互検証制度につい

て「兵庫医科大学の場合」.  公私立大学実験動物施設協
議会年報 2010;17:59-81.

佐加良英治.  動物実験を取り巻く現状とその対応. （招待
講演）九州工業大学情報工学部  生命情報工学科主催講
演会 2010.8 飯塚

共同利用施設
Reseatch Facilities for Common Use
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臨床工学室
Clinical Engineering Room

■学術論文■
［総説］
木村政義.  呼吸療法における臨床工学技士の役割.  医工

学治療 2010;22:49-52.
［原著］
川崎由記,  楢村友隆,  中野智彦,  鈴木尚紀,  橘銀平,  木村

政義.  バイオフィルム破砕剤Interceptの臨床評価.  腎と
透析 2010;69（別冊）:197-200.

■学会発表■
［国内学会］
木村政義,  冨加見教男,  鈴木尚紀,  西信一.  人工鼻使用

症例と加温加湿器使用症例の比較検討.  第37回日本集中
治療医学会学術集会 2010.3 広島

鈴木尚紀,  蓮池由起子,  徳山正徳,  川崎由記,  中野智彦,  
橘銀平,  中西健.  溶質移動シミュレーション二重濾過膜
血漿交換（DFPP）の安全な治療.  第31回日本アフェレシ
ス学会学術大会 2010.11 浦安

木村政義,  冨加見教男,  鈴木尚紀,  西信一.  デュアルヒー
タ回路結露付着についての検討.  第32回日本呼吸療法医
学会 2010.7 東京

［地方会等］
鈴木尚紀,  蓮池由起子,  徳山正徳,  川崎由記,  中野智彦,  

橘銀平,  中西健.  溶質移動シミュレーション二重濾過膜
血漿交換（DFPP）の安全な治療.  第29回日本アフェレシ
ス学会関西地方会 2010.12 西牟婁

［研究会・講演会等］
木村政義.  急性血液浄化療法の原理と実際の理解.  第8回

日本クリティカルケア看護学会教育セミナー 2010.1 大阪
木村政義.  人工呼吸器の安全管理.  第7回人工呼吸器安

全管理セミナー 2010.1 京都
木村政義 .  集中治療領域における呼吸ケアチーム活動と

PCPS等からの採血における取り組み.  第9回日本臨床工
学技士会教育研究会 2010.8 東京

武西友幸.  PCIに用いるデバイスの基礎.  第1回インターベ
ンション治療コ・メディカル会議（COCIT2010） 2010.9 
神戸

大平順之.  知っておきたい人工心肺の知識.  兵庫県手術室
看護師研究会 2010.11 神戸

木村政義.  人工呼吸中の加温加湿の基本.  チーム医療CE
研究会西日本2010ウィンターセミナー 2010.12 大阪

武西友幸.  デバイスの基礎知識.  The 17th Kamakura 
Live Demonstration Course 2010 2010.12 神奈川

［その他］

木村政義.  エビデンスに基づいたウィーニング.  兵庫県臨床
工学技士会第12回定期学習会 2010.1 姫路

中田文.  当院における電気メスの点検方法.  兵庫県臨床工
学技士会第13回定期学習会 2010.3 西宮

冨加見教男.  RST診療報酬取得にむけて.  兵庫県臨床工
学技士会第16回定期学習会 2010.8 神戸

病歴室
Medical Record Office

■学会発表■
［地方会等］
絹川武俊,  宮本正喜,  櫛田奈美,  本田耕一郎,  寺田英司,  

松田弥寿彦,  松嶋正紀,  由良仁.  厚生労働省DPC公開
データによる病院マネジメントへの活用.  日本医療マネジ
メント学会第4回兵庫支部学術集会 2010.3 神戸

中央施設
Central Facility
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生体防御部門
Laboratory of  Host Defenses

■著書■
松下一之,  北村淳史,  朝長毅,  梶原寿子,  松原久裕,  上田

泰次,  米満吉和,  瀧口裕一,  多田裕司,  巽浩一郎,  廣島
健三,  田川雅敏,  久保秀司,  井上誠,  房木ノエミ,  長谷
川護,  島田英昭,  野村文夫.  c-myc遺伝子転写抑制因子
を用いた消化器癌・悪性中皮腫に対する遺伝子治療法の
開発.  外科分子細胞治療研究会  編.  分子細胞治療フロ
ンティア.  東京:飯田橋パピルス, 2010:150-7.

■学術論文■
［原著］
Kubo S,  Kataoka M,  Tateno C,  Yoshizato K,  Kawasaki 

Y,  Kimura T,  Faure-Kumar1 E,  Palmer DJ,  Ng P,  
Okamura H,  Kasahara N.  In Vivo stable transduction 
of humanized liver tissue in chimeric mice via high-
capacity adenovirus- lentivirus hybrid vector.  Hum 
Gene Ther 2010;21:40-50.

Satake A,  Inoue T,  Kubo S,  Taniguchi Y,  Imado T,  
Fujioka T,  Horiuchi M,  Xu Y,  Ikegame K,  Yoshihara S,  
Kaida K,  Tamaki H,  Okada M,  Okamura H,  Ogawa H.  
Separation of antileukemic effects from graft-versus-
host disease in MHC-haploidentical murine bone 
marrow transplantation: participation of host immune 
cells.  Int J Hematol 2010;91:485-97.

Li W,  Kubo S,  Okuda A,  Yamamoto H,  Ueda H,  Tanaka 
T,  Nakamura H,  Yamanishi H,  Terada N,  Okamura H.  
Effect of IL-18 on expansion of gammadelta T cells 
stimulated by zoledronate and IL-2.  J Immunother 
2010;33:287-96.

Yamaoka N,  Kawasaki Y,  Xu Y,  Yamamoto H,  Terada 
N,  Okamura H,  Kubo S.  Establishment of in vivo 
fluorescence imaging in mouse models of malignant 
mesothelioma.  Int J Oncol 2010;37:273-9.

Morishita N,  Katsuda T,  Kubo S,  Gotoh A,  Yamaji 
H.  Immobi l izat ion of 293 cel ls us ing porous 
support particles for adenovirus vector production.  
Cytotechnology 2010;62:293-300.

Nakano-Doi A,  Nakagomi T,  Fujikawa M,  Nakagomi 
N,  Kubo S,  Lu S,  Yoshikawa H,  Soma T,  Taguchi 
A,  Matsuyama T.  Bone marrow mononuclear cells 
promote proliferation of endogenous neural stem cells 
through vascular niches after cerebral infarction.  
Stem Cells 2010;28:1292-302.

Saino O,  Taguchi A,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  
Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  Soma T,  

Yoshikawa H,  Stern DM,  Okamura H,  Matsuyama 
T.  Immunodef ic iency reduces neura l stem/
progenitor cell apoptosis and enhances neurogenesis 
in the cerebral cortex after stroke.  J Neurosci Res 
2010;88:2385-97.

Kubo S,  Kawasaki Y,  Yamaoka N,  Tagawa M,  Kasahara 
N,  Terada N,  Okamura H.  Complete regression of 
human malignant mesothelioma xenografts following 
local injection of midkine promoter-driven oncolytic 
adenovirus.  J Gene Med 2010;12:681-92. 

Matsui K,  Ueda H,  Terada M,  Azuma N,  Okamura 
H,  Sano H.  Mizoribine protects against bleomycin-
induced lung injury.  Mod Rheumatol 2010;20:471-7.

Naito Y,  Tsujino T,  Wakabayashi K,  Matsumoto M,  
Ohyanagi M,  Mitsuno M,  Miyamoto Y,  Hao H,  Hirota 
S,  Okamura H,  Masuyama T.  Increased interleukin-18 
expression in nonrheumatic aortic valve stenosis.  Int 
J Cardiol 2010;144:260-3. 

Suzuki T,  Terao S,  Acharya B,  Naoe M,  Yamamoto 
S,  Okamura H,  Gotoh A.  The antitumour effect of 
γδ T-cells is enhanced by valproic acid-induced 
up-regulation of NKG2D ligands.  Anticancer Res 
2010;30:4509-13.

Yamanegi K,  Yamane J,  Kobayashi K,  Kato-Kogoe 
N,  Ohyama H,  Nakasho K,  Yamada N,  Hata M,  
Nishioka T,  Fukunaga S,  Futani H,  Okamura H,  
Terada N.  Sodium valproate,  a histone deacetylase 
inhibitor,  augments the expression of cell-surface 
NKG2D ligands,  MICA/B,  without increasing their 
soluble forms to enhance susceptibility of human 
osteosarcoma cells to NK cell-mediated cytotoxicity.  
Oncol Rep 2010;24:1621-7.

■学会発表■
［国際学会］
Kawasaki Y,  Yamaoka N,  Terada N,  Okamura H,  

Kasahara N,  Kubo S.  Repl icat ion-competent 
retrovirus vector-mediated suicide gene therapy 
achieves significant therapeutic efficacy against 
human malignant mesothelioma xenografts.  13th 
Annual Meeting of the American Society of Gene and 
cell Therapy（ASGCT） 2010.5 Washington DC

Li W,  Kubo S,  Okuda A,  Yamamoto H,  Ueda H,  Tanaka 
T,  Nakamura H,  Yamanishi H,  Terada N,  Okamura 
H.  Effect of IL-18 on expansion of gammadelta 
T cells stimulated by zoledronate and IL-2.  14th 
International Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Kashiwamura S,  Li W,  Okamura H.  Novel-pathological 
roles of IL-18 in inf lammatory diseases.  14th 
International Congress of Immunology 2010.8 Kobe

Kubo S,  Kawasaki Y,  Yamaoka N,  Xu Y,  Yamamoto 
H,  Tagawa M,  Kasahara N,  Terada N,  Okamura H.  

先端医学研究所
Institute for Advanced Medical Sciences
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Complete and sustained tumor regression of human 
malignant mesothelioma xenografts in athymic mice 
following local injection of midkine promoter-regulated 
oncolyt ic adenovirus.  The 10th Internat iona l 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG） 2010.8 Kyoto

Kubo S,  Yamaoka N,  Kawasaki Y,  Xu Y,  Yamamoto 
H,  Terada N,  Okamura H.  Establishment of in vivo 
fluorescence imaging in mouse models of malignant 
mesothelioma.  The 10th International Conference 
of the International Mesothelioma Interest Group

（IMIG） 2010.8 Kyoto
Kubo S,  Kawasaki Y,  Yamaoka N,  Okamura H,  Terada N,  

Kasahara N.  Replication-competent retrovirus vector-
mediated suicide gene therapy achieves significant 
therapeut ic ef f icacy against human malignant 
mesothelioma xenografts.  The 10th International 
Conference of the International Mesothelioma Interest 
Group（IMIG） 2010.8 Kyoto

Tagawa M,  Kawamura K,  Tada Y,  Yamanaka 
M,  Okamoto S,  Yang S,  Yamauchi S,  Kobayashi 
H,  Kubo S,  Takiguchi Y,  Tatsumi K,  Shimada H,  
Hiroshima K.  Fiber-modified replication-competent 
adenoviruses powered by transcriptional regulatory 
region produced anti-tumor effects on mesothelioma 
and the dif ferentia l cytotoxicity is l inked with 
the repl icat ion and host cel l mechanism.  The 
10th International Conference of the International 
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Pharmacokinetics of itraconazole in HSCT patients 
receiving IV ITCZ 200mg followed by capsule 400mg.  
第72回日本血液学会学術集会 2010.9 横浜

Hosen N,  Kishida S,  Matsuoka Y,  Ichihara H,  
Aoyama Y,  Mugitani A,  Kawakami M,  Yamagami 
T,  Murakami M,  Tamaki H,  Nakao T,  Fuji S,  
Nakajima H,  Hino M,  Oka Y,  Sugiyama H.  MMSC-
1 as a novel target molecule for monoclonal antibody 
therapy against multiple myeloma.  第72回日本血液学
会学術集会 2010.9 横浜

江口良二,  藤盛好啓,  久保秀司,  田端千春,  栗林康造,  福
岡和也,  中野孝司.  Fyn 低発現型の悪性中皮腫におい
てPP2はアポトーシスを誘導する.  第69回日本癌学会学
術総会 2010.9 大阪

江口良二,  藤盛好啓,  太田敏郎,  国政和宏,  中野孝司.  シ
スプラチン誘導血管内皮傷害でのカルパインの関与: 3次
元血管モデルでの検討.  第18回日本血管生物医学会学術
集会 2010.12 大阪

江口良二,  藤盛好啓,  田端千春,  栗林康造,  福岡和也,  中
野孝司.  悪性中皮腫において亜ヒ酸はJNKおよびERK
を介したアポトーシスを誘導する.  第33回日本分子生物
学会・第83回日本生化学会大会合同大会（BMB2010） 
2010.12 神戸

［地方会等］
滿保直美,  佐竹敦志,  徳川多津子,  加藤るり,  井上貴之,  

谷口享子,  海田勝仁,  吉原哲,  藤岡龍哉,  玉置広哉,  池
亀和博,  岡田昌也,  相馬俊裕,  小川啓恭.  巨大脾腫と



263兵庫医大業績録（2010）

汎血球減少で発症したSplenic marginal zone B-cell 
lymphoma（SMZL）の一例.  第93回近畿血液学地方会 
2010.6 大阪

平井幸雄,  吉原哲,  海田勝仁,  谷口享子,  石川貴巳,  井上
貴之,  加藤るり,  池亀和博,  岡田昌也,  相馬俊裕,  小川
啓恭.  HLA不適合骨髄移植後に脊髄炎,  髄外再発をき
たし,  HLA不適合再移植の施行によりいずれも寛解を維
持している一例.  第94回近畿血液学地方会 2010.11 滋賀

［科学研究費等班会議］
吉原哲,  小川啓恭.  新移植技術（灌流法＋骨髄内骨髄移植

法）の臨床応用に向けて.  厚生労働科学研究費補助金免
疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業「新しい造血幹
細胞移植技術の開発に関する研究」班平成21年度第2回
班会議 2010.1 東京

岡田昌也,  吉原哲,  池亀和博,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  骨髄
内臍帯血ミニ移植.  厚生労働科学研究費補助金免疫アレ
ルギー疾患等予防・治療研究事業「臍帯血を用いる造血
幹細胞移植技術の高度化と安全性確保に関する研究」班
平成21年度第2回班会議 2010.1 東京

池亀和博,  吉原哲,  小川啓恭.  HLA半合致ミニ移植における
ゼットブリン®2mg/kg×4daysと,  サイモグロブリン®1mg/
kg×4days（or3days）の,  リンパ球分画別回復の比較.  厚
生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治
療研究事業「同種造血幹細胞移植成績の一元化登録と国
際間の共有およびドナーとレシピエントのQOLを視野に入
れた成績の向上に関する研究」班平成21年度第2回班会議 
2010.1 東京

吉原哲,  池亀和博,  吉田喬,  小川啓恭.  血縁者間HLA半
合致ミニ移植,  難治性GVHDに対する少量ATG療法.  
厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・
治療研究事業「同種造血幹細胞移植成績の一元化登録
と国際間の共有およびドナーとレシピエントのQOLを視野
に入れた成績の向上に関する研究」班平成21年度第2回
班会議 2010.1 東京

岡田昌也,  吉原哲,  池亀和博,  甲斐俊朗,  小川啓恭.  当
科における「骨髄内臍帯血ミニ移植」臨床Ⅰ相試験結果.  
厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・
治療研究事業「臍帯血を用いる造血幹細胞移植技術の高
度化と安全性確保に関する研究」班平成22年度第1回班
会議 2010.7

池亀和博.  血縁HLA半合致ミニ移植臨床試験の進捗状況
と関連事項.  厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー
疾患等予防・治療研究事業「同種造血幹細胞移植成績の
一元化登録と国際間の共有およびドナーとレシピエントの
QOLを視野に入れた成績の向上に関する研究」班平成22
年度第1回班会議 2010.7 愛知

［研究会・講演会等］
吉原哲,  小川啓恭.  新移植技術の臨床応用に向けて.  第5

回骨髄内骨髄移植研究会 2010.2 浜松
小川啓恭.  日常診療の進め方 日々のスキルアップを目指して
「血液疾患」.  兵庫県医師会第53回学術セミナー 2010.2 

神戸
岡田昌也.  臍帯血移植について.  第20回近畿臨床検査技師

会形態検査部門血液検査分野研修会 2010.3 神戸
岡田昌也.  血液疾患における鉄過剰症−当科での経験−.  

第10回血液細胞療法フォーラム 2010.3 大阪
池亀和博.  血縁HLA不適合移植と移植前後の問題.  第17

回クリニカル・ヘマトオンコロジー・セミナー 2010.5 小倉
澤田暁宏,  日笠聡,  徳川多津子,  小川啓恭,  志賀純子,  中

田壮一.  ステロイドが著効した後天性血友病Aの1症例.  
関西血友病治療研究会 2010.7 大阪

吉原哲.  T細胞非除去HLA不一致移植.  第2回Global and 
new insight into HSCT研究会 2010.7 東京

岡田昌也.  Ph＋ALL治療について.  第1回中四国血液疾患治
療研究会 2010.9 岡山

甲斐俊朗.  多様化する造血幹細胞移植について.  第15回近
畿輸血検査研修会 2010.9 神戸

甲斐俊朗.  幹細胞移植（骨髄移植,  臍帯血移植,  末梢血幹
細胞移植）の現状.  京阪神輸血･免疫･血液研究会第9回
講演会 2010.10 大阪

玉置広哉.  HLA半合致移植後のウイルス感染.  第11回血液
細胞療法フォーラム 2010.10 大阪

■ その他■
池亀和博 .  HLA半合致移植について.  第4回Vir tua l 

Meet ing of Young Stem Cel l Transplantat ion 
Physicians 2010.3 東京

吉原哲.  Experience of allogeneic hematopoietic cell 
transplantation.  Thymoglobuline HSCT Meeting 
2010.4 大阪

谷口享子.  HLA半合致移植の可能性−紹介元病院と移
植病院の連携を含めて−.  第12回血液疾患を考える会 
2010.6 神戸

池亀和博.  進行期血液疾患に対する血縁HLA半合致移植.  
北信血液セミナー 2010.7 長野

吉原哲.  最近の造血細胞移植について.  ジェンザイム・ジャ
パン株式会社社内勉強会 2010.7 岡山

池亀和博.  症例カンファ.  第3回造血細胞移植レジデント勉
強会 2010.9 東京　

岡田昌也.  慢性期慢性骨髄性白血病について.  ブリストル・
マイヤーズ株式会社白血病治療社内講演会 2010.9 神戸

谷口享子.  ボルテゾミフの心アミロイドへの効果.  Myeloma 
Forum in Kobe with Dr.Jagannath 2010.9 神戸

池亀和博.  造血幹細胞移植時のソースの選択.  第11回今後
の移植医療を考える九州若手の会 2010.10 福岡

池亀和博.  再発に対する再移植について.  第5回Virtual 
Meeting of Young Stem Cell Transplant Physicians 
2010.11 福岡

海田勝仁.  造血幹細胞移植における母子間免疫応答の意
義.  Meet The Specialist Forum 2010.11 大阪
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細胞・遺伝子治療部門
Laboratory of Cell and Gene Therapy

■著書■
Shirakawa T,  Terao S,  Fujisawa M,  Gotoh A.  Current 

therapeutic strategies in gene therapy for prostate 
cancer.  In: Tagawa M ed.  Cancer Gene Therapy.  
India: Research Signpost, 2010:211-8.

Terao S,  Shirakawa T,  Gotoh A.  Current status of gene 
therapy for bladder cancer.  In: Tagawa M ed.  Cancer 
Gene Therapy.  India: Research Signpost, 2010:219-28.

■学術論文■
［総説］
後藤章暢 ,  寺尾秀治.  膀胱癌の遺伝子治療.  日本臨牀 

2010;68（増刊4）:230-4.
［原著］
Acharya B,  Terao S,  Suzuki T,  Naoe M,  Hamada K,  

Mizuguchi H,  Gotoh A.  Improving gene transfer in 
human renal carcinoma cells: Utilization of adenovirus 
vectors containing chimeric type 5 and type 35 fiber 
proteins.  Exp Ther Med 2010;1:537-40.

Naoe M,  Ogawa Y,  Takeshita K,  Morita J,  Shichijo T,  
Fuji K,  Fukagai T,  Iwamoto S,  Terao S.  Zoledronate 
stimulates gamma delta T cells in prostate cancer 
patients.  Oncol Res 2010;18:493-501.

Morishita N,  Katsuda T,  Kubo S,  Gotoh A,  Yamaji 
H.  Immobi l izat ion of 293 cel ls us ing porous 
support particles for adenovirus vector production.  
Cytotechnology 2010;62:293-300.

Suzuki T,  Terao S,  Acharya B,  Naoe M,  Yamamoto 
S,  Okamura H,  Gotoh A.  The antitumour effect 
of γδT-cells is enhanced by valproic acid-induced 
up-regulation of NKG2D ligands.  Anticancer Res 
2010;30:4509-13.

■学会発表■
［国際学会］
Terao S,  Acharya B,  Suzuki T,  Hamada K,  Mizuguchi H,  

Gotoh A.  Improved gene transfer into renal carcinoma 
cells using an adenovirus vector.  American Society 
of Gene  & Cell Therapy 13th Annual Meeting 2010.5 
Washington DC

Suzuki T,  Acharya B,  Terao S,  Nojima M,  Yamamoto 
S,  Gotoh A.  Enhancement of γδ T cell antitumor 
activity against prostate cancer cell through Toll-
like receptor 2 and 3 ligand dependent activation.  
American Urological Association Annual Meeting 

（AUA2010） 2010.5 San Francisco
Miyata M,  Yasuda T,  Terao S,  Acharya B,  Kaneshiro 

M,  Kikuchi Y,  Konishi K,  Morimoto K,  Matsushima 
H,  Gotoh A,  Hayashi T.  Experimental study of a 
new hemodiafileration method with dual flow dialyzer.  

The 12th Asian Pacif ic Congress of Nephrology 
（APcN2010） 2010.6 Seoul

Hiwasa K,  Suzuki T,  Acharya B,  Wada Y,  Ono Y,  
Sakuma T,  Nakano Y,  Takahashi Y,  Terao S,  Gotoh 
A.  The antitumor effect of γδT cells against bladder 
cancer cells is enhanced following upregulation of 
NKG2D ligands by valproic acid.  The 20th Annual 
Meeting of the International Urological Conference of 
Taiwan 2010.11 Taipei

［国内学会］
寺尾秀治,  Acharya B,  鈴木透,  後藤章暢.  ヒト膀胱癌細胞

株に対するIAI.3Bプロモーターを組み込んだ制限増殖型
アデノウイルスベクターの有用性の検討.  第98回日本泌尿
器科学会総会 2010.4 盛岡

長谷部友紀,  小川良雄,  直江道夫,  寺尾秀治,  巖本三壽,  
冨士幸蔵.  腎がんに対するIFN-α,  IL-2併用療法の基礎.  
第69回日本癌学会学術総会 2010.9 大阪

［研究会・講演会等］
鈴木透,  Acharya B,  寺尾秀治,  野島道生,  山本新吾,  後藤

章暢.  前立腺癌細胞株に対するTLR2,  3リガンドによる
γδT細胞の抗腫瘍効果増強の検討.  第19回泌尿器科分
子・細胞研究会 2010.2 神戸

後藤章暢.  ホルモン抵抗性前立腺癌に対する遺伝子治療臨
床研究の概要及び問題点.  第8回遺伝子治療シンポジウ
ム, 2010.2 大阪

神経再生研究部門
Laboratory of Neurogenesis and CNS Repair

■著書■
松山知弘  レビュー: 神経再生療法.  上原譽志夫,  大林完

二,  隅谷護人,  益子邦洋,  松岡博昭  編.  総合診療マニュ
アル.  京都:金芳堂, 2010;277-9．

■学術論文■
［総説］
松山知弘  アポトーシス.  Brain Medical. 2010;22:63-8.

［原著］
Nakayama D,  Matsuyama T,  Ish ibash i-Ueda H,  

Nakagomi T,  Kasahara Y,  Hirose H,  Kikuchi-Taura 
A,  Stern DM,  Mori H,  Taguchi A.  Injury-induced 
neural stem/progenitor cells in post-stroke human 
cerebral cortex.  Eur J Neurosci 2010;31:90-8．

Saino O,  Taguchi A,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  
Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  Soma T,  
Yoshikawa H,  Stern DM,  Okamura H,  Matsuyama 
T.  Immunodef ic iency reduces neura l stem/
progenitor cell-apoptosis and enhances neurogenesis 
in the cerebral cortex after stroke.  J Neurosci Res 
2010;88:2385-97.

Taguchi A,  Kasahara Y,  Nakagomi T,  Stern DM,  
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Fukunaga M,  Ish ikawa M,  Matsuyama T.  A 
reproducible and simple model of permanent cerebral 
ischemia in CB-17 and SCID mice.  J Exp Stroke 
Transl Med 2010;3:28-33.

Kasahara Y,  Taguchi A,  Uno H,  Nakano-Doi A,  
Nakagomi T,  Hirose H,  Stern DM,  Matsuyama 
T.  Telmisartan suppresses cerebral injury in a 
murine model of transient focal ischemia.  Brain Res 
2010;1340:70-80.

Nakano-Doi A,  Nakagomi T,  Fujikawa M,  Nakagomi 
N,  Kubo S,  Lu S,  Yoshikawa H,  Soma T,  Taguchi 
A,  Matsuyama T.  Bone marrow mononuclear cells 
promote proliferation of endogenous neural stem cells 
through vascular niches after cerebral infarction.  
Stem Cells 2010;28:1292-302.

■学会発表■
［国際学会］
Kasahara Y,  Taguchi A,  Hirose H,  Nakano-Doi A,  

Nakagomi T,  Matsuyama T.  Telmisartan suppresses 
cerebral reperfusion injury through activation of 
eNOS and ERK1/2 in eandothelial cells.  7th World 
Stroke Congress 2010.10 Seoul

Matsuyama T,  Saino O,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  
Takata M,  Kashiwamura S,  Doe N,  Nakagomi N,  
Mimura O,  Taguchi A.  CD25-positive T lymphocytes 
are key immunomodulators of neurogenesis after 
stroke.  7th World Stroke Congress 2010.10 Seoul

Takata M,  Kashiwamura S,  Nakagomi T,  Saino O,  
Nakano-Doi A,  Doe N,  Nakagomi N,  Okamura 
H,  Mimura O,  Taguchi A,  Matsuyama T.  GITR

（Glucocorticoid-induced TNF receptor） triggering 
reduces,  and its inhibition enhances,  endogenous 
neurogenesis in post-stroke brain.  7th World Stroke 
Congress 2010.10 Seoul

Taguchi A,  Kasahara Y,  Hirose H,  Saino O,  Takata M,  
Nakagomi T,  Matsuyama T,  Fukunaga M,  Ishikawa M.  
A simple and highly reproducible model of permanent 
cerebral ischemia in CB-17 and SCID mice.  7th World 
Stroke Congress 2010.10 Seoul

［国内学会］
Lu S,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  Takata M,  Okamoto 

N,  Mimura O,  Ito Y,  Taguchi A,  Tachibana H,  
Matsuyama T.  Effect of soluble cilostazol on cerebral 
blood flow after acute ischemic stroke in mice.  第33
回日本神経科学大会,  第53回日本神経化学会大会および
第20回日本神経回路学会大会  合同大会（Neuro 2010） 
2010.9 神戸

Saino O,  Taguchi A,  Nakagomi T,  Nakano-Doi A,  Takata 
M,  Kashiwamura S,  Doe N,  Matsuyama T.  Depletion 
of CD4-positive T-lymphocytes Enhances Post-stroke 
Endogenous Neurogenesis.  第33回日本神経科学大会,  

第53回日本神経化学会大会および第20回日本神経回路学
会大会  合同大会（Neuro 2010） 2010.9 神戸

Nakano-Doi A,  Nakagomi T,  Nakagomi N,  Saino O,  
Takata M,  Lu S,  Tachibana H,  Taguchi A,  Matsuyama 
T.  Bone marrow mononuclear cel ls promote 
proliferation of endogenous neural stem cells through 
vascular niches after cerebral infarction.  第33回日本
神経科学大会,  第53回日本神経化学会大会および第20回
日本神経回路学会大会  合同大会（Neuro 2010） 2010.9 
神戸

Takata M,  Kashiwamura S,  Nakagomi T,  Saino O,  
Nakano-Doi A,  Doe N,  Nakagomi N,  Okamura 
H,  Mimura O,  Taguchi A,  Matsuyama T.  GITR

（Glucocorticoid-induced TNF receptor）-positive T 
lymphocytes regulate endogenous neurogenesis in 
post-stroke brain.  第33回日本神経科学大会,  第53回日
本神経化学会大会および第20回日本神経回路学会大会  
合同大会（Neuro 2010） 2010.9 神戸

盧山,  中野（土居）亜紀子,  中込隆之,  田片将士,  斉野織
恵,  岡本紀夫,  廣瀬遥香,  田口明彦,  立花久大,  松山
知弘.  可溶化シロスタゾール脳梗塞急性期投与の脳血流
に及ぼす影響の検討.  第22回日本脳循環代謝学会総会 
2010.11 豊中

百田義弘,  中込隆之,  中野（土居）亜紀子,  沖中由佳,  斉
野織恵,  笠原由紀子,  田口明彦,  塚本吉胤,  田片将士,  
盧山,  宮前雅見,  小谷順一郎,  松山知弘.  マウス虚血再
灌流モデルにおける神経幹細胞発現の検討.  第22回日本
脳循環代謝学会総会 2010.11 豊中

田片将士,  中込隆之,  柏村信一郎,  斉野織恵,  中野（土
居）亜紀子,  盧山,  田口明彦,  田浦映恵,  三村治,  松山
知弘.  Glucocorticoid-induced TNF receptor（GITR）刺
激が脳梗塞後の神経再生に及ぼす影響.  第22回日本脳
循環代謝学会総会 2010.11 豊中

百田義弘,  松山知弘,  山林一公,  宮前雅見,  岸本直隆,  堂
前尚親,  小谷順一郎.  マウス一過性脳虚血再灌流モデル
を用いた神経細胞死発現時間の検討.  第38回日本歯科麻
酔学会総会・学術集会 2010.10 横須賀

［地方会等］
南部義徳,  井上晃博,  長井紀章,  伊藤吉將,  岡本紀夫,  松

山知弘 .  シロスタゾールナノ粒子分散液の安全な静脈
投与量について.  第60回日本薬学会近畿支部総会大会 
2010.10 枚方

［研究会・講演会等］
松山知弘.  ストレス−免疫−再生−うつ.  第12回ORIGIN 夏

の神経科学ワークショップ 2010.9 奈良
■特許■
松山知弘,  田口明彦,  芳川浩男.  脳梗塞疾患モデルマウス.  

登録日:2010.3.26  特許番号:4481706
■その他■
松山知弘.  脳卒中の再生医療.  大阪大学医学部保健学科

講義 2010.7 吹田
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アレルギー疾患研究部門
Laboratory of Allergic Disease

■著書■
善本知広.  感染とアレルギー: 寄生虫アレルギー.  福田健  

編.  総合アレルギー学,  改訂2版  東京:南山堂, 2010;628-
30.

■学術論文■
［総説］
善本知広.  好塩基球によるTh2細胞の誘導と増強.  炎症と

免疫 2010;18:14-22.
松下一史,  竹内理,  審良静男.  自然免疫と自己免疫疾患.  

炎症と免疫 2010;18:69-74.
Yoshimoto T.  Basophils as Th2-inducing antigen-

presenting cells.  Int Immunol 2010;22:543-50.
Nakanishi K,  Tsutsui H,  Yoshimoto T.  Importance of 

IL-18-induced Super Th1 cells for the development of 
allergic inflammation.  Allergol Int 2010;59:137-41.

善本知広.  好塩基球の新たな機能−アレルギー誘導抗原提
示細胞−.  医学のあゆみ 2010;232:285-6.

善本知広.  好塩基球による抗原提示とアレルギー.  臨床免
疫・アレルギー科 2010;53:301-11.

善本知広.  Super Th1細胞とアレルギー.  International 
Review of Asthma & COPD 2010;12:27-34.

善本知広.  IL-33の生理機能.  呼吸 2010;29:364-72.
善本知広.  術後腸管癒着とサイトカイン.  実験医学 2010;28
（増刊）:207-12.

善本知広,  中西憲司.  アレルギーとIL-18/IL-33.  実験医学 
2010;28（増刊）:167-73.

善本知広.  サイトカインと疾患: IL-33とアレルギー性疾患.  
医学のあゆみ 2010;234:511-7.

善本知広.  サイトカインと疾患: Th2細胞分化と好塩基球.  
医学のあゆみ 2010;234:411-8.

松下一史,  審良静男.  mRNAの安定性制御を介した免疫応
答の調節.  医学のあゆみ 2010;234:345-51.

善本知広.  疾患からみたサイトカイン: IL-33.  分子リウマチ
治療 2010;3:219-24.

善本知広.  自然免疫系細胞からのサイトカインとアレルギー.  
臨床免疫・アレルギー科 2010;54:271-86.

小坂久,  善本知広 ,  中西憲司 ,  藤元治朗 .  腹腔内術
後癒着形成におけるI F N-γの重要性.  炎症と免疫 
2010;18:531-7.

［原著］
Matsuba-Kitamura S,  Yoshimoto T,  Yasuda K,  Futatsugi-

Yumikura S,  Taki Y,  Muto T,  Ikeda T,  Mimura O,  
Nakanishi K.  Contribution of IL-33 to induction and 
augmentation of experimental allergic conjunctivitis.  
Int Immunol 2010;22:479-89.

Yoshikawa S,  Iijima H,  Saito M,  Tanaka H,  Imanishi 
H,  Yoshimoto N,  Yoshimoto T,  Futatsugi-Yumikura 
S,  Nakanishi K,  Tsujimura T,  Nishigami T,  Kudo 

A,  Arii S,  Nishiguchi S.  Crucial role of impaired 
Kupffer cell phagocytosis on the decreased Sonazoid-
enhanced echogenicity in a liver of a nonalchoholic 
steatohepatitis rat model.  Hepatol Res 2010;40:823-31.

Satoh T,  Kato H,  Kumagai Y,  Yoneyama M,  Sato 
S,  Matsushita K,  Tsujimura T,  Fujita T,  Akira S,  
Takeuchi O.  LGP2 is a positive regulator of RIG-I- 
and MDA5-mediated antiviral responses.  Proc Natl 
Acad Sci USA 2010;107:1512-7.

Satoh T,  Takeuchi O,  Vandenbon A,  Yasuda K,  
Tanaka Y,  Kumagai Y,  Miyake T,  Matsushita K,  
Okazaki T,  Saitoh T,  Honma K,  Matsuyama T,  Yui 
K,  Tsujimura T,  Standley DM,  Nakanishi K,  Nakai 
K,  Akira S.  The Jmjd3-Irf4 axis regulates M2 
macrophage polarization and host responses against 
helminth infection.  Nat Immunol 2010;11:936-44. 

Miyake T,  Satoh T,  Kato H,  Matsushita K,  Kumagai Y,  
Vandenbon A,  Tani T,  Muta T,  Akira S,  Takeuchi 
O.  IkBz is essential for natural killer cell activation in 
response to IL-12 and IL-18.  Proc Natl Acad Sci U S 
A 2010;107:17680-5.

■学会発表■
［国際学会］
Yoshimoto T.  Basophils contribute to TH2-IgE responses 

in vivo via IL-4 production and presentation of 
peptide-MHC class II complexes to CD4+ T cells. 
（Guest Speech）The 4th Surface Barrier Immunology 
Study Group（SBARIS）,  2nd Meeting 2010.1 Tokyo

Yoshimoto T,  Yasuda K,  Tanaka H,  Nakanishi K.  
Basophils contribute to TH2-IgE responses in vivo 
via IL-4 production and presentation of peptide-MHC 
class II complexes to CD4+ T cells. （Work shop）14th 
International congress of Immunology 2010.8 Kobe

Matsushita K,  Takeuchi O,  Iwasaki H,  Akira S.  A 
novel TLR-inducible RNase Zc3h12a mediated 
regulation of T and B cell activation. （Work shop） 
14th International Congress of Immunology. 2010.8 
Kobe

Mastumoto M,  Yasuda K,  Kubo M,  Yoshimoto T,  
Nakanishi K.  Basophils play a pivotal role in the 
expression of gastrointestinal nematode Strongyloides 
venezuelensis . （Work shop）14th Internat iona l 
congress of Immunology 2010.8 Kobe

Yasuda K,  Sasaki Y,  Kondo Y,  Matsumoto M,  Yoshimoto 
T,  Nakanishi K .  IL-33 mediated expulsion of 
Nippostrongylus brasi l iensis  in the absence of 
adaptive immune system.  14th International congress 
of Immunology 2010,8 Kobe

Matsuba-Kitamura S,  Yoshimoto T,  Yasuda K,  Futatsugi-
Yumikura S,  Taki Y,  Muto T,  Ikeda T,  Mimura O,  
Nakanishi K.  Contribution of IL-33 to induction and 
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augmentation of experimental allergic conjunctivitis.  
14th International congress of Immunology 2010.8 
Kobe

Takahashi S,  Futatsugi-Yumikura S,  Yoshimoto T,  
Yonehara S,  Nakanishi K.  A novel type of CD5-
positive lpr cells of Fas-deficient mice in Balb/
c background with allergic blepharitis stimulate 
IgE production.  14th Internat ional congress of 
Immunology 2010.8 Kobe 

Yoshimoto T,  Matsuba-Kitamura S,  Yasuda K,  Futatsugi-
Yumikura S,  Matsushita K,  Nakanishi K.  Role of 
IL-33 in experimental allergic conjunctivitis.  4th 
International Symposium on Molecular Allergology

（ISMA2010） 2010.10 Germany
［国内学会］
善本知広.  ブタクサ花粉特異的アレルギー性結膜炎モデル

マウスの作製と結膜炎に対するIL-33の病因的役割. （シ
ンポジウム）第22回日本アレルギー学会春季臨床大会 
2010.5 京都

善本知広,  安田好文,  弓倉（二木）静英,  松本真琴,  中西
憲司.  腸管寄生線虫によって増加する好塩基球の抗原提
示能と選択的Th2細胞誘導機能. （シンポジウム）第79回
日本寄生虫学会大会 2010.5 旭川

善本知広.  好塩基球の新たな機能; Th2細胞誘導抗原提示
細胞. （シンポジウム）第75回日本インターフェロン・サイト
カイン学会学術集会 2010.6 北九州

善本知広.  好塩基球は抗原提示細胞としてTh2細胞を誘導
／増強する. （シンポジウム）第60回日本アレルギー学会
秋季学術大会 2010.11 東京

［地方会等］
松本真琴,  安田好文,  久保允人,  善本知広,  中西憲司.  

Strongyloides venezuelensis の感染防御における好酸球
と好塩基球の役割について.  第66回日本寄生虫学会西日
本支部大会 2010.11 岡山

［研究会・講演会等］
善本知広.  免疫・アレルギー疾患への挑戦: From clinic to 

bench and back. （招待講演）第5回NIH東海in Japan 
2010.7 名古屋

善本知広.  新しいアレルギーの概念: 好塩基球によるTh2細
胞の誘導. （招待講演）第10回愛知免疫アレルギーを語る
会 2010.9 名古屋

■その他■
善本知広.  新しいアレルギーの概念: A new concept of 

Allergy.  神戸大学大学院先端医学トピックス 2010.7 神
戸

善本知広 .   喘息増悪に関する好塩基球の関与につい
て. （招待講演）ノバルティスファーマ社外講師勉強会 
2010.11 東京

善本知広.  術後腸管癒着に対する治療的戦略.  平成21年度
ひょうご科学技術協会学術研究支援事業  研究成果報告
書 2010;81-6.

善本知広.  The prevention of postoperative adhesion 
by hepatocyte growth factor（HGF）.  Annual Report

（2010）NO.22 The NOVARTIS Foundation（Japan）for 
the Promotion of Science 2010;72-75.
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地域総合医療学
General Medicine and Community Health Science

■著書■
福田能啓,  肥塚昌浩.  血液・生化学所見.  日比紀文  編.  

炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:8-13.
福田能啓,  小竹淳一朗.  吸収不良症候群.  松田暉,  萩原

俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅱ.  
東京:南江堂, 2010:58-63.

楊鴻生.  骨粗鬆症.  松田暉,  荻原俊男,  難波光義,  鈴木久
美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅳ.  東京:南江堂, 2010:9-17.

■学術論文■
［総説］
奥田真珠美,  福田修久,  栄谷直美,  山田英智,  小野淳

一郎,  山本憲康,  福田能啓.  Helicobacter研究の年
間レビュー  感染ルートはどこまで明らかになったか.  
Helicobacter Research 2010;14:151-6.

福田能啓,  小竹淳一朗,  福田修久,  林慶紀,  山本憲康,  肥
塚浩昌,  奥田真珠美.  IBD治療における食事療法,  栄養
療法.  IBD Research 2010;4:114-20.

福田能啓,  栄谷直美,  奥田真珠美.  在宅栄養療法  在宅
経腸栄養法（HEN）の適応.  日本臨牀 2010;68（増刊
3）:657-9.

田崎智子,  寺山修史,  道免和久.  片麻痺上肢に対する集
中訓練  CI療法  constraint-induced therapy.  Medical 
Practice 2010;27:1707-9.

奥田真珠美,  山本憲康,  福田修久,  小竹淳一朗,  林慶紀,  
福田能啓.  近畿地区における H.pylori  感染症診療の現
状をみる−消化器医を中心としたアンケート調査より−.  
Helicobacter Research 2010;14:385-9.

奥田真珠美,  山本憲康,  福田能啓.  H.pyloriの感染経路.  
Medicina 2010;47:1717-20.

奥田真珠美,  福田能啓.  小児の感染診断・除菌判定のポイ
ントと感染予防の指導.  Jmed Mook 2010;8:48-51.

奥田真珠美,  福田能啓.  ピロリ菌の再出現  再燃か？再感
染か？.  Jmed Mook 2010;8:78-81.

奥田真珠美,  福田能啓.  疾患に対する薬剤の選び方・使い
方と注意  胃炎,  H.pylori感染症.  小児内科 2010;42（増
刊）:467-70.

奥田真珠美,  福田能啓.  ヘリコバクターピロリ−小児への感
染時期と感染経路.  綜合臨牀 2010;59:1987-8.

楊鴻生.  変形性肩関節症（Osteoarthritis of shoulder）.  
骨粗鬆症治療 2010;9:64-8.

楊鴻生.  変形性足関節症（Osteoarthritis of the ankle）.  
骨粗鬆症治療 2010;9:172-6.

楊鴻生 .  血中骨型特異的酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ
（TRACP-5b）.  日本臨牀 2010;68（増刊1）:219-24.

楊鴻生,  日和佐眞名,  日和佐一弘.  長期に関節水腫が持続
した透析患者の一例.  腎と骨代謝 2010;23:155.

［原著］
Nagata K,  Inatsu S,  Tanaka M,  Sato H,  Kouya T,  

Taniguchi M,  Fukuda Y.  The bifidogenic growth 
stimulator inhibits the growth and respiration of 
Helicobacter pylori .  Helicobacter 2010;15:422-9.

Asaka M,  Kato M,  Takahashi S,  Fukuda Y,  Sugiyama 
T,  Ota H,  Uemura N,  Murakami K,  Satoh 
K,  Sugano K; Japanese Society for Helicobacter 
Research.  Guidel ines for the management of 
Helicobacter pylori  infection in Japan: 2009 revised 
edition.  Helicobacter 2010;15:1-20.

Cardenas VM,  Mena KD,  Ort iz M,  Karr i S ,  
Variyam E,  Behravesh CB,  Snowden KF,  Flisser 
A,  Bristol JR,  Mayberry LF,  Ortega YR,  Fukuda 
Y,  Campos A,  Graham DY.  Hyperendemic H.pylori  
and tapeworm infection in a U.S.-Mexico border 
population.  Public Health Rep 2010;125:441-7.

岩田康男,  立石博臣,  楊鴻生,  厚井薫,  福西成男,  今村史
明.  関節リウマチ患者における喫煙者の割合.  臨床リウ
マチ 2010;22:37-41.

楊鴻生 .  標準化SOS（s-SOS）を用いた骨折閾値の検討.  
Osteoporosis Japan 2010;18:245-8.

曽根照喜,  福永仁夫,  友光達志,  藤原佐枝子,  太田博明,  
尾上佳子,  萩野浩,  三木隆己,  山崎薫,  楊鴻生,  吉村典
子,  中村利孝.  骨粗鬆症における画像診断DXAによる大
腿骨近位部ジオメトリー評価の臨床応用に対する委員会
報告.  Osteoporosis Japan 2010;18:199-203.

Kumamoto K,  Nakamura T,  Suzuki T,  Gorai I,  
Fujinawa O,  Ohta H,  Shiraki M,  Yoh K,  Fujiwara 
S,  Endo N,  Matsumoto T.  Validation of the Japanese 
Osteoporosis quality of life questionnaire.  J Bone 
Miner Metab 2010;28:1-7.

Yoh K,  Tanaka S,  Yoshimura N,  Hashimoto J.  
Efficacy,  tolerability,  and safety of risedronate in 
Japanese patients with Paget's disease of bone.  J 
Bone Miner Metab 2010;28:468-76.

［症例報告］
田﨑智子,  細見雅史,  若杉樹史,  花田恵介,  藤原大,  古

河慶子,  森山徳秀,  小谷穣治,  道免和久 .  側彎症に
より呼吸不全をきたしたCongenital hypomyelinating 
neuropathyの1例.  Journal of Clinical Rehabilitation 
2010;19:298-301.

■学会発表■
［国際学会］
Okuno K,  Yoh K,  Takahara H,  Tsunemi K,  Okayama 

A .  Compar ison of t he t reatment resu lt s of 
i nt ramedu l l a r y na i l i ng（gamma-na i l i ng）and 
compression hip screwing（CHS）in intertrochanteric 
fractures.  1st Japan Nepal Combined Orthopedic 

兵庫医科大学ささやま医療センター
Sasayama Medical Center Hyogo College of Medicine
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Symposium 2010.2 Nepal
Yoh K.  Diagnosis of the psteoporosis by QUS.  1st Japan 

Nepal Combined Orthopedic Symposium 2010.2 Nepal
Yamashita Y,  Okuda M,  Fukuda N,  Yun SS,  Noh YB,  

Yea HS,  Yamamoto N,  Koizuka H,  Horie K,  Saito 
D,  Fukuda Y.  Egg yolk antibodies suppress H. pylori  
infection and gastritis. XXIII International Workshop 
on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic 
Digestive Inflammation and Gastric Cancer 2010.9 
Rotterdam 

Okuda M,  Oomatsu H,  Kotake J,  Fukuda N,  Yamamoto 
N,  Sakaedani N,  Yamada H,  Ono J,  Fukuda Y.  
Evaluation of urine antibody test for H.pylori  in 
Japanese children.  XXIII International Workshop 
on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic 
Digestive Inflammation and Gastric Cancer  2010.9 
Rotterdam 

Okuda M,  Sakaedani N,  Yamamoto N,  Fukuda N,  Kotake 
J,  Suda M,  Hayashi Y,  Takahashi R,  Fukuda Y.  
Influence of Ecabet sodium to Urea Breath Test in 
volunteers with H. pylori  infection. （Workshop）
XXIII International Workshop on Helicobacter and 
Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation 
and Gastric Cancer 2010.9 Rotterdam 

Takahashi R,  Shimoyama T,  Abe D,  Nakabayashi 
N,  Okuda M,  Fukuda Y.  Determining cut-of f 
values for serodiagnosis of Helicobacter hepaticus 
in fect ion by HR I I-51-HH-15 capture enzyme-
linked immunosorbent assay. （Workshop）XXIII 
International Workshop on Helicobacter and Related 
Bacteria in Chronic Digestive Inf lammation and 
Gastric Cancer 2010.9 Rotterdam

Yoh K .  Standardizat ion of QUS for d iagnosing 
osteoporosis.  IOF Reg iona ls 1st Asia-Paci f ic 
Osteoporosis Meeting  2010.12  Singapore 

Ogura H,  Okayama A,  Takahara H,  Kammbara S,  Yoh K.  
A case of a strange femoral shaft transverse fracture 
with bisphosphonate use.  IOF Regionals 1st Asia-
Pacific Osteoporosis Meeting  2010.12  Singapore 

［国内学会］
高橋留佳,  肥塚浩昌,  三野幸治,  森不二子,  荒木一恵,  安

井富美子,  中田知子,  広瀬愛,  古屋貴久子,  加畑万貴,  
栄谷直美,  福田能啓.  栄養管理クリニカルパス導入によ
る効果と今後の課題.  第13回日本病態栄養学会年次学
術集会 2010.1 京都

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  間瀬教史,  野﨑園子,  福
田能啓.  等尺性収縮による舌挙上運動と舌骨上筋群筋活
動の関係−舌骨上筋群に対する筋力トレーニング方法の
検討−.  第33回日本嚥下医学会総会ならびに学術講演会 
2010.2 久留米

藤原大,  田﨑智子,  新井秀宜,  内山侑紀,  細見雅史,  古

河慶子,  児玉典彦,  道免和久.  Neuromyelitis Optica
（NMO）に対するリハビリテーションの効果.  第47回日本
リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

田﨑智子,  藤原大,  新井秀宜,  寺山修史,  児玉典彦,  道免
和久.  Neuromyelitis optica（NMO）の重度対麻痺に対
する長期リハビリの効果.  第47回日本リハビリテーション
医学会学術集会 2010.5 鹿児島

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  傳秋光,  福田能啓.  咀嚼運動が呼
吸運動及び換気量変化に与える影響−3次元動作解析装
置を用いて−.  第45回日本理学療法学術大会 2010.5 岐
阜

岡田誠,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  Flow Volume Loopを用いた呼吸介助中の呼気流量
と肺気量位変化の検討.  第45回日本理学療法学術大会 
2010.5 岐阜

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  加治佐望,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  呼吸介助手技における手掌面圧と換気変化の関係.  
第45回日本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

荻野智之,  高橋哲也,  森沢知之,  加治佐望,  新井秀宜,  有
井融,  和田智弘,  福田能啓.  3軸加速度計を用いた慢性
心不全患者の活動量評価と生活指導について.  第45回日
本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

松下和弘,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  萩野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能啓.  3次元動作解
析装置を用いた運動中の肺気量位変化.  第45回日本理学
療法学術大会 2010.5 岐阜

楊鴻生.  超音波による骨の計測と臨床応用,  超音波2派測
定による骨の臨床研究. （シンポジウム）日本超音波医学
会第83回学術集会 2010.5 京都

楊鴻生,  岡山明洙,  常深健二郎,  高原啓嗣,  奥野真起子.  
骨粗鬆症の治療とその評価をどのように行うか  QOLによ
る骨粗鬆症治療評価. （シンポジウム）第83回日本整形
外科学会学術総会 2010.5 東京

石川英明,  西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司.  腋窩リンパ節腫
大で発見され胸筋温存乳房切除術後,  上前縦隔リンパ節
転移をきたした非触知乳癌の1例.  第18回日本乳癌学会
学術総会 2010.6 札幌

奥田真珠美,  高橋良樹,  中澤晶子,  阿部大二朗,  栄谷直美,  
山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  肝胆道疾患児における
抗Helicobacter hepaticus抗体（HRII-51）の検討.  第16
回日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

奥田真珠美,  栄谷直美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
小児・青年期における血中抗H. pylori抗体,  ペプシノゲン,  
ガストリン値の検討.  第16回日本ヘリコバクター学会学術
集会 2010.6 京都

栄谷直美,  奥田真珠美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
H. pylori感染者におけるエカベトナトリウム（ガストロー
ム）のウレアーゼ抑制作用の検討.  第16回日本ヘリコバク
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ター学会学術集会 2010.6 京都
大崎敬子,  奥田真珠美,  坊岡美奈,  米澤英雄,  古賀泰裕,  

福田能啓,  菊地正悟,  神谷茂.  小児糞便材料を用いた
Helicobacter pylori遺伝子タイピングと水平感染.  第16回
日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓.  食道癌術後の嚥下障害に舌骨上筋群の筋電図
バイオフィードバックが有効であった一例.  第11回日本言
語聴覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さいたま

川阪尚子,  福岡達之,  吉川直子,  間瀬教史,  野崎園子,  福
田能啓.  嚥下障害患者の咳嗽力と喉頭侵入･誤嚥の関連
～PCF･PEFによる評価の有用性～.  第11回日本言語聴
覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さいたま

加治佐望,  荻野智之,  新井秀宜,  和田智弘,  高橋哲也,  森
沢知之,  有井融,  石河開,  福田能啓.  重症閉塞性肥大型
心筋症に対するリハビリテーションの経験.  第16回日本心
臓リハビリテーション学会学術集会 2010.7 鹿児島

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  下顎位置の違いが舌挙上時の最大
舌圧と舌骨上筋群筋活動に与える影響−上下臼歯間距離
の検討−.  第16回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
学術大会 2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
福岡達之,  和田智弘,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  
固形物の咀嚼および摂食による呼吸運動の変化.  第16回
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2010.9 
新潟

吉川直子,  福岡達之,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  等尺性収縮による舌挙上運動は有用
な舌骨上筋群筋力増強法の可能性がある.  第16回日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会 2010.9 新潟

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  呼
吸介助手技における手掌面圧が呼気流速に及ぼす影響.  
第20回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 
2010.10 長崎

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  福岡達之,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  咀嚼
嚥下時の呼吸パターンと胸郭体積の変化.  第20回日本呼
吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 2010.10 長崎

岡田誠,  間瀬教史,  和田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能
啓,  道免和久.  運動中の呼吸補助筋活動と上肢姿勢の
関係.  第20回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術
集会 2010.10 長崎

松下和弘,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  萩野真知子,  
和田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  3
次元動作解析装置を用いた運動時肺気量位変化の測定
精度と負荷強度との関係.  第20回日本呼吸ケア･リハビリ
テーション学会学術集会 2010.10 長崎

澤木潤子,  西村実果,  前川講平,  高橋千晶,  前寛,  服部
益治,  谷澤隆邦.  小児期発症の無症候性全身性エリテマ

トーデス（SLE）の3例.  第40回日本腎臓学会西部学術大
会 2010.10 広島

橋詰裕美,  野添匡史,  髙山雄介,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  背臥
位と側臥位における胸郭形状変化について～3次元動作
解析装置を用いて～.  第28回日本私立医科大学理学療法
学会 2010.10 相模原

村岸亜伊子,  村上茂史,  木原一晃,  間瀬教史,  和田智弘,  
眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  側臥位におけ
る安静呼吸時の肺気量分画および呼気流量制限の特徴.  
第28回日本私立医科大学理学療法学会 2010.10 相模原

岡前暁生,  和田智弘,  岡田誠,  松下和弘,  眞渕敏,  寺山修
史,  山本憲康,  福田能啓,  道免和久.  要支援高齢者の
身体機能について−閉じこもり群と非閉じこもり群との比
較−.  第28回日本私立医科大学理学療法学会 2010.10 相
模原

楊鴻生,  浜谷越郎,  飯國紀子,  高垣範子,  阿波隆夫,  竹
綱正典,  宮内章光,  宗和秀明,  漆原尚巳,  田中清.  ラロ
キシフェン塩酸塩の閉経後骨粗鬆症患者に対するQOL
の評価.  第12回日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科会 
2010.10 大阪

楊鴻生.  骨Paget病患者を対象にした高用量リセドロネート
（17.5㎎錠1日1回8週間連日投与）使用成績.  第12回日本
骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科会 2010.10 大阪

楊鴻生.  新しいSERM. （シンポジウム）第12回日本骨粗鬆
症学会骨ドック・健診分科会 2010.10 大阪

楊鴻生.  標準化SOS（s-SOS）とBUA（s-BUA）の基準値
と有用性. （ワークショップ）第12回日本骨粗鬆症学会骨
ドック・健診分科会 2010.10 大阪

楊鴻生 .  骨・関節の加齢による変化と実態（パネルディス
カッション） 第12回日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分
科会 2010.10 大阪

楊鴻生.  骨折リスクと骨粗鬆症治療（PTHによる骨折予防
の可能性）. （ランチョンセミナー）第25回日本整形外科
学会基礎学術集会 2010.10 京都

奥田真珠美,  山田英智,  福田能啓.  小児・青年期における
血中抗H. pylori抗体,  ペプシノゲン,  ガストリン値の検討.  
第42回日本小児感染症学会総会・学術集会 2010.11 仙台

岡山明洙,  楊鴻生,  小倉宏之,  髙原啓嗣,  神原俊一郎,  福
田能啓,  古谷正博.  7人制ラグビー日本代表ケニア遠征
の帯同経験.  第21回日本臨床スポーツ医学会学術集会 
2010.11 つくば

［地方会等］
西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司,  石川英明.  胆嚢捻転症の経

験例.  第186回近畿外科学会 2009.11 大阪
駒澤伸泰,  山本憲康,  黒田達実,  山本公三,  網野かよ子,  

岩田幸代,  谷口泰代,  林考俊.  AHA−ACLSプロバイ
ダーコース受講生における気道管理に対する意識調査.  
第101回日本救急医学会近畿地方会 2010.3 奈良

鳩崎俊樹,  石川英明,  松村浩司,  西井真,  福田能啓.  約5
年間経過する腸管気腫性嚢胞症の1例.  第187回近畿外
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科学会 2010.6 京都
西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司,  石川英明,  福田能啓.  小腸

静脈瘤出血の3例.  第187回近畿外科学会 2010.6 京都
石川英明,  西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司,  伊藤敬.  炎症性

乳癌の1例.  第187回近畿外科学会 2010.6 京都
西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司,  石川英明,  福田能啓.  閉鎖

孔ヘルニアの4例.  第188回近畿外科学会 2010.11 大阪
［科学研究費等班会議］
奥田真珠美.  小児を中心としたH. pylori感染率について.  

平成22年度厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究
事業「ピロリ菌除菌による胃癌予防の経済効果に関する
研究」第1回班会議 2010.7 札幌

［研究会・講演会等］
鳩崎俊樹,  西井真,  松村浩司,  石川英明.  閉鎖孔ヘルニア

の2例.  第23回中兵庫臨床外科カンファレンス 2009.5 篠
山

西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司,  石川英明.  胆嚢軸捻転の1
例.  第23回中兵庫臨床外科カンファレンス 2009.5 篠山

鳩崎俊樹,  西井真,  松村浩司,  石川英明.  肝内結石症の1
例.  第24回中兵庫臨床外科カンファレンス 2009.11 篠山

岡前暁生,  和田智弘,  岡田誠,  山本憲康,  福田能啓.  介
護予防通所リハビリテーションにおける1年間の運動機能
の変化−閉じこもり群と非閉じこもり群との比較−.  生活
環境支援系理学療法研究部会第1回学術集会セミナー 
2010.2 大阪

福田能啓.  ヘリコバクター感染症～最近の話題～.  大阪府
医師会医学会学術講演会 2010.7 大阪

楊鴻生.  変形性膝関節症に対する保存療法の適応と限界.  
兵庫県臨床整形外科医会特別講演会 2010.8 神戸

楊鴻生.  FRAX（WHO骨折リスク評価ツール）と骨粗鬆症
後期治療の重要性.  SERM学術講演会 2010.9 堺

石川英明,  西井真,  鳩崎俊樹,  松村浩司.  腋窩リンパ節
腫大で発見され術後,  縦隔リンパ節転移を来たした非触
知・非浸潤性乳癌の1例.  第25回中兵庫臨床外科カンファ
レンス 2010.11 篠山

石川英明.  巻き爪の新しい矯正治療のアイデアと特許.  第25
回中兵庫臨床外科カンファレンス 2010.11 篠山

鳩崎俊樹,  西井真,  松村浩司,  石川英明.  腸管気腫症の1
例.  第25回中兵庫臨床外科カンファレンス 2010.11 篠山

小倉宏之,  岡山明洙,  髙原啓嗣,  神原俊一郎,  楊鴻生.  ビ
スホスフォネート製剤使用に伴うと考えられる非典型骨折

（atypical fracture）の1例.  第15回兵庫県骨・カルシウム
を語る会 2010.11 神戸

■その他■
楊鴻生.  変形性膝関節症に対する保存療法の適応と限界.  

スベニール10週年記念講演会 2010.7 徳島
楊鴻生.  変形性膝関節症に対する保存療法の適応と限界.  

スベニール10周年記念講演会 2010.7 福井
楊鴻生.  新しい骨粗鬆症治療薬.  第2回骨粗鬆症について

語る会 2010.7 神戸
福田能啓.  胃の病気.  平成22年度篠山市民健康大学講座 

2010.9 篠山
石川英明.  乳癌について.  平成22年度篠山市民健康大学講

座 2010.9 篠山
楊鴻生.  変形性膝関節症に対する保存療法の適応と限界.  

スベニール10周年記念講演会 2010.9 出雲
楊鴻生.  骨粗鬆症の診断と薬物療法の実際.  骨関節フォー

ラム 2010.10 長崎
楊鴻生.  PHTによる骨粗鬆症治療.  第43回東京股関節研

究会 2010.10 東京
楊鴻生.  新しい骨粗鬆症治療薬剤とその未来.  ビビアント

発売記念講演会 2010.10 仙台
福田能啓.  在宅栄養療法.  2010年秋期コ・メディカル教育セ

ミナー 2010.11 大阪
福田能啓.  在宅NSTに必要な栄養の基礎知識講座.  第4回

地域連携栄養治療ネットワーク講演会 2010.11 尼崎
福田能啓.  クローン病の栄養管理.  平成22年度第4回NST

専門療法士認定更新のためのセミナー 2010.11 大阪
楊鴻生.  新しい骨粗鬆症治療薬剤とその未来.  薬剤師臨床

セミナー 2010.11 札幌
楊鴻生.  新しい骨粗鬆症治療薬剤とその未来.  骨粗鬆症

Up-To-Date 2010.11 神戸
楊鴻生.  新しい骨粗鬆症治療薬剤とその未来.  ビビアント

発売記念講演会 2010.11 浜松
楊鴻生.  変形性膝関節症に対する保存療法の適応と限界.  

愛知県スベニール10周年記念講演会 2010.11 名古屋
福田能啓.  胃潰瘍・胃癌とピロリ菌～ピロリ菌は胃の病気の

原因で,  全身にも関係～.  野村証券第8回食と健康セミ
ナー 2010.12 大阪

福田修久.  年齢相応とは言わせない.  神戸大学附属病院
GIMカンファレンス Vol.2 冬の陣 2010.12 神戸

楊鴻生 .  変形性膝関節症～膝の痛みと老化を防ごう～.  
NHKテキスト「きょうの健康」 2010;11:136-7.

楊鴻生.  定量的超音波測定法（QUS）の標準化と骨折リス
ク評価の現状.  骨粗鬆症財団ニュース 2010;16:3.

楊鴻生 .  小野市民病院骨粗鬆症外来.  小野市民病院誌 
2010;4:53-6.

地域救急医療学
Emergency and Community Medicine

■著書■
福田能啓,  小竹淳一朗.  吸収不良症候群.  松田暉,  萩原

俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅱ.  
東京:南江堂, 2010:58-63.

吉永和正.  法令遵守が優先か安否情報提供が優先か.  奥
寺敬・山崎達枝監修.  災害時のヘルスケアプロモーション
2.  東京:荘道社, 2010:250-8.

■学術論文■
［総説］
吉永和正 .  JR福知山線列車事故への対応と課題.  病院 
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2010;69:436-9.
吉永和正.  究極の終末期医療−DMORT.  Emergency 

Care 2010;23:1.
■学会発表■

［国内学会］
吉永和正,  村上典子.  DMATと連携したDMORT活動.  第

15回日本集団災害医学会 2010.2 千葉
村上典子,  山崎達枝,  黒川雅代子,  長崎靖,  久保山一敏,  

吉永和正.  災害時における死亡者家族支援マニュアル作
成の試み.  第15回日本集団災害医学会 2010.2 千葉

山崎達枝,  吉永和正,  村上典子.  災害時における遺体安置
所での遺族への対応と課題−アンケート結果・災害訓練に
参加した学びから−.  第15回日本集団災害医学会 2010.2 
千葉

源貴裕,  吉永和正,  小谷穣治,  久保山一敏,  橋本篤徳.  ト
リアージナンバーとバーコードを利用した災害時X線撮影
登録・画像閲覧システムの考案.  第15回日本集団災害医
学会 2010.2 千葉

橋本篤徳,  久保山一敏,  山田太平,  上田敬博,  小谷穣治,  
吉永和正,  井上朋子,  千島佳也子.  医学部4年生に対す
るSTART法を用いたトリアージ実習の試み.  第15回日本
集団災害医学会 2010.2 千葉

吉永和正 ,  村上典子.  災害医療におけるグリーフケア～
DMORTの役割～.  第13回日本臨床救急医学会 2010.5 
千葉

吉永和正,  村上典子,  長崎靖.  黒タッグの問題点. （シンポ
ジウム）第29回日本蘇生学会 2010.9 宇都宮

吉永和正,  村上典子,  長崎靖.  災害医療における終末期
−日本型DMORTの重要性−.  第38回日本救急医学会 
2010.10 東京

久保山一敏,  小谷穣治,  橋本篤徳,  山田太平,  吉永和正.  
日常的マスギャザリング環境の災害関連規範における認
識: プロ野球本拠地に関する調査.  第38回日本救急医学
会 2010.10 東京

［地方会等］
駒澤伸泰,  山本憲康,  黒田達実,  山本公三,  網野かよ子,  

岩田幸代,  谷口泰代,  林考俊.  AHA−ACLSプロバイ
ダーコース受講生における気道管理に対する意識調査.  
第101回日本救急医学会近畿地方会 2010.3 奈良

［科学研究費等班会議］
吉永和正.  多数時多数死者への対応体制構築.  厚生労働

科学研究費補助金  健康安全・危機管理対策総合研究事
業「健康危機・大規模災害に対する初動期医療体制のあ
り方に関する研究」平成21年度第3回班会議 2010.3 東京

■その他■
山本憲康.  AHA ACLS Renewal Course.  大阪うめだト

レーニングラボ 2010.1 大阪
山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  

大阪うめだトレーニングラボ 2010.1 大阪
山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病

院 2010.1 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.1 西宮

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.1 西宮

吉永和正.  救急医療における終末期医療.  平成21年度  第2
回  JOTCo.・都道府県Co.・院内Co.・組織移植Co.・アイバ
ンクCo.  合同セミナー 2010.2 京都

吉永和正.  臓器移植法一部改正と小児脳死について.  平成
21年度兵庫県臓器提供病院連絡会議 2010.2 神戸

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.2 大阪

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
兵庫医科大学病院 2010.2 兵庫

山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病
院 2010.2 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.3 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  社会保険京都
病院 2010.3 京都

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
大阪うめだトレーニングラボ 2010.3 大阪

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
大阪うめだトレーニングラボ 2010.3 大阪

山本憲康.  AHA ACLS Renewal Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.3 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.3 西宮

吉永和正.  救急現場から見た脳死・臓器提供の課題.  兵庫
県臓器移植推進協議会  第8回通常総会 2010.4 神戸

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.4 大阪

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
兵庫医科大学病院 2010.4 西宮

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.4 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.4 西宮

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
大阪うめだトレーニングラボ 2010.5 大阪

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.5 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.5 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.6 大阪

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
大阪うめだトレーニングラボ 2010.6 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.6 西宮

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.7 大阪
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山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病
院 2010.7 西宮

山本憲康.  AHA BLS Provider Course.  新日鐵広畑病院 
2010.7 兵庫

山本憲康.  AHA ACLS Renewal Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.7 大阪

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
大阪うめだトレーニングラボ 2010.8 大阪　

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.8 大阪

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.8 西宮

吉永和正.  終末期医療の現状と課題−救急医療の立場から
−.  日本看護協会  平成22年度  衛星通信研修 2010.9 神
戸

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  社会保険京都
病院 2010.9 京都

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.9 大阪

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  兵庫医科大学
病院 2010.9 西宮

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.9 大阪

山本憲康.  AHA BLS Provider Course.  新日鐵広畑病院 
2010.9 兵庫

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.10 大阪

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
兵庫医科大学病院 2010.10 西宮

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.10 大阪

山本憲康.  AHA Heartsaver Firstaid Course.  大阪うめ
だトレーニングラボ 2010.10 大阪

吉永和正.  救急現場における終末期医療.  第75回近畿移植
コーディネータ会議 2010.11 大阪

山本憲康.  AHA ACLS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.11 大阪

山本憲康.  AHA BLS Provider Course.  兵庫医科大学病
院 2010.11 西宮

山本憲康.  日本救急医学会ICLS講習会.  兵庫医科大学病
院 2010.11 西宮

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
大阪うめだトレーニングラボ 2010.11 大阪

山本憲康.  AHA PALS Renewal Course.  鹿児島医療セン
ター 2010.11 鹿児島

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  大阪うめだト
レーニングラボ 2010.12 大阪

山本憲康.  アメリカ心臓病会議報告講演会−ガイドライン
G2010解説−.  東京トレーニングラボ 2010.12 東京

山本憲康.  AHA PALS Provider Course.  奈良県立医科
大学 2010.12 奈良

山本憲康.  アメリカ心臓病会議報告講演会−ガイドライン
G2010解説−.  奈良県立医科大学 2010.12 奈良

山本憲康.  AHA BLS Provider Course.  兵庫医科大学病
院 2010.12 西宮

山本憲康.  AHA BLS Renewal Course.  兵庫医科大学病
院 2010.12 西宮

山本憲康.  AHA ACLS-Experienced Provider Course.  
兵庫医科大学病院 2010.12 西宮

機能再生医療学
Functional Restorative Medicine

■著書■
福田能啓,  肥塚昌浩.  血液・生化学所見.  日比紀文  編.  

炎症性腸疾患.  東京:医学書院, 2010:8-13
福田能啓,  小竹淳一朗.  吸収不良症候群.  松田暉,  萩原

俊男,  難波光義,  鈴木久美,  林直子  編.  疾病と治療Ⅱ.  
東京:南江堂, 2010:58-63.

■学術論文■
［総説］
奥田真珠美,  福田修久,  栄谷直美,  山田英智,  小野淳

一郎,  山本憲康,  福田能啓.  Helicobacter研究の年
間レビュー  感染ルートはどこまで明らかになったか.  
Helicobacter Research 2010;14:151-6.

福田能啓,  小竹淳一朗,  福田修久,  林慶紀,  山本憲康,  肥
塚浩昌,  奥田真珠美.  IBD治療における食事療法,  栄養
療法.  IBD Research 2010;4:114-20.

福田能啓,  栄谷直美,  奥田真珠美.  在宅栄養療法  在宅
経腸栄養法（HEN）の適応.  日本臨牀 2010;68（増刊
3）:657-9.

奥田真珠美,  山本憲康,  福田能啓.  H.pyloriの基礎知識  
H.pyloriの感染経路.  Medicina 2010;47:1717-20.

奥田真珠美,  福田能啓.  小児の感染診断・除菌判定のポイ
ントと感染予防の指導.  Jmed Mook 2010;8:48-51.

奥田真珠美,  福田能啓.  ピロリ菌の再出現  再燃か？再感
染か？.  Jmed Mook 2010;8:78-81.

奥田真珠美,  福田能啓.  疾患に対する薬剤の選び方・使い
方と注意  消化器疾患胃炎,  H. pylori感染症.  小児内科 
2010;42（増刊）:467-70.

奥田真珠美,  福田能啓.  ヘリコバクターピロリ−小児への感
染時期と感染経路.  綜合臨牀 2010;59:1987-8.

田﨑智子,  寺山修史,  道免和久.  片麻痺上肢に対する集
中訓練  CI療法constraint-induced movement therapy.  
Medical Practice 2010;27:1707-9.

［原著］
Nagata K,  Inatsu S,  Tanaka M,  Sato H,  Kouya T,  

Taniguchi M,  Fukuda Y.  The bifidogenic growth 
stimulator inhibits the growth and respiration of 
Helicobacter pylori .  Helicobacter 2010;15:422-9.

Asaka M,  Kato M,  Takahashi S,  Fukuda Y,  Sugiyama 
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T,  Ota H,  Uemura N,  Murakami K,  Satoh 
K,  Sugano K; Japanese Society for Helicobacter 
Research.  Guidel ines for the management of 
Helicobacter pylori  infection in Japan: 2009 revised 
edition.  Helicobacter 2010;15:1-20.

Cardenas VM,  Mena KD,  Ort iz M,  Karr i S ,  
Variyam E,  Behravesh CB,  Snowden KF,  Flisser 
A,  Bristol JR,  Mayberry LF,  Ortega YR,  Fukuda 
Y,  Campos A,  Graham DY.  Hyperendemic H.pylori 
and tapeworm infection in a U.S.-Mexico border 
population.  Public Health Rep 2010;125:441-7.

奥田真珠美,  山本憲康,  福田修久,  小竹淳一郎,  林慶
紀,  福田能啓.  近畿地区におけるH.pylori感染症診療の
現状をみる−消化器医を中心としたアンケート調査より−.  
Helicobacter Research 2010;14:385-9.

福岡達之 ,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修
史 ,  福田能啓,  道免和久 .  等尺性収縮による舌挙上
運動と舌骨上筋群筋活動の関係−舌骨上筋群に対する
筋力トレーニング方法への展望−.  耳鼻と臨床 2010;56

（Suppl.2）:S207-14.
岡田誠,  間瀬教史,  村上茂史,  荻野智之,  野添匡史,  松下

和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  上肢肢位の違いが労作中の肺気量位と呼吸補助筋活
動に与える影響.  臨床理学療法研究 2010;27:19-24.

加治佐望,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  筋の体積及び筋力と筋線維伝導速度との関係.  臨床
理学療法研究 2010;27:25-8.

田﨑智子,  細見雅史,  若杉樹史,  花田恵介,  藤原大,  古
河慶子,  森山徳秀,  小谷穣治,  道免和久 .  側彎症に
より呼吸不全をきたしたCongenital hypomyelinating 
neuropathyの1例.  Journal of Clinical Rehabilitation 
2010;19:298-301.

■学会発表■
［国際学会］
Yamashita Y,  Okuda M,  Fukuda N,  Yun SS,  Noh YB,  

Yea HS,  Yamamoto N,  Koizuka H,  Horie K,  Saito 
D,  Fukuda Y.  Egg yolk antibodies suppress H. pylori  
infection and gastritis.  XXIII International Workshop 
on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic 
Digestive Inflammation and Gastric Cancer 2010.9 
Rotterdam 

Okuda M,  Oomatsu H,  Kotake J,  Fukuda N,  Yamamoto 
N,  Sakaedani N,  Yamada H,  Ono J,  Fukuda Y.  
Evaluation of urine antibody test for Helicobacter 
pylori  in Japanese children. （Workshop）XXIII 
International Workshop on Helicobacter and Related 
Bacteria in Chronic Digestive Inf lammation and 
Gastric Cancer 2010.9 Rotterdam 

Okuda M,  Sakaedani N,  Yamamoto N,  Fukuda N,  Kotake 
J,  Suda M,  Hayashi Y,  Takahashi R,  Fukuda Y.  

Influence of Ecabet sodium to Urea Breath Test in 
volunteers with H. pylori  infection. （Workshop）
XXIII International Workshop on Helicobacter and 
Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation 
and Gastric Cancer 2010.9 Rotterdam

Takahashi R,  Shimoyama T,  Abe D,  Nakabayashi 
N,  Okuda M,  Fukuda Y.  Determining cut-of f 
values for serodiagnosis of Helicobacter hepaticus 
in fect ion by HR I I-51-HH-15 capture enzyme-
linked immunosorbent assay. （Workshop）XXIII 
International Workshop on Helicobacter and Related 
Bacteria in Chronic Digestive Inf lammation and 
Gastric Cancer.  2010.9 Rotterdam

［国内学会］
福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  間瀬教史,  野﨑園子,  福

田能啓.  等尺性収縮による舌挙上運動と舌骨上筋群筋活
動の関係−舌骨上筋群に対する筋力トレーニング方法の
検討−.  第33回日本嚥下医学会総会ならびに学術講演会 
2010.2 久留米

藤原大,  田﨑智子,  新井秀宜,  内山侑紀,  細見雅史,  古
河慶子,  児玉典彦,  道免和久.  Neuromyelitis Optica

（NMO）に対するリハビリテーションの効果.  第47回日本
リハビリテーション医学会学術集会 2010.5 鹿児島

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  傳秋光,  福田能啓.  咀嚼運動が呼
吸運動及び換気量変化に与える影響−3次元動作解析装
置を用いて−.  第45回日本理学療法学術大会 2010.5 岐
阜

田﨑智子,  藤原大,  新井秀宜,  寺山修史,  児玉典彦,  道免
和久.  Neuromyelitis optica（NMO）の重度対麻痺に対
する長期リハビリの効果.  第47回日本リハビリテーション
医学会学術集会 2010.5 鹿児島

岡田誠,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之,  松下
和弘,  加治佐望,  木原一晃,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  Flow Volume Loopを用いた呼吸介助中の呼気流量
と肺気量位変化の検討.  第45回日本理学療法学術大会 
2010.5 岐阜

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  荻野
智之,  松下和弘,  加治佐望,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能
啓.  呼吸介助手技における手掌面圧と換気変化の関係.  
第45回日本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

荻野智之,  高橋哲也,  森沢知之,  加治佐望,  新井秀宜,  有
井融,  和田智弘,  福田能啓.  3軸加速度計を用いた慢性
心不全患者の活動量評価と生活指導について.  第45回日
本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

松下和弘,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  萩野真知子,  
笹沼里味,  和田智弘,  眞渕敏,  福田能啓.  3次元動作解
析装置を用いた運動中の肺気量位変化.  第45回日本理学
療法学術大会 2010.5 岐阜

奥田真珠美,  高橋良樹,  中澤晶子,  阿部大二朗,  栄谷直美,  
山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  肝胆道疾患児における
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抗Helicobacter hepaticus抗体（HRII-51）の検討.  第16
回日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

奥田真珠美,  栄谷直美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
小児・青年期における血中抗H. pylori抗体,  ペプシノゲン,  
ガストリン値の検討.  第16回日本ヘリコバクター学会学術
集会 2010.6 京都

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓.  食道癌術後の嚥下障害に舌骨上筋群の筋電図
バイオフィードバックが有効であった一例.  第11回日本言
語聴覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さいたま

栄谷直美,  奥田真珠美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
H.pylor i感染者におけるエカベトナトリウム（ガストロー
ム）のウレアーゼ抑制作用の検討.  第16回日本ヘリコバク
ター学会学術集会 2010.6 京都

大崎敬子,  奥田真珠美,  坊岡美奈,  米澤英雄,  古賀泰裕,  
福田能啓,  菊地正悟,  神谷茂.  小児糞便材料を用いた
Helicobacter pylori遺伝子タイピングと水平感染.  第16回
日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

川阪尚子,  福岡達之,  吉川直子,  間瀬教史,  野崎園子,  福
田能啓.  嚥下障害患者の咳嗽力と喉頭侵入･誤嚥の関連
～PCF･PEFによる評価の有用性～.  第11回日本言語聴
覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さいたま

加治佐望,  荻野智之,  新井秀宜,  和田智弘,  高橋哲也,  森
沢知之,  有井融,  石河開,  福田能啓.  重症閉塞性肥大型
心筋症に対するリハビリテーションの経験.  第16回日本心
臓リハビリテーション学会学術集会 2010.7 鹿児島

福岡達之,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  下顎位置の違いが舌挙上時の最大
舌圧と舌骨上筋群筋活動に与える影響−上下臼歯間距離
の検討−.  第16回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 
2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  荻野真知子,  
福岡達之,  和田智弘,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  
固形物の咀嚼および摂食による呼吸運動の変化.  第16回
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2010.9 
新潟

吉川直子,  福岡達之,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  福
田能啓,  道免和久.  等尺性収縮による舌挙上運動は有用
な舌骨上筋群筋力増強法の可能性がある.  第16回日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会 2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘,  福岡達之,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  咀嚼
嚥下時の呼吸パターンと胸郭体積の変化.  第20回日本呼
吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 2010.10 長崎

岡田誠,  間瀬教史,  和田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能
啓,  道免和久.  運動中の呼吸補助筋活動と上肢姿勢の
関係.  第20回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術
集会 2010.10 長崎

橋詰裕美,  野添匡史,  髙山雄介,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  背臥
位と側臥位における胸郭形状変化について～3次元動作

解析装置を用いて～.  第28回日本私立医科大学理学療法
学会 2010.10 相模原 

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠,  村上茂史,  和
田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  呼
吸介助手技における手掌面圧が呼気流速に及ぼす影響.  
第20回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 
2010.10 長崎

松下和弘,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  荻野真知子,  
和田智弘,  眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  3
次元動作解析装置を用いた運動時肺気量位変化の測定
精度と負荷強度との関係.  第20回日本呼吸ケア･リハビリ
テーション学会学術集会 2010.10 長崎

村岸亜伊子,  村上茂史,  木原一晃,  間瀬教史,  和田智弘,  
眞渕敏,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久.  側臥位におけ
る安静呼吸時の肺気量分画および呼気流量制限の特徴.  
第28回日本私立医科大学理学療法学会 2010.10 相模原 

岡前暁生,  和田智弘,  岡田誠,  松下和弘,  眞渕敏,  寺山修
史,  山本憲康,  福田能啓,  道免和久.  要支援高齢者の
身体機能について−閉じこもり群と非閉じこもり群との比
較−.  第28回日本私立医科大学理学療法学会 2010.10 相
模原

奥田真珠美,  山田英智,  福田能啓.  小児・青年期における
血中抗H.pylori抗体,  ペプシノゲン,  ガストリン値の検討.  
第42回日本小児感染症学会総会・学術集会 2010.11 仙台

［研究会・講演会等］
岡前暁生,  和田智弘,  岡田誠,  山本憲康,  福田能啓.  介

護予防通所リハビリテーションにおける1年間の運動機能
の変化−閉じこもり群と非閉じこもり群との比較−.  生活
環境支援系理学療法研究部会第1回学術集会セミナー 
2010.2 大阪

福田能啓.  ヘリコバクター感染症～最近の話題～.  大阪府
医師会医学会学術講演会 2010.7 大阪

福田能啓.  クローン病の栄養管理.  平成22年度第4回NST
専門療法士認定更新のためのセミナー 2010.11 大阪

福田能啓.  在宅栄養療法.  2010年秋期コ・メディカル教育セ
ミナー 2010.11 大阪

■その他■
福田能啓.  胃の病気.  平成22年度篠山市民健康大学講座 

2010.9 篠山
福田能啓.  在宅NSTに必要な栄養の基礎知識講座.  第4回

地域連携栄養治療ネットワーク講演会 2010.11 尼崎
福田能啓.  胃潰瘍・胃癌とピロリ菌～ピロリ菌は胃の病気の

原因で,  全身にも関係～.  野村証券第8回食と健康セミ
ナー 2010.12 大阪
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医療技術部
Medical Technology Dept.

（リハビリテーション室）
Rehabilitation Room

■著者■
岡前暁生 ,  通所ケア施設では？.  嶋田智明,  日高正巳  

編.  地域理学療法にこだわる.  東京:文光堂, 2010:120-
35.

■学術論文■
［原著］
福岡達之 ,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  

福田能啓,  道免和久 .  等尺性収縮による舌挙上運動
と舌骨上筋群筋活動の関係−舌骨上筋群に対する筋
力トレーニング方法への展望−.  耳鼻と臨床 2010;56

（Suppl.2）:S207-14.
岡田誠 ,  間瀬教史,  村上茂史 ,  荻野智之 ,  野添匡史 ,  

松下和弘 ,  加治佐望 ,  木原一晃 ,  和田智弘 ,  眞渕
敏 ,  福田能啓.  上肢肢位の違いが労作中の肺気量位
と呼吸補助筋活動に与える影響.  臨床理学療法研究 
2010;27:19-24.

加治佐望 ,  間瀬教史,  野添匡史 ,  岡田誠 ,  村上茂史 ,  
荻野智之 ,  松下和弘 ,  木原一晃,  和田智弘 ,  眞渕敏 ,  
福田能啓.  筋の体積及び筋力と筋線維伝導速度との関
係.  臨床理学療法研究 2010;27:25-8.

［症例報告］
福岡達之 ,  杉田由美 ,  川阪尚子,  吉川直子,  新井秀

宜 ,   巨島文子.  咀嚼の自動運動が保持されたFoix-
Chavany-Marie症候群による嚥下障害の1例.  日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会雑誌 2010;14:155-61.

■学会発表■
［国内学会］
福岡達之 ,  吉川直子,  川阪尚子,  間瀬教史,  野崎園子,  

福田能啓.  等尺性収縮による舌挙上運動と舌骨上筋群
筋活動の関係−舌骨上筋群に対する筋力トレーニング方
法の検討−.  第33回日本嚥下医学会総会ならびに学術
講演会 2010.2 久留米

岡前暁生 ,  和田智弘 ,  岡田誠 ,  山本憲康,  福田能啓.  介
護予防通所リハビリテーションにおける1年間の運動
機能の変化−閉じこもり群と非閉じこもり群との比較
−.  生活支援系理学療法研究部会第一回学術セミナー 
2010.2 大阪

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘 ,  荻野真知
子,  笹沼里味,  和田智弘 ,  傳秋光,  福田能啓.  咀嚼運
動が呼吸運動及び換気量変化に与える影響−3次元動
作解析装置を用いて−.  第45回日本理学療法学術大会 
2010.5 岐阜

岡田誠 ,  間瀬教史,  野添匡史,  村上茂史,  荻野智之 ,  松
下和弘 ,  加治佐望 ,  木原一晃,  和田智弘 ,  眞渕敏 ,  福

田能啓.  Flow Volume Loopを用いた呼吸介助中の呼
気流量と肺気量位変化の検討.  第45回日本理学療法学
術大会 2010.5 岐阜

荻野智之 ,  高橋哲也,  森沢知之,  加治佐望 ,  新井秀宜,  
有井融 ,  和田智弘 ,  福田能啓.  3軸加速度計を用いた
慢性心不全患者の活動量評価と生活指導について.  第
45回日本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

松下和弘 ,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  荻野真知
子,  笹沼里味,  和田智弘 ,  眞渕敏 ,  福田能啓.  3次元
動作解析装置を用いた運動中の肺気量位変化.  第45回
日本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠 ,  村上茂史,  荻
野智之 ,  松下和弘 ,  加治佐望 ,  和田智弘 ,  眞渕敏 ,  福
田能啓.  呼吸介助手技における手掌面圧と換気変化の
関係.  第45回日本理学療法学術大会 2010.5 岐阜

福岡達之 ,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  
福田能啓.  食道癌術後の嚥下障害に舌骨上筋群の筋電
図バイオフィードバックが有効であった一例.  第11回日
本言語聴覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さ
いたま

川阪尚子,  福岡達之 ,  吉川直子,  間瀬教史,  野崎園子,  
福田能啓.  嚥下障害患者の咳嗽力と喉頭侵入･誤嚥の
関連～PCF･PEFによる評価の有用性～.  第11回日本言
語聴覚士協会総会・日本言語聴覚学会 2010.6 さいたま

加治佐望 ,  荻野智之 ,  新井秀宜,  和田智弘 ,  高橋哲也,  
森沢知之,  有井融 ,  石河開,  福田能啓.  重症閉塞性肥
大型心筋症に対するリハビリテーションの経験.  第16回
日本心臓リハビリテーション学会学術集会 2010.7 鹿児
島

福岡達之 ,  吉川直子,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  
福田能啓,  道免和久 .  下顎位置の違いが舌挙上時の最
大舌圧と舌骨上筋群筋活動に与える影響−上下臼歯間
距離の検討−.  第16回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会 2010.9 新潟

野崎園子,  杉下周平,  福岡達之 ,  今井教仁,  市原典子,  
馬木良文,  金藤大三,  巨島文子,  大塚義顕.  摂食・嚥
下障害のある在宅患者の食に関する調査.  第16回日本
摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2010.9 新
潟

吉川直子,  福岡達之 ,  川阪尚子,  野崎園子,  寺山修史,  
福田能啓,  道免和久 .  等尺性収縮による舌挙上運動は
有用な舌骨上筋群筋力増強法の可能性がある.  第16回
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘 ,  荻野真知
子,  福岡達之 ,  和田智弘 ,  寺山修史,  福田能啓,  道免
和久 .  固形物の咀嚼および摂食による呼吸運動の変化.  
第16回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 
2010.9 新潟

野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  松下和弘 ,  福岡達之 ,  
和田智弘 ,  眞渕敏 ,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久 .  
咀嚼嚥下時の呼吸パターンと胸郭体積の変化.  第20回
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日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術集会 2010.10 
長崎

岡田誠 ,  間瀬教史,  和田智弘 ,  眞渕敏 ,  寺山修史,  福田
能啓,  道免和久 .  運動中の呼吸補助筋活動と上肢姿勢
の関係.  第20回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会
学術集会 2010.10 長崎

木原一晃,  間瀬教史,  野添匡史,  岡田誠 ,  村上茂史,  和
田智弘 ,  眞渕敏 ,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久 .  呼
吸介助手技における手掌面圧が呼気流速に及ぼす影
響.  第20回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術
集会 2010.10 長崎

松下和弘 ,  野添匡史,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  荻野真知
子,  和田智弘 ,  眞渕敏 ,  寺山修史,  福田能啓,  道免和
久 .  3次元動作解析装置を用いた運動時肺気量位変化
の測定精度と負荷強度との関係.  第20回日本呼吸ケア･
リハビリテーション学会学術集会 2010.10 長崎

橋詰裕美 ,  野添匡史,  髙山雄介,  間瀬教史,  高嶋幸恵,  
和田智弘 ,  眞渕敏 ,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久 .  
背臥位と側臥位における胸郭形状変化について～3次元
動作解析装置を用いて～.  第28回日本私立医科大学理
学療法学会 2010.10 相模原

村岸亜伊子,  村上茂史,  木原一晃,  間瀬教史,  和田智
弘 ,  眞渕敏 ,  寺山修史,  福田能啓,  道免和久 .  側臥
位における安静呼吸時の肺気量分画および呼気流量
制限の特徴.  第28回日本私立医科大学理学療法学会 
2010.10 相模原

岡前暁生 ,  和田智弘 ,  岡田誠 ,  松下和弘 ,  眞渕敏 ,  寺
山修史,  山本憲康,  福田能啓,  道免和久 .  要支援高
齢者の身体機能について−閉じこもり群と非閉じこもり
群との比較−.  第28回日本私立医科大学理学療法学会 
2010.10 相模原

［研究会・講演会等］
村岸亜伊子,  松下和弘 ,  和田智弘 .  視覚刺激により重度

のPusher現象が改善した一症例.  北播磨・丹波ブロッ
ク新人発表会 2010.1 加西

橋詰裕美 ,  村上茂史,  和田智弘 .  食道癌術後長期にわた
り理学療法を行った一症例.  北播磨・丹波ブロック新人
発表会 2010.1 加西

福岡達之 .  摂食・嚥下障害の見方とリハビリテーション.  
第44回阪神病態栄養研究会 2010.6 西宮

佃英明.  トイレ動作獲得に難渋した症例.  北播磨・丹波
ブロック新人発表会 2010.11 西脇

和田千容.  パーキンソン病を呈した症例の排泄動作獲得
に向けて.  北播磨・丹波ブロック新人発表会 2010.11 
西脇

■その他■
福岡達之 .  摂食・嚥下障害とその対策.  平成21年度口腔

機能推進会議 2010.3 丹波
福岡達之 .  摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション.  

摂食嚥下障害対策協議会 2010.4 丹波
福岡達之 .  摂食・嚥下について.  栄養治療を考える会イン

篠山 2010.7 篠山
福岡達之 .  介護現場で実践できる摂食・嚥下障害.  平成

22年度口腔ケア研修会 2010.10 丹波
福岡達之 ,  吉川直子.  摂食・嚥下障害.  けやき苑研修会 

2010.11 丹波
加治佐望 .   心・肺・腎の連関と運動療法を考える.  第

10136回理学療法士講習会 2010.11 岡山
福岡達之 .  難病症例に学ぶ摂食・嚥下障害の評価とリハ

ビリテーション.  摂食・嚥下障害研修会 2010.12 加東

（薬剤室）
Pharmaceutical Office

■その他■
鈴木寛.  薬剤と看護について（薬剤の注意点・医療安全・感

染・消毒・注射薬の取扱等）.  看護職員研修 2010.9 篠山
鈴木寛.  薬剤と看護について（薬剤の注意点・医療安全・感

染・消毒・麻薬の取扱等）.  看護職員研修 2010.11 篠山

（臨床栄養室）
Clinical Nutrition Office

■学術論文■
［総説］
福田能啓,  栄谷直美,  奥田真珠美.  在宅栄養療法在宅経

腸栄養法（HEN）の適応.  日本臨床 2010;68:657-9.
奥田真珠美 ,  福田修久 ,  栄谷直美 ,  山田英智,  小野

淳一郎,  山本憲康,  福田能啓.  Helicobacter研究の
年間レビュー感染ルートはどこまで明らかになったか.  
Helicobacter Rsearch 2010;14:151-6.

［原著］
阿部大二朗,  林臣菜,  梶山博文,  佐藤匡美,  加藤あず

さ,  持田立子,  栄谷直美,  福田能啓.  便中Helicobacter 
pylori抗原検出キット「テストメイトピロリ抗原EIA」採便
器の改良.  医学と薬学 2010;63:335-42.

■学会発表■
［国際学会］
Okuda M,  Oomatsu H,  Kotake J,  Fukuda N,  Yamamoto 

N,  Sakaedani N,  Yamada H,  Ono J,  Fukuda Y.  
Evaluation of urine antibody test for Helicobacter 
pylori  in Japanese children. （Workshop）XXIII 
International Workshop on Helicobacter and related 
bacteria in chronic digestive Inf lammation and 
Gastric cancer 2010.9 Rotterdam

Okuda M,  Sakaedani N,  Yamamoto N,  Fukuda N,  Kotake 
J,  Suda M,  Hayashi Y,  Takahashi R,  Fukuda Y.  
Influence of Ecabet sodium to Urea Breath Test in 
volunteers with H. pylori  infection. （Workshop）
XXIII International Workshop on Helicobacter and 
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related bacteria in chronic digestive Inflammation 
and Gastric cancer 2010.9 Rotterdam

［国内学会］
福田能啓,  日下剛,  小竹淳一郎,  川浩介,  石河開,  有井融,  

栖田道雄,  肥塚浩昌,  栄谷直美,  奥田真珠美,  高橋良
樹.  クローン病における成分栄養療法の位置付け. （ワー
クショップ）第25回日本静脈経腸栄養学会（JSPEN） 
2010.2 千葉

奥田真珠美,  高橋良樹,  中澤晶子,  阿部大二朗,  栄谷直美,  
山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  肝胆道疾患児における
抗Helicobacter hepaticus抗体（HRII-51）の検討.  第16
回日本ヘリコバクター学会学術集会 2010.6 京都

奥田真珠美,  栄谷直美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
小児・青年期における血中抗H.pylori抗体,  ペプシノゲン  
ガストリン値の検討.  第16回日本ヘリコバクター学会学術
集会 2010.6 京都

栄谷直美,  奥田真珠美,  山本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  
H.pylor i感染者におけるエカベトナトリウム（ガストロー
ム）のウレアーゼ抑制作用の検討.  第16回日本ヘリコバク
ター学会学術集会 2010.6 京都

山下裕輔,  堀江健二,  尹崇燮,  栄谷直美,  奥田真珠美,  山
本憲康,  栖田道雄,  福田能啓.  鶏卵抗体の高度利用方法

（2）Helicobacter pyloriを制御する鶏卵抗体の開発.  第
64回日本栄養・食糧学会大会 2010.5 徳島

■その他■
廣瀬愛.  NST介入により順調な経過をたどった症例.  第42

回病態栄養研究会 2010.6 西宮
吉良紅 .  あんな話  こんな話  胃袋握ります.  丹波新聞 

2010.7.25:3.
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Alcohol
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Biol Pharm Bull
Bioorg Med Chem(Bioorgan Med Chem)

Bioorg Med Chem Lett

Blood
BMC Canceer
BMC Med Genet

BMC Mol Biol
Bone Marrow Transplant

Br J Surg
Brain

Brain Res
Breast Cancer
Cancer Epidemiol
Cancer Lett

Cancer Sci
Cerebrosppinal  Fluid Res
Cell

Cell Biol Toxicol

Cell Calcium
Cell Physiol Biochem

Cent Eur J Biol
Chest
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Circ Res

Clin Appl Thromb Hemost

Clin Exp Immunol
Clin Exp Nephrol
Clin Immunol

Pharmacology & Pharmacy　153／252
Biochemistry & Molecular Biology　134／286
Chemistry, Medical　15／54
Chemistry, Organic　16／56
Chemistry, Medical 　19／54
Organic　19／56
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Oncology　66／184
Genetics & Heredity　84／156

Biochemistry & Molecular Biology　122／286
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Oncology　57／185
Transplantation　5／25
Surgery　6／188
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Oncology　150／185
Oncology　33／184

Oncology　53／185
 
Biochemistry & Molecular Biology　1／286
Cell Biology　2／178
Cell Biology　128／177
Toxicology　49／83
Cell Biology　83／177
Cell Biology　81／177
Physiology　18／77
Biology　65／86
Respiratory System　3／46
Cardiac & Cardiovascular Systems　38／114
Cardiac & Cardiovascular Systems　4／114
Hematology　3／66
Peripheral Vascular Disease　2／68
Hematology　51／66
Peripheral Vascular Disease 　48／68
Immunology　56／134
Urology & Nephrology　46／69
Immunology　36／134

循内，臨検
化学

生体情報

血液，輸血，細胞移植
数学
内（上部），内（下部），腸管病態，
内視鏡，IBD
分子病
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胸部腫瘍，がん
病微，病病
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生体機能
生体情報，呼吸器，胸部腫瘍，がん

遺伝，泌尿器
歯科
循内，冠疾患
法医

血液

呼吸器，胸部腫瘍
腎・透析
リウマチ

1.811
2.978

2.661

2.558
3.153
2.439

3.188
3.660

4.444
9.232

2.623
NE
1.182
4.864

3.846
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Current Research in Gastroenterology & Hepatology
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Cytokine

Cytotechnology

Depress Anxiety

Digestion
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Helicobacter
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Hepatol Res
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Biochemistry & Molecular Biology　106／286
Cell Biology　84／178
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Medicine, Research & Experimental　15／106
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Medicine, Research & Experimental　24／106
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外（肝・胆・膵），核医学
外（下部），感染，臨検，IBD
病微，分子病
機能病，生体防御

感染
耳鼻
総合診
生化

脳外

生物，血液，脳卒中，生体防御，
細胞移植，神経再生
公衆
眼科

小児外
小児外

環境
物理
形成

2.475
NE
3.774

3.712
NE
3.610

2.410

3.079

2.131

1.963
3.078
5.745
3.593

NE
0.697
NE
4.190

2.929

2.958

1.701
1.094

2.606
1.308

2.260
2.905
1.660

1
1
1

3
1
5

1

1

1

1
1
2
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
2



雑誌名（Index Medicus 略誌名） インパクトファクター 主題分野および分野別順位 掲載論文著者所属 論文数
J Thorac Oncol

J Vet Med Sci
Jpn J Clin Oncol
Jpn J Infect Dis
Lab Invest 

Lancet Oncol
Leg Med (Tokyo)
Leuk Lymphoma

Liver Int
Lung Cancer

Magn Reson Med Sci
Maturitas

Med Mol Morphol
Metabolism
Mod Pathol

Mod Rheumatol
Nat Chem Biol
Nat Immunol
Neurochem Res

Neurogastroenterol Motil

Neurosci Res
Neuroscience
Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids
Oncol Lett
Oncol Rep
Oncol Res
Orthopedics
Otol Neurotol

Pathol Int
Pathol Oncol Res

Pathol Res Pract
Pathways Nutrition

Oncology　50／185
Respiratory System　7／46
Veterinary Sciences　72／145
Oncology　128／185
Infectious Diseases　48／58
Medicine, Research & Experimental　21／106
Pathology　9／76
Oncology　5／185

Hematology　38／66
Oncology　91／185
Gastroenterology & Hepatology 　16／72
Oncology　61／185
Respiratory System　11／46

Geriatrics & Gerontology　20／44
Obstetrics & Gynecology　18／75
Pathology　46／76
Endocrinology & Metabolism　64／116
Pathology　12／76

Rheumatology　19／29
Biochemistry & Molecular Biology　4／286
Immunology　3／134
Biochemistry & Molecular Biology　153／286
Neurosciences　131／239
Clinical Neurology　49／185
Gastroenterology & Hepatology　20／72
Neurosciences　90／239
Neurosciences　159／239
Neurosciences　96／239
Biochemistry & Molecular Biology　247／286

Oncology　135／185
Oncology　163／185
Orthopedics　33／61
Clinical Neurology　89／185
Otorhinolaryngology　7／41
Pathology　48／76
Oncology　141／185
Pathology　47／76
Oncology　143／185

呼吸器，胸部腫瘍，がん

細胞生物
外（上部）
機能病
機能病

外（上部）
法医
血液，胸部腫瘍，がん，細胞移植

内（肝・胆・膵），超音波
呼吸器，呼吸外，胸部腫瘍，がん

放射線
生化

機能病，呼吸器，胸部腫瘍，がん
環境，糖尿，内分泌，先進糖尿
分子病，呼吸器，呼吸外，胸部腫瘍，
がん
生体防御
生化
免疫，分子病，アレルギー
生体情報，薬理

内（上部），内視鏡

病病
神経科学，生体情報，薬理
内分泌
機能病
機能病，整形，歯科，生体防御
細胞・遺伝
整形
耳鼻

産婦，分娩
病病

血液，細胞移植
救急

4.040

0.722
1.856
1.367
4.405

17.764
NE
2.492

3.840
3.356

NE
2.286

1.513
2.538
4.176

1.800
15.808
25.668
2.608

3.349

2.096
3.215
1.132
NE
1.686
0.826
1.098
2.065

1.481
1.483

1.437
NE

1

1
1
1
1

1
2
1

1
1

1
2

2
3
1

1
1
2
3

1

1
3
1
1
3
1
1
1

1
1

1
1



雑誌名（Index Medicus 略誌名） インパクトファクター 主題分野および分野別順位 掲載論文著者所属 論文数
Pharmacol Biochem Behav

Phys Rev B
Physica E

Plast Reconstr Surg
Prep Biochem Biotechnol

Proc Natl Acad Sci USA
Public Health Reports
Stem Cells

Surg Today

Technol Cancer Res T
Tetrahedoron
Ther Apher Dial

Tissue Eng Part A

Transplantation

Trends Cancer Res
Toxicol Mech Methods
Virchows Arch
World J Surg

Behavioral Sciences　20／48
Neurosciences　127／239
Pharmacology & Pharmacy　102／252
Physics, Condensed Matter　13／68
Nanoscience & Nanotechnology　44／63
Physics, Condensed Matter　38／68
Surgery　37／188
Biochemical Research Methods　68／71
Biochemistry & Molecular Biology　270／286
Biotechnology & Applied Microbiology　135／160
Multidisciplinary Sciences　3／57
Public,Environmental & Occupational Health 97/142
Biotechnology & Applied Microbiology 　8／160
Cell & Tissue Engineering 　2／13
Cell Biology 　28／178
Hematology 　5／66
Oncology　13／185
Surgery　113／188

Oncology　66／184
Chemistry, Organic　14／56
Hematology　59／66
Urology & Nephrology　54／69
Biotechnology & Applied Microbiology　20／160
Cell & Tissue Engineering　5／13
Cell Biology　57／178
Immunology　39／134
Surgery　12／188
Transplantation　4／25

Toxicology　74／83
Pathology　27／76
Surgery　35／188

薬理

物理
物理

形成
循内，冠疾患

神経科学，機能病，分子病，アレルギー
臨栄養，地域総合，機能再生
血液，脳卒中，病病，生体防御，
細胞移植，神経再生

内（下部），外（下部），胸部腫瘍，
腸管病態，感染，IBD，生体防御
数学
化学
環境

整形

リウマチ

内（肝・胆・膵），肝疾患セ
法医
血液，細胞移植
外（上部）

2.624

3.772
1.304

2.647
0.603

9.771
1.083
7.871

1.057

2.489
3.011
1.098

4.636

3.676

NE
0.844
2.336
2.693

1

1
1

1
1

4
1
2

2

1
1
1

1

1

1
1
1
1

合計　　273
Impact Factor はJournal Citation Reports 2010 を使用したものです．



賛助会員名簿

アステラス製薬株式会社
バイエル薬品株式会社
医療法人愛仁会 千船病院
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
ファイザー株式会社
学校法人 平成医療学園
河野医科器械株式会社
杏林製薬株式会社
医療法人 明和病院
ＭＳＤ株式会社
持田製薬株式会社
日本イーライリリー株式会社
大塚製薬株式会社
塩野義製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
株式会社ツムラ
株式会社やよい
ゼリア新薬工業株式会社

（ＡＢ C 順）

本誌刊行に際して，多大の協力を賜った
賛助会員各位に深甚なる謝意を表します．

運営委員会



兵庫医科大学医学会会則
   （名   称）
第 1 条   本会は，兵庫医科大学医学会と称する．
   （事務局）
第 2 条   本会の事務局は，兵庫医科大学付属図書館内に置く．
   （目   的）
第 3 条   本会は，本学設立の主旨に沿って広く医学の進歩，発展に寄与し , 社会に貢献することを目的とする． 
   （事   業）
第 4 条   本会は，次の事業を行う． 
    1 . 総会および学術集会の開催          2 . 機関誌の発行
    3 . その他本会の目的を達成するために必要な事業
   （会   員）
第 5 条   本会は，次の会員をもって組織する． 
    1 . 正会員 ･･････ ①本学専任の教員，病院助手およびレジデント
                            ②本学研修医，大学院学生，研究生，出身者および関係者で入会を希望する者
    2 . 賛助会員 ････ 本会の目的に賛同し評議員会の承認を得た者
    3 . 名誉会員 ････ 本会の発展に功労のあった会員で評議員会において推薦された者
    4 . 準会員 ･･････ 本学関係者以外の個人で本会の目的に賛同し評議員会の承認を得た者 
   （役   員）
第 6 条   本会に次の役員を置く． 
    1 . 会   長           2 . 副会長           3 . 評議員          4. 監   事
   （役員の選出）
第 7 条   会長は，本学学長をもってこれにあてる． 
②   副会長は，会長の指名とする．
③   評議員は，本学教授および評議員会の推薦により会長が委託した者とする．
④   監事は，会長が委託した者とする． 
   （役員の任務）
第 8 条   会長は，本会を代表し会務を統括するとともに評議員会を招集してその議長となる． 
②   副会長は，会長を補佐し，会長に事故のあったときは会長の職務を代行する．
③   評議員は，評議員会を組織し本会の重要事項を審議する． 
④   監事は，事業ならびに会計を監査する． 
   （運営委員会）
第 9 条   本会の事業を行うために運営委員会を置く．
②   運営委員会に関する規程は，別に定める．
   （顧   問）
第 10 条   本会に顧問を置くことができる．顧問は評議員会の推薦により会長が委託する．
   （総会および学術講演会）
第 11 条   総会は，年１回これを開催し，事業・会計の報告ならびに特別講演などを行う．
②   学術集会は，年１回以上開催する． 
   （機関誌）
第 12 条   本会の発行する機関誌は兵庫医科大学医学会雑誌 (ACTA MEDICA HYOGOENSIA　略称　兵医大

医会誌，ACTA MED. HYOGO.) と称し，会員に無料で配布する．
②   雑誌の編集，発行に関しては別に定める．
   （経   費）
第 13 条   本会の経費は，会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる．
   （会   費）
第 14 条   会費は次のように定める． 
    1 . 正 会 員 ･･････････4   , 0 0 0 円（年額）      　  2 . 賛助会員 ･････････25   ,0 0 0 円（年額）
    3 . 名誉会員 ･････････ 会費の納入を要しない    4 . 準会員 ･･･････････10 ,0 0 0 円（年額）
   （会計年度）
第 15 条   会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする．    
   （入会 , 退会等）
第 16 条   本会に入会する者は，所定の用紙に住所，氏名，所属等を記入し，年度会費を添えて本会事務局に届

け出るものとする．
②   会員が住所を変更した場合または退会しようとする場合は，その旨を本会事務局に届け出るものとする．
   （資格の喪失）
第 17 条   住所変更届並びに会費の納入を１年以上怠った者は，会員の資格を失う． 
   （会則の変更）
第 18 条   本会則の変更は，評議員会の議を経て行う．
      附      則
   本会則は , 昭和 50 年 1 月 1 日から施行する . 
      附      則
   この改正は , 平成元年 11 月 2 日から施行する . 
      附      則
   この改正は , 平成 6 年 4 月 1 日から施行する . 
      附      則
   この改正は , 平成 11 年 6 月 3 日から施行する . 
      附      則
   この改正は , 平成 16 年 7 月 1 日から施行する . 
      附      則
   この改正は , 平成 19 年 4 月 1 日から施行する . 



兵庫医科大学医学会役員

会　　長 中　西　憲　司
評 議 員 本　学　教　授
運営委員 寺　田　信　行（委員長）
   大　柳　光　正（会計監事）
   廣　田　省　三 小　柴　賢　洋 村　岡　良　和
   難　波　光　義 西　尾　　　元 関　　　　　真
   竹　村　基　彦 玉　置　知　子 若　林　一　郎

（ＡＢ C 順）
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