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京 都 大 学

胸 部 疾 患 研 究 所 年 報

平 成 2年 度

(1991年 3月)

京都大学胸部疾患研究所



京 都 大 学

胸 部 疾 患 研 究 所 年 報

平 成 2 年 度

(1990年)

京都大学胸部疾患研究所職員

(平成 3年 3月30日項在)

所長 教授 大 島 駿 作

環境生態学部門

(人間環境学分野)

教授 :糸川嘉則 (客員),講師 :小野公二 (客員)

(環境呼吸器病学分野)

教授 :大島駿作,助教授 :門 政男,助手 :北市正則,講師(非常勤):佐藤篤彦,今井弘行,中山昌彦,浅本

仁,技官 :今井保代,技能補佐員 :谷岡文子,奥田敦子

(老化生物学分野)

教授 :竹田俊男,助教授 :細川昌則,講師 ･.樋口嘉一,講師(非常数):馬場満男,岩倉洋一郎,技官 :松下隆毒,

小岸久美子,岩井昭一,技能補佐員 :松田園子

生体防御学部門

(感染 ･炎症学分野)

教授 :久世文章,助教授 :川合 満,講師 :桐谷良一,講師(非常助):中井 準,岩田猛邦,中西通泰,田中健

一,技官 :本間 トキヱ,技能補佐員 :片岡和美,小林京子

(免疫学分野)

教授 :桂 義元,助教授 :細野正道,助手 :鍔田武志,勅使河原計介,講師(非常数):徳永 徹,湊 長博,佐

渡敏彦,高沖宗夫,技官 :高沖悠子,技能補佐員 :中川澄江

(臨床免疫学分野)

教授 :泉 孝英,助教授 :平田健雄,助手 :長井苑子,講師(非常数):船越育雄,中島明雄,岡部哲郎,技能補

佐員 :山田晃千子

生体調節再建学部門

(臨床生理学分野)

教授 :久野健忘,助教授 :大井元晴,講師(非常数):滝島 任,山林 -,中川正清,加藤幹夫,技能補佐員 :

服部央子,石田嘉子

(胸部外科学分野)

教授 :人見滋樹,助教授 :和田洋巳,講師(非常数):生嶋宏彦,池田貞雄,北野司久,事務補佐員 :間測美栄子,
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山本直美,技能補佐員 :寺本奈尾美,徳本君代美

(補助臓器学分野)

助教授 :田村康一,助手 :藤本真慈,講師(非常数):清水慶彦

細胞調節学部門

(分子病理学分野)

教授 :鈴木康弘,助教授 :喜納辰夫,講師(非常数):鈴木幸雄,医員 :藤田葉子

(細胞生物学分野)

教授 :永田和宏,助教授 :大川軟-,助手 :平芳一法,講師(非常数):矢原一郎,黒木登志夫,東川信隆,技官

:島田道子,事務補佐員 :坪田晴子

(膿妨学分野)

教授 :高橋正治,助教授 :倉滞卓也,講師(非常数):加納永-,事務補佐員 :小松有香

(附属感染免疫動物実験施設)

施設長 (兼)教授 :竹田俊男,助教授 :前田道之,技官 :安岡倉-,近藤照子,技能補佐員 :岸本好子,森鼻明子

(事務部)

事務部長 :三好禰博,管理課長 :北尾幸一,業務課長 :矢守草二,庶務掛長 :梅田和男,同主任 :井上清史,同

事務官 :池下和美,水原貞子,同技官 :藤木清文,事務補佐員 :能田直子,安達道子,経理掛長 :西田芳信,同

主任 :野元頼子,山田政磨,西 外書夫,同事務官 :小松克巳,首藤真義,事務補佐員 :中瀬安子,施設掛長 :

谷 泰雄,同技官 :森田義己,松浦 康,医事掛長 :橋本修身,同主任 :西田善吾,宮本八十子,同事務官 :泉

森嘉宏,東部浩志,同技官 :竹内孝子,事務補佐員 :中村房枝,集治昌代,徳田里江,郡 由美,栄養士 :松永

由美子,収入掛長 :下西保雄,同事務官 :田村長生,大坪博史,事務補佐員 :栗山由紀

(電子顕微鏡室)

技官 :増田 稔

(附属病院)

病院長 (兼)教授 :久野健忘

(第一内科診療科)

科長 (栄)教授 :久世文章,外来医長 (兼)助教授 :倉揮卓也,病棟医長 (莱)講師 :桐谷良一,助手 :村山尚

チ,田中栄作,鈴木克洋,医員 :松井保憲,新賓彰男,医員(研修医):山口理世,松下葉子,池上達義,大山異

一郎,露ロー成,谷口万紀子

(第二内科診療科)

科長 (兼)教授 :大島駿作,外来医長 (兼)助教授 :門 政男,病棟医長講師 :松井祐佐公,医員 :栴目 馨,

西村浩一,三尾直士,安場広高,医員(研修医):重松三知夫,山下健三

(外科診療科)

科長 (莱)教授 :人見滋樹,外来医長 (兼)助教授 :和田洋巳,病棟医長講師 :青木 稔,助手 :千原幸司,水

野 浩,神頭 徹,医員 :室 恒太郎,医員(研修医):吉村誉史,松岡勝成

(理学呼吸器科診療科)

科長 (兼)教授 :久野健志,外来医長講師 :三嶋理晃,病棟医長 (兼)助教授 :大井元晴,助手 :陳 和夫,医

良 :中村吉法,若山俊明,川上貿三

(検査部)

検査部長助教授 :木野稔也,技師長 :木津 啓,同主任 :黒住異史,技官 :前田清子,春名和代,山根すま子,

技術補佐員 :冨田由美子,上田多恵子,皆木康子,技能補佐員 :林すみ子,東 杏枝,大宮初美

(放射綾部)

放射線部長 (兼)教授 :高橋正治,技師長 :野村正巳,同主任 :蔵岡信長,技官 :曽我部康之,田中龍蔵,平井

要,村上雅之,小松龍一,技能補佐員 :小林 忍,森本美穂,赤滞博之

(薬剣部)

薬剤部長 :政田幹夫,同主任 :滞岡平和,技官 :藤原寿子,川田昌子,川勝一雄,薬剤師 :小林政彦,高橋淳子,
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事務補佐員 :東田明子

(手桁部)

手術部長 (兼)教授 :人見滋樹

(麻酔部)

麻酔部長 (兼)助教授 :和田洋巳

(材料部)

材料部長 (兼)助教授 :川合 満

(輸血部)

輸血部長 (兼)教授 :泉 孝英

(看護部)

看護部長 :松田比佐子,看護婦長 :西森三保子,山本善美,丘 恵子,和多田すみ子,稲田ひろ子,榊 喜久子,

副看護婦長 :斎藤千鶴子,田中悦子,山中祥子,看護婦 :福田千恵子,松本敏枝,阿部喜代子,荻田孝子,寺戸

美枝子,岩佐純子,三宅童子,川中マスコ,大山峯子,北川繁子,佐保昭子,山本裕子,山西順子,都築千香,

永井圭子,黒木 ミヨ子,田中澄枝,藤原明子,吉田美典,水上絹子,松原千里,玄 異利子,児玉潤子,演村初

子,山道美津子,若村智子,蒲田志寿恵,山口恵子,濃野ヒロ子,若松栄子,高瀬みさを,竹原佳子,二万好子,

園田正子,小林裕子,梅田正子,永利明美,鬼界椎恵子,田尻春代,高橋わき子,能勢和代,准看護婦 :渡部幸

千,湯浅里恵,坂東フサ工,松田初枝,村西直美,稲垣美智子,内藤敏子,米滞カヨ子,鈴木早苗,看護助手 :

森 朝子,片桐久江,原田芳香,医療技術補助員 :石井里美,技術補佐員 :北尾弘美,井川弘子,秋里 相,早

川泉子,曽我部京子,技能補佐員 :安部川百枚,西川和子

胸部研特別セ ミナー

151回 1990年10月 2日

FibronectinandlntegrlnSinCellAdhesionandMigration

Dr.KennethM.Yamada(Nati()natInstituteofDentalResearch,NIH.USA)

152回 1990年12月 4日

膜結合 リボソーム経路とェクソサイトーシス

田代 裕 (関西医科大学教授)

153回 1991年 1月21日

固定化オペロンを使った原核生物転写調節機構の解析

嶋本伸雄 (国立遺伝学研究所 ･遺伝情報研究センター助教授)

154回 1991年 2月12日

MAPキナーゼの Go/G1期と M 期における活性化と機能

西田栄介 (東京大学理学部 ･生物化学教室)

155回 1991年 2月16日

活性化マクロファージとTNFの細胞障害機構

樋口昌宏 (東京大学薬学部生体異物 ･免疫化学)

156回 1991年 2月22日

肺の成長 ･発育と加齢変化

木田厚瑞 (東京都老人医療センター ･呼吸器科医長)

157回 1991年 3月9日

神経疾患モデル動物の病理形態学的検討

石原好弘 (東京都神経科学総合研究所)
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158回 1991年 3月22日

家族性アミロイドーシスの病因解析-モデル動物を用いた研究一

前田秀一郎 (熊本大学医学部生化学)

京大胸部研紀要 第24巻 第 1号

京都大学胸部疾患研究所創立50周年記念行事

日 時 平成 3年 2月2日 (土)午後 3時～午後7時

場 所 京 大 会 館

1.記念講演会

司 会 久野 健忘

演 題 ｢胸部疾患研究所初期の頃の思い出｣ 講演者 京都大学名誉教授 内藤 益-

2.記 念 式 典

司 会 三好 弓爾博

開 会 の 辞

挨 拶

来 賓 祝 辞

祝 電 披 露

閉 式 の 辞

3.祝 賀 会

司会 久世 文事

開 会 の 辞

挨 拶

乾 杯

祝 辞

開 会 の 辞

三好 禰博

大島 駿作

文部省学術国際局研究機関課長 佐々木正峰

全国研究所長会議第 2部会長
(東京大学応用微生物研究所長)

京都大学医学部長

水島 昭二

井村 祐夫

三好 禰博

三好 禰博

久世 文章

大島 駿作

京都大学名誉教授 植田 三郎

京都大学名誉教授 佐川弥之助

同窓会代表 有馬 弘毅

同窓会代表 杉本幾久雄

久世 文事
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環境呼吸器病学分野/臨床免疫学分野 (第 2内科)･検査部

〔著書 ･分担執筆〕

大島駿作編集,久野健忘,久世文事,泉 孝英,人見滋樹,高橋正治編集協力 :｢新呼吸器病学(改訂第3版)｣,

金芳堂,京都,1991,2編 1章 病歴,主要症状,理学的診断法,p･47-53(大島), 2編4章 気管支鏡検査,

p･87-90(門),2編7章 血液検査,化学検査 および免疫学的検査,p･103-108(大島),3編 1童 対症療

法,p･117-118(大島),4編 2章 肺胞気管支系の異常拡張および閉塞,p･205-216(松井),4編 3章 気管

支鴨息,p･217-238(泉,福田),4編4章 慢性閉塞性肺疾患 ･細気管支領域の疾患 1.成人呼吸促迫症候群

(A良DS),p･255-257(木野),4編6章 原因不明のびまん性間質性肺炎 ･肺線維症,p･271-280(北市,泉),

4編7章 免疫学的肺疾患,p･281-294(長井,泉),4編 8葦 産業性呼吸器疾患,p･295-306(藤村,良),

4編10章 その他の気管支 ･肺疾患,p･333～342(木野),4編11章 肺の発生と先天異常 §2先天性呼吸器疾

患 3.肺形成不全,p･345-347 6.嚢胞性疾患,p･351-352(木野),4編12章 全身性疾患における肺病変,

p･359-370(江村,泉)

泉 孝英 :Lecture19肺の防御 ･免疫機能(1),p･236-243,Lecture22肺の防御 ･免疫機能 (4)感染因子と

肺の反応(1),p･277-290,Lecture23肺の防御 ･免疫機能(5)感染因子と肺の反応(2),p･291-304,Lecture23

肺の防御 ･免疫機能(6)感染因子と肺の反応(二3),p･305-319,本間日臣編集,｢呼吸器病学｣,医学書院,1990.

泉 孝英 :第正編 実践一適応と使い方のコツ- 第 2章呼吸器疾患,柏崎禎夫編集,｢副腎皮質ステロイド

剤の適応と使い方のコツ｣,医薬ジャーナル社,東京,1990.

泉 孝英 :Ⅱ8.噂下性肺炎,p･263-265,Ⅸ4.サルコイドーシス,p･462-470,5.Wegener肉芽腫症,p･470

-475,6.Goodpasture症候群,p･475-479,太田保世,川上義和編集,｢呼吸器病学｣,中外医学社,東京,1990.

Sharma,OmP.,Izumi,T.:17CannonGW,ZimmermanGAed･,TheLunginRheumaticDiseases,p･433-

459,Marce】Dekker】,New York,1990.

木野稔也,安場広高,佐竹範夫,大島駿作 :アレルギー性気管支肺真菌症 tABPF)における気管支粘液栓子

の形成と中心性気管支拡張-粘液栓子に含まれる活性化好酸球の気道壁神経-の障害による可能性,佐竹辰夫編

集,｢AirwaySecretions｣;気道分泌,メディカル ･ジャ-ナル社,p･81-89,1990.

Colby,T･Ⅴ･,Lombard,C･,Youse机 S･A･,Kitaichi,M･:AtlasofPulmonarySurglCalPathology,W･B･Saun･

dersCompany,Philadelphia,1991･

Kitaichi,M･,Nishimtlra,K･,Izumi,T∴ Diffusepanbronchiolitis･LungDiseaseintheTropics･Ed･byShaト

ma,0.P.,MarcelDekker,Inc.,New Yorl(,p･479-509,1991.

泉 孝英,北市正則,西村浩一 :｢産業医のためのじん肺エックス線写真図譜｣,千代谷慶三,志田寿夫,野辺

地篤郎,細田 裕編集,症例 1-14,32歳男性 酸化ベリリウム取扱作業,p･60-61,症例 8-9,特発性肺線

維症,p･178-179,ろっぽう新杜,東京,1991.

泉 孝英 :呼吸器疾患に伴う消化器病変,多賀須幸男,大菅俊明総編集,｢今日の消化器疾患治療指針｣,p･39

-40,医学書院,東京,1991.

〔綜 説〕

泉 孝英 :特集 ｢びまん性汎細気管支炎一一最近の話題｣,序,Medico,21(7):1,1990.

泉 孝英,北市正則 :びまん性肺疾患の肺生検,臨床医,16(ll):1960-1963,1990.

泉 孝英,長井苑子,大島駿作 :間質性肺炎,日本臨林増刊臨床免疫下巻 :343-349,1990.
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泉 孝英 :特集 ｢内科最近の動き一治療を中心として-｣,呼吸器疾患,内科,67(1):4- 8,1991.

泉 孝英 :慢性気管支炎,日本医師会雑誌,105(5):731-732,1991.

木野稔也 :アレルギー性気管支 ･肺疾患と真菌,CurrentlnsightsinAllergy(アレルギー-今日の考え方),

6(2):17.-19,1990.

木野稔也,安場広高 :特集 ｢鴨息と細胞｣,血小板-気管支鴨息の病態における血小板の関与の可能性,鴨息,

3(4):86-93,1990.

木野稔也 :特集 ｢アレルギー疾患治療の実際｣,昆虫アレルギー,medicina,28(2):350-352,1991.

木野稔也 :特集 ｢気管支鴨息とアレルゲン｣,昆虫アレルゲンと気管支鴨息,嘱息,4(1):73-80,1991.

北市正則 :特集 ｢びまん性汎細気管支炎一最近の話題｣,病理像一炎症性気道疾患としてのびまん性汎細気管

支炎-,びまん性汎細気管支炎の病理像,Medico,21:9108-9110,9119-9121,1990.

北市正則,川谷睦夫,重松三知夫,三尾直士,西村浩一,長井苑子,松井祐佐公,木野稔也,泉 孝英,兼松

隆志 :特集 ｢肺炎の画像診断｣,非感染性急性びまん性肺疾患,臨床画像,7:64-75,1991.

北市正則 :ヨoop,内科,67:477-481,1991.

長井苑子,泉 孝英 :気管支肺胞洗浄 (BAL)検査の適応と限界,medicina,27(5):770-771,1990.

長井苑子,泉 孝英 :気管支肺胞洗浄液の診断的意義,TherapeuticResearch,ll(6):15-21,1990.

長井苑子,三尾直士,泉 孝英 :肺の線維化とサイ トカイン,代謝,27(9):23-31,1990.

長井苑子 :呼吸器 Stateofart:リンパ球,医学のあゆみ 別冊,p･96-98,1990.

長井苑子,三尾直士,泉 孝英 :間質性肺疾患の治療一病態からのアプローチ,4.特発性肺線維症の病態よ

り見た病因論,内科,67:418-422,1990.

長井苑子,泉 孝英 :サルコイドーシスの BALF所見,医学のあゆみ,156:51-55,1991.

西村浩一 :我が国における気道閉塞疾患-COPD とその周辺をめぐるいくつかの問題点について-, 京都大

学胸部疾患研究所紀要,23(1･2):19-38,1990.

西村浩一 :特集 ｢びまん性汎細気管支炎一最近の話題｣, 臨床像一臨床所見 ･画像診断を中心に-,Medico,

21(7):9101-9107,1990.

西村浩一 :特集 ｢びまん性汎細気管支炎一最近の話題｣,びまん性汎細気管支炎の画像診断,Medico,21(7):

9118,1990.

西村浩一,泉 孝英,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT 診断｣, シリーズ1.肺疾患の診断における胸部Ⅹ線

CT の位置付け,最新医学,45(10):2037-2041,1990.

西村浩一,三尾直士,長井苑子,松井祐佐公,門 政男,泉 孝英,大島駿作,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の

CT診断｣,シリーズ3.小葉中心性分布を示す疾患 (1) びまん性汎細気管支炎,気道散布性結核,非定型抗酸

菌症,最新医学,45(12):2402-2407,1990.

西村浩一,北市正則,長井苑子,泉 孝英,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣,シリーズ4.小葉中心性

分布を示す疾患(2) 過敏性肺蔵炎,肺好酸球性肉芽腫症,慢性ベ リリウム肺,珪肺,マイコプラズマ肺炎,良

新医学,46(1):184-189,1991.

西村浩一,三尾直士,川谷暁夫,長井苑子,北市正則,泉 孝英,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣,

シリーズ 5･汎小葉性分布を示す疾患,最新医学,46(2):346-351,1991.

西村浩一,長井苑子,北市正則,泉 孝英,益崎裕幸,伊藤春海 :講座 ｢胸部疾患の CT診断｣, シリーズ6.

気管支血管周囲性病変分布を示す疾患,最新医学,46(3):526-531,1991.

〔原 著〕

泉 孝英,北市正則,長井苑子 :第16回箱根呼吸討論会記録,IPFおよび関連疾患における BALF細胞所見

の臨床的意義,呼吸,9(5):626-635,1990.

泉 孝英 :第29回日本胸部疾患学会パネル ･ディスカッション ｢我が国における慢性閉塞性肺疾患,概念の整

理と成因,診断をめぐって｣,5.慢性気管支炎とその周辺,日胸疾会誌,28(3):410-416,1990.
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木野稔也,佐竹範夫,安場広高,福田康二,川口英人,楠目 馨,大島駿作,浅本 仁,故倉 恵,大山口

堤,中山昌彦,中村 昇,辻 重行,中橋弥生,原 洋,中村泰三,杉本幾久雄 :成人アトピー型気管支鴨息

患者と感染型気管支鴨息患者における定量噴霧式 (MDI)Procaterolの気管支拡張効果の比較,呼吸,10(1):86

-91,1991･

木野稔也,佐竹範夫,安場広高,平田健雄,大島駿作 :TXA2合成酵素特異的阻害剤 0XY-046経口投与によ

る気管支鴨息患者の血中 TXB2,6-keto-PGFlα値の変動,アレルギーの臨床,ll(3):217-220,1991.

門 政男,竹内 実,杉本幾久雄,安場広高,大畠駿作 :原発性肺癌患者における化学療法後の白血球減少に

対するZ-100の効果と作用機序について,診療と新薬,27(6):1091-1100,1990.

長井苑子 :肺サルコイドーシスの診断 ･活動度,日胸疾会誌,28(1):86-91,1990.

Nagai,S･,HtinÅung,Izumi,T･,etal:IL--1andIL 1inhibitoryactivityintheculturesupernatantsofa】veo-

】armacrophagesfrom patientswithinterstiLiallungdiseases,Chest,99:674-680,1991.

Nagai,S･:PathophysiologlCa]eva]uation｡fBALFcel]findingsinpatientswithpulmonarysarcoidosis:

ExaminationofactivatedT ceHs,Sarcoidosis,7:151-153,1990.

西村浩一,北市正則,泉 孝英,三尾直士,江村正仁,長井苑子,大島駿作,神頭 徹,千原幸司,川口英人,

金岡正樹,伊藤春海 :Pulmonarylymphangi｡1eiomyomatosis(肺 リンパ脈管筋膜症)におけるX線 CTと開胸肺

生検標本との比較検討,日胸疾会誌,28(5):691-697,1990.

三尾直士,長井苑子,竹内 実,北市正則,楠目 馨,川谷暁夫,泉 孝英 :特発性肺線維症症例における末

梢血糖粒球のオキシダント産生能冗進に関する検討,日胸疾会誌,28(9):1195-1201,1990.

Kawakatu,K･,Kino,T.,Yasuba,H.,Kawaguchi,H･,Tsubata,R･,Satake,N･,Oshima,S･:EffectofOzagrel

(OKY-046),athromboxanesynthetaseinhibitor,Ontheophyllinepharmacokineticsinasthmaticpetients,Inter･

nationalJournalofClinicalPharmacology,TherapyandToxicology,28(4):258-163,1990.

川合 満,木野稔也,浅本 仁,中川正清, 平林正孝,梅田文一,山田栄一 :成人気管支鴨息に対する選択的

トロンボキサンA2合成酵素阻害剤 OKY-046･200mg錠の臨床的検討,TherapeuticResearch,ll(7):2331-

2344,1990.

山本直彦,伊奈康孝,北市正則,原揮道美,田村昌士 :本邦における BOOp-とくに臨床像について-, 冒

胸疾会誌,28:1164-1173,1990.

末永直人,林 文明,宮内伸夫,中村 仁,北田 修,杉田 責,植松邦夫,北市正則 :肺梗塞および肝静脈

閉塞を呈 した HypereosinophlllCSyndromeの 1例,日胸疾会誌,19:239-243,1991.

〔学会記録,報告書,会議録〕

泉 孝英,西村浩一,北市正則 :びまん性汎細気管支炎における開胸肺生検標本とX線 CT像の比較検討,厚

生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究社平成元年度研究報告書,p･95-96,1990.

木野稔也 (研究鉦長):大都市成人気管支嘱息等の多様性因子に関する研究,公害健康被害補償予防協会委託

研究報告書,1991,調査研究方法の概要 p･3- 5 (木野),調査研究結果の概要 p･7-10(木野), (I)大都

市鴨息等調査患者対照研究 p･ll-36(木野),(Ⅱ)大都市成人気管支鴨息等の多様性因子に関する研究;昆虫ア

レルゲンによる気管支嘱息の研究-昆虫の発ノ生状況と気管支嘱息患者における昆虫特異的 IgE抗体の季節変動

について p･37-48(木野,大島),減感作未実施の気管支晴息患者における貢菌沈降抗体および特異的 IgG4(カ
ンジダ)についての検討 p.49-59(佐竹,安場,木野,大島),成人気管支鴨息患者の血中 ECP濃度の測定値

から見た気管支噂息の多様性についての検討 p･60-67(安場,佐竹,木野,大島),気管支鴨息,慢性閉塞性肺

疾患,びまん性汎細気管支炎症例における気管支拡張剤吸入テストおよび気道過敏性テス トの検討 p･97-114

(西村,小山 三尾,泉),鎮痛解熱剤による重症気管支鴨息発作の臨床的検討 p･115-130(浅本,佐々木,故倉)

北市正則 :ClinicalDPB と PathologicalDPB,TherapeuticResearch,ll:937-940,1990･

北市正則 :特発性肺線維症 (IPF/UIP)症例の急性増悪例の肺病変について,第41回間質性肺疾患研究会討議

鍾,p･78-92,1990.
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北市正則,長井苑子,川谷暁夫,西村浩一,楠目 馨,三尾直士,泉 孝英 :勝原病症例における肺病変につ

いて一開胸肺生検症例の検討から-,第42回間質性肺疾患研究会討議録,p･55-69,1990.

西村浩一,小山 弘,三尾直士,泉 孝英 :気管支鴨息,慢性閉塞性肺疾患,びまん性汎細気管支炎症例にお

ける気管支拡張剤吸入テス トおよび気道過敏性テス トの検討,公害健康被害補償予防協会委託業務報告 大都市

成人気管支嘱息等の多様性因子に関する研究報告書,p･97-114,1990.

西村浩一 :Symposium｢ェリスロマイシンはなぜびまん性汎細気管支炎に効くのか｣,Ⅲ.DPB に対するエリ

スロマイシンの有効性の検討をめぐって,1.効果の判定方法をめぐって,TherapeutlCResearch,ll(3):947

～950,1990.

〔学会,研究会発表〕

泉 孝英,北市正則,長井苑子,大島駿作 :腰原病症例における BALF細胞所見と開胸肺生検所見の比較検

討,第87回日本内科学会講演会 (1990.4.5.)

泉 孝英,長井苑子,北市正則,西村浩一,三尾直士,江村正仁,木野稔也,大島駿作 :サルコイドーシス症

例における病像の年代別 (1963-1989)変動,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.10.)

泉 孝英 :慢性噂息患者における投与薬剤 ･ピークフローメータ-使用の状況一噂息診療医に対するアンケー

ト調査成績から-,第 2回日本アレルギー学会春季臨時集会 (1990.4.20.)

泉 孝英 :慢性ベリリウム肺一日本における慢性ベ リリウム肺と診断上の問題点-,第18回箱根呼吸討論会

(1990.6.2.)

泉 孝英 :特別講演 ｢慢性ベリリウム症をめぐって｣,第15回職業性アレルギー研究会 (1990.7.13.)

泉 孝英,北市正則,西村浩一 :CT検査のびまん性肺疾患の診断上における有用性に関す る検討,第36回

FLD シンポジウム (1990.9.2.)

泉 孝英,長井苑子,北市正則 :腰原病肺症例における BALF細胞所見と開胸肺生検所見-カンサス ･シテ

ィからロンドンまで-,第36回 FLD シンポジウム (1990.9.2.)

Izuml,T.,Nagal,S･,Kusume,K･,Kitaichi,M･:Bronchoalveolarlavagefluidcellanalysisreflectshistopatho･

logicalfindingsofinterstitiallungdiseaseassociatedwithcollagenvesculardisease,JointMeetingSEp-SEPCR

(London,1990･9･11･)

Izumi,T･,Nagai,S･:DiagnosticvalueofBALFcellfindingsindiffuseinBltrativelungdiseases,Inter-

nationalSymposium onBronchology(NoviSad,1990.10.12.)

泉 孝英 :特別講演 ｢肺移植の世界と日本の現況一内科の立場からの肺移植の適応と今後の課題｣,第66回日

本結核病学会 ･第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

木野稔也,佐竹範夫,安場広高,川口英人,楠目 馨,福田康二,大島駿作,浅本 仁,故倉 恵,大山口

堤,中山昌彦,中村 昇,辻 重行,中橋弥生,原 洋,中村泰三 :成人ア トピー型噛息と非アトピー型嘱息

における定量噴霧式 82 刺激剤の吸入効果の比較,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.ll.)

木野稔也,佐竹範夫,安場広高,平田健雄,大島駿作 :OKY-046経口投与 による気管支 鳴息患者 の血 中

TXB2,6-keto-PGFlα 値の変動,第 2回アレルギー学会春期臨床集会 (1990.4.21.)

弗原順一,中島重徳,木野稔也,Capron,M･:パネルディスカッション ｢肺と好酸球｣,好酸球性肺炎の肺好

酸球の特徴と成立機序,第 2回日本アレルギー学会春期臨床集会 (1990.4.20.)

入船盛弘,荻野 敏,原田 保,洪 蘇玲,木野稔也 :アレルギー性鼻炎における昆虫抗原皮内反応成績,罪

2回日本アレルギー学会春期臨床集会 (1990.4.21.)

浅見則夫,安場広高,松井祐佐公,木野稔也,大島駿作,黒住真史,山根すま子,竹田俊男 :夜間の噛嶋を主

訴とし著明な気管狭窄を呈 した縦隔原発 Lymphoblasticlymphomaの一例,第65回日本結核病学会 ･第35回日

本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.)

土屋良記,下方 薫,中西和夫,西脇敬祐,木野稔也 :醤油醸造工に発症 した麹 (AspergillusoryzaeJによる

過敏性肺臓炎,第21回職業アレルギー研究会 (1990.7.20.)
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Kino,T･,Satake,N･,Yasuba,H･,Oshima,S･:Frequentandinvoluntarysensitization byinhalantinsect

allergensinpatientswithbronchialasthma,Of丘cialSatelliteMeetingNagoya,XⅢthWorldCongressofAs -

thmology(Nagoya,1990.10.)

Kino,T･,Satake,N･,Yasuba,H･,Oshilna,S･,Asamoto,H･,Nakayama,M･,Har乱,H.:Inhalationtechni-

quesforthepressurizedaerosolmetered-doseinhaler(MDI)andfactorsthatinauencebronchodilatorresponse

inadultasthmaticpatients,XⅢthWorldCongressofAsthmology(Maebashi,1990.10.)

Kino,T･,Satake,N･,Yasuba,H,Oshima,S･:SignificantreductionofthromboxaneA2(TXA2)synthesisby

oral administrationofOKY-046(200mgtwicedaily)inadultasthmaticpatients,XⅢthWorldCongressof

As thmology(Maebashi,1990･10･)

Simokita,K･,Nisiwaki,K･,Kino,T･:HypersensitivitypneumonitisduetoAsperglruSOryZaeinasoysource

(shoyu)brewer,0托calSatelliteMeetingNagoya,XⅢthWorldCongressofAsthmology(Nagoya,1990･10･)

門 政男,大島駿作 :近畿気管支鏡懇話会の17年を振 り返 って,第42回近畿気管支鏡懇話会 (1991.3.27.)

北市正則,長井苑子,泉 孝英,川谷暁夫,楠目 馨,佐竹範夫,西村浩一,松井祐佐公,木野稔也,大島駿

作,千原幸司,青木 稔,人見滋樹,田中 茂,藤村直樹 :腰原病症例における開胸肺生検所見,第30回日本胸

部疾患学会総会 (1990.4.9.) .

北市正則 :ミニ ･シンポジウム ｢経気管支採取材料の示すもの｣,経気管支肺生検と開胸肺生検の役割につい

て-BOOP の鑑別診断を中心として-,第13回日本気管支学会総会 (1990.6.2.)

北市正則,泉 孝英 :イク リヤ,台湾,韓国,米国からの DPB症例について-DPB の鑑別診断の立場から

-,第13回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1990.7･28.)

北市正則 :BOOP の臨床像と病理像, 第73回国際胸部疾患学会 (lACI)S)日本支部定期講演会 (1990.9.8.)

Kitaichi,M･,Nagai,S･,Izumi,T･:Openlungbiopsyfindingsininterstitiallungdiseaseassociatedwith

collagenvasculardiseases(ILD-CV),JointMeetingSEp-SEPCR (London,1990･9･13･)

北市正則,長井苑子,泉 孝英 :好酸球性肺炎の診断の問題点について,特発性 BOOP と比較 した開胸肺生

検症例の血液像と BALF細胞分画の検討から,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.14.)

Kitaichi,M･:DifferentialdiagnosisofI30OP,includingeosinophilicpneumonia,InternationalCongresson

石OOP(Kyoto,1990･12･り

北市正則,西村浩一,長井苑子,泉 孝英 :京大胸部研における開胸肺生検218例 (196611990)の検討一特に

原因不明の間質性肺炎の病型分類について一一,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成 2年度第 2回班会

読 (1990.12.7.)

長井苑子,黍焚煙,冨田由美子,ティンオン,北市正則,泉 孝英 :間質性肺疾患における CD8+DR+細胞

のアクセサ リー細胞としての役割の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)

長井苑子,ティンオン,竹内 実,川谷暁夫,楠目 撃,北市正則,泉 孝英,藤村直樹 :サルコイドーシス

症例の肺外病変が活動度としての BALF リンパ球に及ぼす影響について,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.

4.9.)

Nagai･S･,Tsai,Y･H･,Tomita,Y･,Htin-Aung,Izumi,T･:TheroleoflungHLA-DR+CD8+Tcellsasac･

cessorycellsin patientswithinterstitialpneumoniae,WorldConferenceonlungHealth (Boston,1990.5.

21.)

長井苑子 :サルコイドーシスにおける BALF 細胞所見は何を反映しているか,第18回箱根呼吸討論会 ｢肉芽

膜性肺疾患｣(1990.6.2.)

長井苑子,北市正則,江村正仁,三尾直士,楠目 馨,川谷暁夫,泉 孝英 :腰原病肺症例における開胸肺生

検所見と BALF細胞所見,第18回臨床免疫学会総会 (1990.6.28.)

Nagai,S,,Tekeyama,M･1Kondo,K･,Takayama,F･,Kitaichi,M･,Izumi,T･:Significantdecreaseofgastrin

releasingpeptideinBALFinidiopathicpulmonaryfibrosis,JointMeeting SEPISEPCR (London,199019･

10･)

Nagai,S･,Takeuchi,M･,Htin-Åung,Kitaichi,M･,Izumi,T∴ IL-1inhibitoryfactorreleasedfrom alveolar
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macrophagesininterstitiallungdiseases,JointMeetingSEp-SEPCR (London,1990･9･12.)

長井苑子 :シンポジウム ｢間質性肺疾患 (びまん性肺疾患)の診断｣,サルコイドーシスの診断と BAL の意

義,第26回日本医学放射線学会秋期臨床大会 (1990.10.2.)

長井苑子 :イブニングシンポジウム ｢マクロファージの機能｣,肺マクロファージの機能-Ⅰし 1,IL-1抑制活

性を中心に-,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.14.)

長井苑子,泉 孝英 :シンポジウム2 ｢サルコイドーシスと HLA･人種差｣,肺サルコイドーシス慢性症例

と自然寛解例における HLA 抗原の検討,第10回日本サルコイドーシス学会総会 (1990.ll.16.)

長井苑子 :シンポジウム ｢BOOP をめぐって｣,BOOp-BALF細胞所見と病態生理 (1990.12.1.)

長井苑子,泉 孝英 :サルコイドーシス BALF 細胞所見の診断学的意義,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調

査研究姓平成 2年度第 2回班会議 (1990.12.7.)

長井苑子 :シンポジウム ｢ウイルス性肺炎をめぐって｣,間質性肺炎の増悪因子としての ウイルス性肺炎,節

37回 FLD シンポジウム (1990.3.2.)

西村浩一,三尾直士,泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎における β2-agOnistの急性効果についての検討一慢

性肺気腫との比較-,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.ll.)

西村浩一,三尾直士,泉 孝英 :慢性肺気腫およびびまん性汎細気管支炎におけるピークフローメータ-を使

用 した気道閉塞の日内変動の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.ll.)

Nishimura,K"Kitaichi,M･,Izumi,T･,Oshima,S･,Kanaoka,M･,Itoh,H･:Reassessmentofsecondarypul-

monarylobulefらrdiagnosisofcentrilobularlesionbyhighresolutioncomputedtomography(HRCT),World

ConferenceonLungHealth(Boston,1990･5･21･)

Nishimura,K.,Mio,T･,Izumi,T∴ Resultsofone-yeartreatmentwitherythromycinfb∫diffusepanbronchi-

olitis,JointMeetingSEp-SEPCR (London,1990･9･lot)

西村浩一,泉 孝英,長井苑子,北市正則,大島駿作,伊藤春海 :胸部Ⅹ線写真および CTによるサルコイド

ーシスの鑑別診断,第10回日本サルコイドーシス学会総会 (1990.ll.17.)

Nishimura,K･:ChestX-rayandCT findings,InternationalCongressonBOOP(Kyoto,1990･12･1.)

西村浩一,泉 孝英,伊藤春海 :びまん性肺疾患の鑑別診断における胸部X線写真とⅩ線 CTの有用性に関す

る検討,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成 2年度第 2回班会議 (1990.12.7.)

安場広高,木野稔也,佐竹範夫,平田健雄,大島駿作 :血小板による好中球 および好酸球の Chemilumines-

cenceに及ぼす影響,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)

安場広高,佐竹範夫,木野稔也,大島駿作 :鴨息患者の血中 ECP濃度一夫棺血好酸球数との関係および血祭

と血清の比較,第4回アレルギー好酸球研究会 (1990.6.1.)

Yasuba,H.,Kino,T･,Chihara,J･,Satake,N･,Oshima,S･･.Platelethyperreactivityinreleasereactionand

reducedbindingofPF40nendothelialcellsurfaceinbronchialasthma,Of丘cialSatelliteMeetinglnNagoya,

xⅢ WorldCongressofAsthmologytNagoya,1990･10･20.)

Yasuba,H･,Kino,T･,Satake,N･,Oshima,S･,Chihara,J･'･Thrombin,plateletreleaseandeosinophilfunc-

tioninbronchialasthma,ⅩⅢ WorldCongressofAsthmology(Maebashi,1990･10･23･)

安場広高,佐竹範夫,木野稔也,大島駿作 :好中球からの ECP類似物質の放出,第40回日本アレルギー学会

総会 (1990.ll.16.)

安場広高,小山 弘,門 政男,大島駿作 :肺門部腫膚影を呈し,副心臓文に開口した Cystの一例,第41回

近畿気管支鏡懇話会 (1990.12.19.)

Mio,T･,Nagai,S･,Izumi,T.:Proliferativecharacteristicsof丘broblastlinesderivedfromopenlungbiopsy

specimensofpatientswithIPF(UIP),WorldConferenceonLungHealth(Boston,199015･22･)

Mio,T.,Nishimura,K･,Izumi,T･-･ComparisonofnonspecifiCbronchialresponsivenessbetweentwodifferent

typesofchronicairRowlimitation:COPD vs･diffusepanbronchiolitis,WorldConferenceon LungHealth

(Boston,1990･5･22･)

佐竹範夫,安場広高,木野稔也,大島駿作 :気管支鴨息患者における真菌沈降抗体の臨床的検討,第30回日本
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胸部疾患学会総会 (1990･4･lot)

佐竹範夫,木野稔也,安場広高,大島駿作 :成人気管支鴨息における定量噴霧式吸入器 (MDI)による気管支

拡張剤の気管支拡張効果に与える要因 (吸入方法指導など)の調査,第17回臨床アレルギー研究会 (1990.7.21.)

佐竹範夫,安場広高,木野稔也,大島駿作 :気管支嘱恩患者における末梢血頼粒球からの ECP放出能および

血中 ECP濃度についての検討,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.16.)

ティンオン,長井苑子,黍焚燈,富田由美子,北市正則,泉 孝英 :間質性肺疾患における CD8+DR+細胞

のアクセサリー細胞としての役割の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4･10.)

HtinAung,Nagai,S･,Takeuchi,M.,Izumi,T･:Tlymphocytemotilitytointerleukin-Iandangiotensin-Ⅲ

inpatientswithsarcoidosis,WorldConferenceonLungHealth(Boston,1990･5･24.)

ティンオン,長井苑子,泉 孝英 :IL-1抑制活性に及ぼすプレドニンおよびホスホマイシンの作用,第18回日

本臨床免疫学会総会 (1990.6.30･)

ティンオン,長井苑子,泉 孝英 :間質性肺疾患における DR 抗原陽性T細胞の機能的検討, 厚生省特定疾

患びまん性肺疾患調査研究班平成2年度第 2回班会議 (1990.12.7.)

川谷暁夫,長井苑子,楠目 撃,三尾直士,江村正仁,北市正則,大島駿作,泉 孝英,藤村直樹 :サルコイド

ーシス症例における BALF･T リンパ球上の CD2抗原強度に関する検討,第30回 日本胸部疾患学会総会

1990.4.9.)

川谷暁夫,北市正則,長井苑子,山下健三,三尾直士,西村浩一,松井祐佐公,大島駿作,泉 孝英 :特発性

肺線維症 (IPF/UIP)に合併した肺癌症例の臨床的 ･病理学的検討,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班

平成 2年度第 2回妊会議 (1990.12.7.)

田中 茂,長井苑子,川谷暁夫,西村浩一一,北市正則,大島駿作,泉 孝英 :副鼻腔気管支症候群が疑われ,

胸部Ⅹ線上びまん性小粒状陰影を呈し,開胸肺生検にてサルコイドーシスと診断された一例,第10回日本サルコ

イドーシス学会総会 (1990.ll.16.)

竹内 芙 :ヒト細胞マクロファージ由来の IL-1インヒビターの作用機序とその特異性について,第33回京大

臨床免疫研究会 (1991.1.12.)

竹内 実,長井苑子,HtinÅung,泉 孝英,中田 博 :ヒト細胞マクロファージ由来の lL1抑制因子の作

用機序,第37回 FLD シンポジウム (1991.3.2.)

崎戸 修,千住玲子,平谷一人,門田淳一,福島喜代康,小森清和,神田哲郎,贋田正毅,原 耕平,綾部公

課,富田正雄,北市正則 :開胸肺生検にて診断し得た特発性肺線維症と慢性過敏性肺臓炎の臨床的検討,第30回

日本胸部疾患学会総会 (1990.2.9.)

千住玲子,崎戸 修,平谷一人,門田淳一,福島喜代康,小森清和,神田哲郎,安田正毅,原 耕平,綾部公

充,富田正雄,北市正則 :臨床的にDPBと考えられた開胸肺生検例の検討,第30回日本胸部疾患学会総会(1990.

4.ll.)

桐谷良一,佐藤敦夫,久世文事,北市正則,黒住実史,鈴木康弘,田口善夫,郡 義明,岩田猛邦,小橋陽一

郎,山本 暁,北谷文彦 :びまん性汎細気管支炎における泡沫細胞集族の成立過程に関する検討,第30回日本胸

部疾患学会総会 (1990.4.ll.)

田村呂士,平賀洋明,岩井和郎,立花輝夫,武村民子,北市正則,河端美則 :サルコイドーシス剖検資料収集

1939-1988,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究斑平成 2年度第 2回班会議 (1990.12.7.)

斎木茂樹,米田良蔵,本間行彦,岩田猛邦,北市正則 :ⅠIPと勝原病肺の組織像の比較-開胸肺生検例を中心

に-,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成 2年度第2回斑会議 (1990.12･7･)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本贋子,石原亨介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,安井一

宿,北市正則 :びまん性陰影を呈し,ステロイドに反応せず入院後約 2ケ月の経過で死亡した鉄工所経営者の 1

例,第52回びまん性肺疾患研究会 (1991.2.2.)

木村雅英,能知里美,大道近也,斎木英資,川畑英伸,大野城太郎,黒川 健,鍵本伸二,黄 正一,金地研

二,松村理司,北市正則 :中年男性に特に背景なく発症したぴまん性肺疾患の1例,第52回びまん性肺疾患研究

会 (1991.2.2.)
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福永隆文,杉浦直治,筒井多佳志,川上賢三,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :気道イ

ンピーダンスの閉塞性障害検査としての有用性の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,杉浦直治,田中聖子,筒井多佳志,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :COP-

D症例の吸気初期位相における ChestFlow(Vo.1)と換気 ドライブおよび換気力学特性との関係について,第30

回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)

三嶋理晃,杉浦直治,福永隆文,川上賢三,田中豊子,久野健志,西村浩一 :COPD における安静呼吸時の

ChestFlow と MouthFlow の位相差の増大因子の検討,第41回閉塞性肺疾患研究会 (1990.7.15.)

福永隆文,川上貿三,杉浦直治,田中聖子,酒井直樹,三嶋理晃,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :安静呼吸

における気道 ･胸郭インピーダンスの呼吸相による変化,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

杉浦直治,三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,酒井直樹,田中豊子,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :抵抗負荷

が ChestFlow と MouthFlowの位相差に及ぼす影響について,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.

1.)

酒井直樹,福永隆文,川上貿三,杉浦直治,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘,小山 弘,西村浩一,泉 孝英

:胸部 CT のコンピュータ処理による肺気腫指標作成の試み,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.

1.)

三嶋理晃,杉浦直治,川上賢三,酒井直樹,田中豊子,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :閉塞性障害における

ChestFlow と MouthFlowの位相差の増大因子と,吸入気の加温 ･加湿の位相差への影響に関する検討,第42

回閉塞性肺疾患研究会 (1991.2.3.)

岩田哲史,笹岡正弘,川口英人,安場広高,国立裕之 :多発性脳結核腫を伴 った粟粒結核症の一例,第66回日

本結核病学会近畿地方会 (1990.12.1.)

〔そ の 他〕

大島駿作 :最近経験 した呼吸器疾患症例,大島駿作教授停年退官記念講演会 (1991.3.16.)

V 泉 孝英 :好酸球性肺炎,第11回胸部疾患セミナー ｢アレルギー性肺疾患-のアプローチ｣(1990.4.12.)

泉 孝英,工藤期二編集 :エリスロマイシンはなぜびまん性汎細気管支炎に効 くのか,TherapeuticResearch

Symposium SeriesNo･149,1990.

泉 孝英 :特集 ｢内科疾患の診断基準 ･病型分類 ･重症度｣,I300P(bronchiolitisobliteransorganizingpneu-

monia),内科,65(6):1046,1990.

レ 泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎一最近の話題-,浜松医大第 2内科セミナー (1990.6.4.)

レ
泉 孝英 :ベリリウムによる障害,ラジオ短波 (1990.7.23.)

泉 孝英(司会),岩田猛邦,工藤期二 :座談会 ｢びまん性汎細気管支炎の最近の話題｣,Medico,21(7):16-

40,1990.

泉 孝英(司会),猪熊茂子,岩田猛邦,長井苑子,中田絃一郎 :座談会 ｢間質性肺疾患のステロイド療法｣,秤

吹,9(8):927-940,1990.

V泉 孝英 :主題 ｢びまん性細気管支炎｣,1･臨床病理の立場より,第 4回九州呼吸器シンポジウム (1990･9･

29.)

レ泉 孝英 :COPD の診断と治療,山形県 ･山形市医師会講演会 (1990.12.5.)

Izumi,T･:FrestschriftforJacquesChretien･Sarcoidosisinthe1990S:Avenueforthefuture,Respiration,

57(3):176-179,1990.

泉 孝英 :特集 ｢各科領域における自己免疫疾患 <最近の研究成果と臨床応用>｣,呼吸器疾患領域における

自己免疫疾患,TOKYO TANABEQUARTERLY,38:54-60,1990.

i/泉 孝英 :特発性間質性肺炎および勝原病性間質性肺炎の新しい認識,済生会下関総合病院肺疾患勉強会

1990.12.22.)

レ塊 孝英 :慢性閉塞性肺疾患 (COPD)と治療薬剤,京都府病院薬剤師会講演会 (1991.1.10.)
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V 泉 孝英 :抗生物質がきかない肺炎,第 3回日本医師会生涯教育講座 ･第 3回秋田県臨床内科 医学会 (1991･

1.27.)

レ′泉 孝英 :特別講演 ｢COPD (慢性閉塞性肺疾患)の診断と治療一特に吸入療法について-｣,第75回長崎実

地医家のための会 (1991.1.30.)

〆泉 孝英 :UIP と BOOP,E]本短波放送 (1991.2.5.)

レ泉 孝英,古庄巻史,石原享介,藤村直樹,中島明雄,三浦-棉,西村浩一,Newhous,M.T,:ラウンドテー

ブル ･ディスカッション ｢気管支嘱息における吸入療法｣(1991.2.10.)

V 泉 孝英 :特別講演 ｢慢性閉塞性肺疾患の診断と治療1-特に吸入療法について｣,飛弾臨床医会 (1991.2.13.)

レ泉 孝英 ‥特別講演 ｢好酸球性肺炎をめぐって｣,第6回兵庫 ･免疫アレルギー研究会 (1991･2･16･)

,-泉 孝英 :びまん性肺疾患の画像診断,東播胸部疾患研究会 (1991.2.19.)

レ 泉 孝英 :特別講演 ｢慢性閉塞性肺疾患の診断と治療一特に吸入療法について｣,沖縄県医師会医学会 ･沖縄

県内科医会 (1991.2.22.)

[ 泉 孝英 :特別講演 ｢COPD の診断と治療一吸入療法を中心に-｣,第10回吸入療法研究会 (1991.3.15.)

/ 泉 孝英 :結核の診断と治療の動向,神戸市医師会 ･神戸市衛生局共催結核講演会 (1991.3.23.)

L泉 孝英 :閉塞性肺疾患の診断と治療-吸入療法を中,L､に-,石川県臨床内科医会講演会 (1991.3.27.)

木野稔也 :嘱息長期治療多施設共同研究中間報告 ｢抗アレルギー剤の長期投与の効果｣,第 3回京滋鴨息研究

会 (1990.9･1･)

木野稔也 :シンポジウム ｢気管支嘱息における吸入療法｣, 司会のことばと吸入療法の概論,第23回京滋アレ

ルギー懇話会 (1990.2.8.)

木野稔也 :特別講演 ｢気管支嘱息の診断と治療｣,第6回血清研究会 (1990.10.13.)

木野稔也 :｢アレルギー診察室｣,動物性アレルゲンと鴨息,ラジオ大阪 (1990.12.9.)

木野稔也 :特別講演 ｢昆虫アレルゲンとアレルギー反応｣,第 5回和歌山県免疫 ･アレルギー研究会 (1991.2.

9.)

木野稔也 :気管支嘱息の診断と治療に関する新 しい方針,東京田辺製薬全国研修会 (1991.3.1.)

木野稔也 :気管支噛息の現況と診断 ･治療に関する最近の考え方,科研製薬研修会 (1991.3.6.)

木野稔也,平田健雄 :特別テーマ ｢治療に難渋した症例について｣,生理に伴い気管支嘱息症状の寛解増悪を

繰り返した難治性鴨息の一例,第24回京滋臨床アレルギー懇話会 (1991.3.30.)

長井苑子 :炎症性肺疾患とマクロファージ,ラジオ短波 医学の焦点 (1990.12.24.)

長井苑子 :BAL の手技と臨床応用,済生会下関総合病院呼吸器疾患勉強会 (1991.2･19.)

長井苑子 :BAL の基礎と最近の進歩,浜松医療センター呼吸器疾患勉強会 (199113･10.)

北市正則 :質疑応答 間質性肺炎の概念と分類,日本医事新報,No･3479,p･125-126,(1990･12･29･)

北市正則 :びまん性肺疾患の臨床と病理,特に UIP と BOOPの鑑別を中心として,第41回諌早地区胸部疾

患懇話会特別講演 (1990.5.18･)

北市正則 :特別講演 ｢原因不明の間質性肺炎の臨床像と病理像-DAD,UIP,BOOPを中心に-｣,第23回チ

ェスト･カンファレンス総会 (1990･7.21.)

北市正則 :びまん性肺野陰影を呈する肺疾患の病理組織像について,第 5回前橋赤十字病院学術講演会 (1991.

2.12.)

北市正則 :びまん性肺疾患の病理,神戸大学第一病理学教室学術講演会 (1991.2.12･)

西村浩一 :びまん性肺疾患における CT 読影のポイント,浜松市呼吸器科医勉強会 (1990･7.8･)

西村浩一 :びまん性肺疾患の CT診断-のアプローチ,静岡市立静岡病院呼吸器科勉強会 (1990.10.27.)

西村浩一 :びまん性肺疾患の CT診断,八尾徳洲全病院チェス トカンファレンス (1991.2.28.)

Nakashima,A.,Nishimura,K∴ Diffusepanbronchiolitis:itsclinicalfeaturesandCTcharacteristics,Special

LectureinPulmonaryDivision,Department｡fMedicine,CollegeorMedicine･UniversityHosplta】,TheMi一ton

S.HersheyMedicalCenter(Hershey,1990･5･25.)
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〔第2内科主催講演会〕

菅原信幸 :プロテオグリカンの機能と構造 (1990.5.)

桂 義元 :T細胞の分化 (1990.9.20.)

永田和宏 :ス トレス蛋白の機能の発現 (1990.12.13.)

大島 章 :臓器線維化の病理学一単クローン抗体による解析-(1991.1.31.)

猪熊茂子 :勝原病の肺病変をめぐって,1.肺シンチを用いた解析 2.皮膚筋炎 の間質性肺病変 (1991.2.

14.)

武山正治 :ノイロペプチ ドの機能と測定系 (1991.3.14.)

環境呼吸器病学分野 ･臨床免疫学分野関連施設

〔著書 ･分担執筆〕

Endo,K･,Hirata,K･,Takahashi,J･,Matsubayashi,K.,Saito,A･andNakashima,M･:Themovementrerated

potentialsandvisualevokedpotentialsinthehumanbrainathigh altitude,Sutton,J･R･.,Coates,G･,Remmers,

J･E･ed･,HypoxiaTheAdaptation,p･295,B･C.Deckerlnc･, Tronto,Philadelphia,1990･

宮城征四郎 :①気管支拡張症⑧気管支嚢胞⑧気管支腫療④巨大嚢胞,橋本信也編集 ｢医学 ･医療総論｣, p･84,

医歯薬出版,東京,1990.

宮城征四郎 :①排疾法と呼吸訓練⑧予防対策,長野 準編集 ｢成人鴨息の正 しい知識｣,p･79,1990.

宮城征四郎 :溺水,谷本晋一,書取訪邦夫編集 ｢ベッド･サイドの呼吸管理｣,p･172,南江堂,東京,1990.

宮城征四郎 :慢性呼吸不全のケア,日野原重明,阿部正和編集 ｢今日の治療指針第32版｣,p･801-802,医学

書院,東京,1990.

佐藤篤彦 :気管支拡張症,日野原重明,阿部正和編集 ｢今日の治療指針第32版｣,p･275-276, 医学書院,東

京,1990.

萩原正雄編集 :｢気管支鏡による気管支 ･肺疾患の診断｣,朝倉書店,東京,1990,転移性肺腫癌の気管支病変,

p･169-171(佐藤篤彦),肺胞蛋白症,p･215-219(佐藤篤彦,岡野昌彦)

浅本 仁,長坂行雄 :呼吸器疾患一初期診療と救急のポイント,ライフサイエンス出版株式会社,東京,1991.

Chihara,J,Nakajima,S･:Plateletsfactor4(PF4)haschemotacticactivityforeosinophilsandaugmentsFCy

andFCcreceptorexpressiononeosinophils:EosinophilsinAsthma,eds･J･Morley,p･151-156,Acadmic

Press,London,1990.

弗原順一,中島重徳 :噛息 ･アレルギー反応における血小板 ･好酸球間相互作用と血管内皮細胞の役割につい

て,小林節雄他編集 ｢嘱息に関与する細胞をめぐって｣,メディカル ･トリビューン,p･123-137,1990.

弗原順一,中島重徳,MoniqueCopron:Ⅰし5と好酸球一特に IL-5receptor発現の heterogeneity とその

機序について-,牧野荘平編集 ｢アトピー性疾患と細胞性免疫｣,DMW JAPAN,p.149-160,1990.

井原順一 :アレルギー性アスペルギルス症, 宮本昭正編集 ｢A Co一ourAtlasofAsthma｣,Charchil】PPS,p･

81-85,1990.

〔綜 説〕

宮城征四郎 :在宅ケア,肺と心,37(1):34-35,1990.

宮城征四郎 :急性呼吸不全一特に増悪の治療,現代医療,22(3):66-68,1990.

宮城征四郎 :ベッドサイド呼吸器病学 (Ⅲ)胸部理学所見による疾患のオリエンテーション,medicina,27(2)
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:348-350,1990.

宮城征四郎 :呼吸器感染症のプライマ リー一･ケア,medicina,27(3):540-543,1990.

宮城征四郎 :チアノーゼ,臨床成人病,20(5):753-757,1990.

宮城征四郎 :人工呼吸の適応疾患と対象疾患,medicina,27(5):821-823,1990.

宮城征四郎 :急性呼吸不全の治療,日本内科学会雑誌,79(6):51-56,1990.

宮城征四郎 :動脈血ガス分析の臨床,medicina,27(7):1263-1265,1990.

宮城征四郎 :交感性胸水の定義と診断,日本医事新報,2455:140-141,1990.

宮城征四郎 :呼吸器感染症の初期治療,東海呼吸器感染症会誌, 8:45-52,1990.

宮城征四郎,喜屋武幸男 :ニューモシスシス ･カ リニ肺炎の臨床,medicina,27(8):1440-1442,1990.

宮城征四郎 :慢性呼吸不全 ･基礎疾患による特徴とその対処法,Medica】Practice,7(10):1649-1653,1990.

宮城征四郎 :人工呼吸管理 適応とウィ一一ニ ング,診断と治療,78(12):2848-2852,1990.

宮城征四郎 :気管支鴨息における吸入療法の位置付け,medicina,28(2):374-376,1991.

宮城征四郎 :運動療法とトレーニングが効果ある呼吸器疾患,呼吸,10(3):296-300,1991.

宮城征四郎 :ばち指,日本医師会雑誌,105(5):697-700,1991.

佐藤篤彦,田村亨治,岡野昌彦 :各種疾患での感染合併 とそ の対策一糖 尿 病, 日本臨床,48:167-173,

1990.

佐藤篤彦,井田雅章,渡辺春充,岩田政敏,谷口正実 :Sj6gren症候群,MCTD,強直性脊椎炎,日本臨床,

48:541～545,1990.

佐藤篤彦,岩田政敏 :間質性肺炎の治療,総合臨床,39:1733-1734,1990.

佐藤篤彦,岩田政敏 :BOOP,現代医療,22:1653-1657,1990.

佐藤篤彦,須田隆文 :慢性閉塞性肺疾患の急性増悪の原因と治療,臨床看護,16･.181-185,1990.

佐藤寛彦 :このような易感染状態での呼吸器感染の治療のコツー脳血管障害,実験治療,618:7- 9,1990.

佐藤等彦,千田金吾,岡野昌彦,岩田政敏 :びまん性汎細気管支炎の病態,化学療法の領域,6:1424-1428,

1990.

佐藤篤彦 :呼吸器領域におけるステロイ ドの功罪一1.びまん性肺疾患のステロイ ド療法,SCOPE,29(5):18

-19,1990.

佐藤篤彦 :呼吸器領域におけるステロイ ドの功罪-2.びまん性汎細気管支炎の ステロイ ド療法,SCOPE,29

(6):18-19,1990.

佐藤等彦 :気管支鴨息患者-の非ステロイ ド抗炎症薬投与,日本医事新報,3462:130,1990.

佐藤等彦,中野 豊 :胸膜炎一胸水の鑑別と治療,原滞道夫,北村 諭編集 別冊医学のあゆみ 呼吸器疾患

-STATE OFARTS,医歯薬出版社,東京,394-396,1991.

佐藤篤彦,岩田政敏,北市正則,泉 孝英 :Lymphoidlnterstitia】Pneumonia,内科,67:495-498,1991.

Turton,C.W･G･,Fujimura,N∴ Chronicair丑owobstruction<partl>,MedicalEng】ish,4:6-12,40-43,

1990.

Turton,C･W･G･,Fujimura,N∴ Chronicairflowobstruction<part2>,Medica】Eng一ish,5:8-16,41-43,

1990.

藤村直樹 :気管支鴨息,medicina(内科エマージェンシーと救急手技),27(10):1898-1903,1990.

弗原順一 :気管支嘱息における血小板の役割,アレルギーの臨床,9:148-149,1990.

節原順一,中島重徳 :気管支鴨息と好酸球の機能および リザベン (トラニラス ト)の影響,キッセイクール,

7:21′-22,1990.

弗原順一,中島重徳 :好酸球-ce】トーO-ce】]interactionを中心に-,PharmaMedica,9:23-29,1991.

節原順一,中島重徳 :好酸球のレセプター,治療学,25:101-105,1991.
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〔原 著〕

中島道郎,川合 満,木野稔也,浅本 仁,岩田猛邦,南部静洋,田口善夫,群 義明 :気管支嘱息に対する

トロンボキサンA2(TXA2)合成酵素阻害剤 OKY-046錠の長期経口投与試験成績について,診療と新薬,27(5)

:767-789,1990.

中島道郎,杉江知治 :京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊シシャパ ンマ登頂記,済生,p.735-31,1990.

中島道郎 :60歳のシシャパ ンマ峰 (8,027m)登頂報告記一高齢者 (60歳)登山家ヒマラヤ8,000m を登頂-,

臨床スポーツ医学,7(10):1201-1206,1990.

中島道郎,斎藤惇生,遠藤克昭,松林公蔵,陣内陽介,瀬戸嗣郎,出水 明,平田和男,杉江知治,菅 典道,

戸部隆吉,林 一彦,足立みなみ,久保 茂 :1990年京都大学シシャパ ンマ峰 (8,027m)医学学術登山隊 (KUI

MREX90)報告,登山医学,10:135-144,1990.

宮城征四郎,伊礼壬紀夫,喜屋武幸男 :慢性閉塞性肺疾患 (COPD)における理学所見 と肺機能検査値との関

係,臨床病理,38(4):415-419,1990.

宮城征四郎,伊礼壬紀夫,喜屋武幸男,芋座達也 :ARDSの診断とその臨床 的意義,日胸疾会誌,29(2):

126/･-132,1991.

佐藤篤彦 :気道感染の免疫動態,日胸疾会誌,28:404-409,1990.

岡野昌彦,佐藤等彦,千田金吾,岩田政敏,安田和雅,志知 泉,須田隆文 :肺胞蛋白症における肺胞マクロ

ファージの機能と病態の関連性,日胸疾会誌,28:723-728,1990.

岡野昌彦,佐藤等彦,千田金吾,岩田政敏,安田和雅,志知 泉,須田隆文 :慢性気道感染症における血清

IgG サブクラスの検討,日胸疾会誌,28:1072-1077,1990.

堀口倫博,野木村宏,杉村久雄,伴野隆久,鈴木一也,原田幸雄,佐藤篤彦 :肺癌脳転移例の検討,肺癌,30

:1013-1019,1990.

岩田政敏,佐藤等彦 :ラット慢性細気管支炎モデルにおける気管支随伴 リンパ組織 (BALT)の組織学的検討,

感染症学会誌,64:557-563,1990.

今村正浩,妹川史朗,白井敏博,谷口正実,中滞浩二,佐藤篤彦 :原発性肺癌の縦隔ならびに肺門リンパ節転

移に関する超音波内視鏡と CT 診断との比較検討,日本医放会誌,50:1068-1081,1990.

白井敏博,佐藤篤彦,千田金吾,谷口正実,中津浩二,岸本披是明,和田龍蔵 :宿主要因からみた活動性結核

患者の死因の検討,結核,65:397-405,1990.

安田和雅,佐藤駕彦,千田金吾,志知 泉,岸本 肇,和田龍蔵,立田艮広,本田淳邸,山崎 晃 :結核化学

療法中に発生 した肝機能障害例の検討,結核,65:407-413,1990.

白井正浩,佐藤等彦,須田隆文,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,岡野昌彦,源馬 均,千田金吾 :肺結核と

Ca代謝,結核,65:415-419,1990.

白井敏博,佐藤等彦,谷口正実,今村正浩,妹川史郎,中津浩二,関谷 洋,新井富生,森田豊彦 :正常気管

支と交通 し,非定型抗酸菌感染を伴 った肺葉内肺分画症の 1例,日本胸部臨床,49:926-932,1990.

黄川田啓子,本田和徳,佐藤篤彦 :LIP(Limphoidinterstitia】pneumonia)と診断2年後,骨,肝,皮膚病変

を呈L Iymphomaであることが判明した1症例,日胸疾会誌,29:250-257,1991.

山崎 晃,佐藤等彦 :RA 患者における気管支一肺胞洗浄検査を用いた肺病変の検討,気管支学,13:13-20,

1991.

白井正浩,佐藤篤彦,千田金吾,岸本波是明,和田龍蔵,滝沢茂夫 :5年間にわたり同一会計事務所で認めら

れた結核集団発症,結核,66:1-6,1991.

秋山仁一郎,佐藤等彦,本田和徳,千田金吾,渡辺孝芳,岡野博一,岡野昌彦,谷口正実,源馬 均,青木秀

夫 :非小細胞癌に対する CDDP,ADM,VDSの併用化学療法 (CAV 療法),癌と化学療法, 18:419-424,

1991.

浅本 仁,故倉 恵,楠木秀和,糸山光麿,安部隆二,東日出夫,宮城征四郎,国島陸意,北市正則,難波紘

二 :柿,胸膜原発性悪性 リンパ腫の臨床像と病理像一日験5症例とわが国における報告例に関する考察-,日本
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胸部臨床,49(1):20-31,1990.

堤 健雄,小沢佳広,川上 明,藤井秀俊,浅本 仁 :シスプラチンとエトポシドの併用化学療法に伴う急性

心筋梗塞症,癌と化学療法,17:413-417,1990.

浅本 仁,故倉 恵,川上 明,藤井秀俊,小沢佳広,四方弘美,山田敦子,阿部文子 :呼吸器疾患患者の心

理学的検討-プライマ リーケアに向けての一助として-,医療,44:385-390,1990.

浅本 仁,北市正則,泉 孝英 :肺好酸球肉芽腫症,現代医療,22:1647-1652,1990.

川合 満,木野稔也,浅本 仁,中川正清,平林正孝,梅田文一,山田栄一 :成人気管支鴨息に対する選択的

トロンボキサンA2合成阻害剤 OKY-046･200錠の臨床的検討,TherapeuticResearch,ll(7):2331-2344,

1990.

浅本 仁,川上 明 :柴朴湯のテオフィリン血中濃度に対する影響について,漢方と免疫 ･アレルギー,4:

96-103,1990.

藤村直樹,阪本勝彦,今井弘行,橋本圭司,岡田英彦,中山昌彦,小山 弘,西村浩一,泉 孝英 :呼吸器感

染症に対するイセパシン (硫酸イセパマイシン)と p-ラクタム系抗生物質の併用療法による臨床的検討,薬理

と治療,18(12):261-272,1990･

藤村直樹 :気管支鴨息に対する Ketitifen-MR錠の使用経験一啄疾中好酸球の変動に注目して-,薬理と治療,

18(3):379-391,1990.

Shirakawa,T･,Kusaka,Y･,Fujimura,N･,Kato,M･,Heki,S･,Morimoto,K∴ Hardmeta】asthma.Crossim一

munologlCalandrespiratoryreaCtivltybetweencobaltandnickel,Thorax,45:267-271,1990･

藤村直樹,田中 茂,梅宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,長井苑子,泉 孝英 :慢性職息におけるピークフロ

ー自己測定による β刺激剤定期吸入および自己管理の効果,呼吸, 9(4):468-473,1990.

藤村直樹,田中 茂,梅宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,木村哲郎,長井苑子,泉 孝英 :定量噴霧吸入 (M

DI)療法不適応例に対するリザ-ヴァ- InspireEaseの使用効果について,呼吸,9(6):734-737,1990.

橋本圭司,谷口隆司,岡田英彦,浜本康平,中島道郎,今井弘行 :成因に真菌感染症の関与が考えられた気管

結石症の一例,日胸疾会誌,28(8):1114-1119,1190.

Chihara,T･,Plum乱s,J･,Gruart,Ⅴ･,Prim,L,Capron,A･,Capron,M∴ Characterizationofareceptorfらrin-

terleukin-50nhumaneosinophils:variousexpressionandinductionbygranulocyte/macrophageco】ony-stimu-

latingfactor,J･Exp･Med･,172:1347-1351,1990･

Emura,M.,Nagai,S･,Takeuchi,M･,Kitaichi,M･,Izumi,T･:lnvitroproductionofBcellgrowthfactorand

B celldifferentiationfactorbyperipheralb]oodmononuclearcellsandbronchoalveolarlavageTlymphocytes

from patientswithidiopathicpulmonaryfibrosis,Clin･Exp･Immunol･,82:133-139,1990.

〔学会記録 ･報告書 ･会議録〕

宮城征四郎 :噛息救命救急対策,平成元年度厚生省成人嘱息研究班記録集,p･85-90,1990.

石垣昌伸,芋座達也,喜屋武幸男,伊礼壬紀夫,宮城征四郎 :嘱息発作の重症度-Jonsson の鴨鴫の重症度と

ピーク ･フロー,平成元年度厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班研究業績集,p･137-140,1990.

佐藤篤彦,須田隆文,千田金吾,安田和雅 :サルコイドーシスにおけるステロイ ド吸入療法の評価,厚生省特

定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成元年度研究報告書,p･197-199,1990.

佐藤篤彦,千田金吾,岡野昌彦,岩田政敏,志知 泉 :静岡県下における DPBの実態,厚生省特定疾患びま

ん性肺疾患調査研究斑平成元年度研究報告書,p･116′-117,1990.

佐藤篤彦,岩田政敏,千田金吾,源馬 均,須田隆文 :沈降抗体陽性を示 した ⅠIP の治療と予後,厚生省特

定疾患びまん性肺疾患調査研究社平成元年度研究報告書,p･200-201,1990.

藤村直樹,北市正則,長井苑子,泉 孝英 :BOOP 21例の臨床経過,厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研

究班平成元年度研究報告書,p･12-21,199().
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〔学会 ･研究会発表〕

中島道郡,斎藤惇生,遠藤克昭,松林公蔵,陣内陽介,瀬戸嗣郎,出水 明,平田和男,杉江知治,菅 典道,

戸部隆吉,林 一彦,足立みなみ,久保 茂 :京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊報告,第11回登山医学シンポジ

ウム (1990.7.14.)

中島道郎 :京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊の医学研究成果について,京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊帰国

報告会 (1990.7.29.)

中島道郎,斎藤惇生 :京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊における学術研究報告,日好会京都集談会 (1990.ll.

10.)

中島道郎,斎藤惇生,遠藤克昭,松林公蔵 :京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊 (シシャパ ンマ峰 ･8027m)で

観察された高所網膜出血,第29回日本生気象学会 (1990.ll.16.)

中島道郎 :高所網膜出血について,京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊学術報告会 (1990.ll.18.)

中島道郎 :ヒマラヤ登山における酸素補給器と高圧バッグの使用経験,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会

(1990.12.1.)

中島道郎 :京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊で使用された高所用酸素補給器について,第36回日本宇宙航空環

境医学会 (1990.12.8.)

中島道郎 :高所性低圧環境性低酸素症について,第42回閉塞性肺疾患研究会 (1991.2.3.)

Nakashima,M.,Saito,A.,Endo,K･,Matsubayashi,Ko.,Matsuzawa,T･,Matsubayashi,Ki･,Seto,S･,Demizu,

A･,Hirata,K･,Jinnouchi,Y･,SugiC,T･,Adachi,M･,Kubo,S･,Kan,N･,Hayashi,K･,Tobe,T.:Thereportof

KyotoUniversityMedicalResearchExpeditiontoXixabangma(8,027m)1990(KUMUREX'90),The7thin-

ternationalHypoxiaSymposium (1991.2･26)･

Nakashima,M･,Saito,A.,Endo,K･,Matsubayashi,Ko･:High altituderetinalhemorrhageLHARH)Observed

onKyotoUniversityMedicalResearchExpeditiontoXixabangmat8,027m)1990(KUMURAX '90),The7th

internationalHypoxiaSymposium (1991･2･26)･

Jinnouchi,Y･,Matsubayashi,Ko･,Ozawa,T･,Demizu,A.,Sugie,T･,Adachi,M･,Endo,K･,Seto,S･,Hirata,K･,

Matsuzawa,T･,Saito,A･,Nakashima,M･,Tobe,T･,Li-Shuping･,Amatya,TM･:Charactristicsofcardiovasucu-

1arphysiologyir上Himalayanhighlanders,The7thinternationalHypoxiaSymposium (1991･2･26)･

Demizu,A･,Matsubayashi,Ko･,Nakashima,M･,Yoshiya,Y･:High altitudeinsomniaandcontinuouspulsoxi-

metryatnight,The7thinternationalHypoxiaSymposium (1991･2･26)･

Adachi,M･,Seto,S･,SugiC,T･,Ran,N･,Jinnouchi,Y･,Matsubayashi,Ko･,Matsuzawa,T･,Nakashima,M･,

Tobe,T･:Sequentialanalysisofanerythropoeticdriveathighattitudes,The7thinternationalHypoxiaSym-

posium (1991･2･26)･

Endo,K.,Adachi,M･,Demizu,A･,Hirata,K･,Jinnouchi,Y･,Ka机,N･,Kubo,S･,Li-Shuping･,Matsubayashi,

Ko･,Matsubayashi,Ki･,Matsuzawa,T･,Nagata,R･,Nakashima,M･,Saito,A･,Seto,S･,SugiC,T･,Tobe,T･:The

eventrelatedpotentialsandtheauditoryevokedpotentialsinthehumanbrainathigh altitude,The7th

internationa一HypoxiaSymposium (1991･2･26)･

Matsubayashi,Ko･,Seto,S･,Demizu,A･,Matsuzawa,T･,Sugie,T･,Jinnouchi,Y･,Hirata,K･,Endo,K･,Saito,

A.,Nakashima,M.,Tobe,T･,Ozawa,T･,Yamauchi,H.,Ogawa,M･,Fukuyama,H･:Discrepancybetweenbrain

oxygenandglucosemetabolism afteerhigh altitudeclimbing-ThePETstudy-,The7thinternationalHypo-

ⅩiaSymposium (1991･2･26)･

Seto,S･,Adachi,M･,Kubo,S･,Sugie,T･,Demizu,A･,Matsubayashi,Ko･,NakashimaJM･,Saito,A･,Tobe,T･,

Kobayashi,Y.:Plateletactivationispresentornotathigh altitudes,The7thinternationalHypoxiaSymposium

(1991.2･26)･

Sugie,T.,Ran,N･,Saito,A･,Tobe,T･,Adachi,M･,Jinnouchi,T･,Matsubayashi,Ko･,Nakashima,M･:Acute

gastricmucosallesionatthehigha】titude,The7thinternationalHypoxiaSymposium (1991･2･26)･
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中山昌彦 :成人の鴨息と抗アレルギー薬,第 3回京滋鴨息長期治療研究会 (1990.9.1.)

真鍋浩樹,中山昌彦 :開胸生検で BOOP と考えられ自然治癒 した2症例, BOOPをめぐる国際研 究 集会

(1990.ll.29.)

石田智子,真鍋浩樹,沢田 学,中村 昇,浅妻茂生,中山昌彦 :24才女性肺癌の一例,第54回Ef本肺癌学会

関西支部会 (1991.1.26.)

宮城征四郎,伊礼壬紀夫,喜屋武幸男,芋座達也 :シンポジウム ｢ARDSの臨床的意義｣,第30回日本胸部疾

患学会総会 (1990.4.)

妹川史朗,佐藤篤彦,須田隆文,中野 豊,谷口正実,白井敏博 :アスピリン鴨息に高率にみられる亜硫酸過

敏について,第30回日本胸部疾患学会総会 (こ1990.4.)

岡野昌彦,佐藤罵彦,千田金吾,岩田政敏 :糖尿病 ラットにおける肺局所感染防御能の検討,第30回日本胸部

疾患学会総会 (1990.4.)

岩田政敏,佐藤篤彦 :ラット慢性細気管支炎モデルにおける気管支随伴 リンパ節組織 (BALT)の免疫 組織 学

的検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (199〔).4.)

中野 豊,佐藤篤彦,須田隆文,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,岡野昌彦,千田金吾,白井敏博,谷口正実

:初診時 (組織診断)か ら3年以上の臨床経過を観察し得た DPBの予後,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.

4.)

須田隆文,佐藤篤彦,源馬 均,千田金吾,岡野昌彦,岩田政敏,安田和雅,志知 泉 :過敏性肺臓炎26例の

胸部X線の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

安田和雅,佐藤篤彦,千田金吾,岡野昌彦 :Bleomycin(ELM)による実験的肺線維症における肺洗浄液なら

びに上清 リン脂質の変動について,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

志知 泉,佐藤篤彦,千田金吾,岡野昌彦 :家兎の活性化肺胞マクロファージを認識する単クローン抗体-

AM-1,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

渡辺孝芳,佐藤篤彦,岩田政敏,谷口正美,源馬 均,安田和雅,秋山仁一郎,本田和徳,志知 泉,岡野昌

彦,千田金吾 :開胸肺生検にて診断された原因不明の間質性肺炎に対するステロイド療法の臨床的効果,第30回

日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

井田雅章,佐藤篤彦,岩田政敏,渡辺孝芳,千田金吾,安田和雅,志知 泉,須田隆文 :UIP(開胸肺生検)

の予後に関する臨床的検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

源馬 均,佐藤篤彦,千田金吾,須田隆文 :慢性呼吸器疾患における沈降抗体の検討,第30回日本胸部疾患学

会総会 (1990.4.)

北滞 浩,佐藤篤彦,千田金吾,岡野昌彦,岩田政敏,安田和雅,志知 泉,須田隆文,谷口正実 :病理組織

学的に BOOP所見を呈 した肺疾患7例の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

千田金吾,佐藤篤彦,岩田政敏,安田和雅,志知 泉,須田隆文 :原発性肺癌の中枢側気管支病変評価に対す

るメチレンブルー散布色素内視鏡検査の有用性 とその着色メカニズムについて,第30回日本胸部 疾 患 学会 総会

(1990.4.)

秋山仁一郎,山田 孝,八木 健,佐藤篤彦 :当院における癌性胸膜炎の臨床的検討,第30回日本胸部疾患学

会総会 (1990.4.)

白井敏博,佐藤篤彦,源馬 均,杉浦 互,千田金吾,谷口正実,妹川史朗 :肺アスペルギローマに対する経

皮的抗真菌剤注入療法,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

八木 健,山田 孝,秋山仁一郎,佐藤篤彦 :当院における慢性呼吸不全患者の臨床的検討,第30回日本胸部

疾患学会総会 (1990.4.)

岡野博一,佐藤篤彦 :肺癌患者における尿中及び組織ポリア ミン分画の臨床的検討,第30回日本胸部疾患学会

総会 (1990.4.)

永山雅晴,佐藤篤彦,岸本波是明,岡野博一,秋山仁一郎,谷口正実,青木秀夫,中野 豊,渡辺孝芳 :肺癌

患者における凝固線溶系異常の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

谷口正実,佐藤篤彦,白井敏博,妹川史郎,今村正浩,中津浩二,中野 豊,須田隆文 :アスピリン帽息診断
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のためのアスピリン (ヴェノリン)静注試験一第 2法-,第 2回日本アレルギー学会春期臨床集会 (1990.4.)

川勝純夫,谷口正実,佐藤篤彦 :成人気管支鴨息患者におけるアトピー素因の関与について,第 2回日本アレ

ルギー学会春期臨床集会 (1990.4.)

白井敏博,佐藤篤彦,谷口正実,妹川史郎,中津浩二 :製茶業者にみられた職業性鴨息,茶鴨息の本邦第 1例,

第 2回日本アレルギー学会春期臨床集会 (1990.4.)

今村正浩,谷口正実,白井敏博,中津浩二,佐藤篤彦 :原発性肝癌の縦隔ならびに肺門リンパ節転移に関する

EUS診断と CT 診断との比較一第 2報-,第49回日本医学放射線学会総会 (1990.4.)

岡野昌彦,佐藤篤彦,千田金吾,岩田政敏,安田和雅,志知 泉 :糖尿病患者における肺胞マクロファージの

機能,第64回日本感染症学会総会 (1990.4.)

佐藤篤彦,千田金吾,吉見輝也 :原発性肺癌症例におけるメチレンブルー散布色素内視鏡検査の有用性につい

て,第87回日本内科学会総会 (1990.4.)

Shirai,M.,Sato,A.,Chida,K.,Okano,A.,Iwata,M･,Yasuda,K･,Shichi,I.,Suda,T･:Influenceofvarious

hostfactorsonglucocorticoidreceptorsmeasuredinbronchoalveolarlavage(BAL)cells,AmericanThoracicSo･

ciety1990Annua】Meeting,(Boston,1990･5･)

Yasuda,K･,Sato,A･,Chida,K･,Okano,A.,lwata,M･,Shichi,I･,Suda,T･:Phospho]ipidsofceHsandfluids

inbronchoa]veo】arlavageasamonitorofI3leomycin-inducedpulmonary五brosis,AmericanThoracicSociety

1990AnnualMeeting,(Boston,1990･5･)

Shichi,I.,Sato,A･,Chida,KりOkano,A･,Iwata,M･,Yasuda,K･,Suda,T･:A monoclonalantibody,AM-1,

directedagainstactivationantlgenOnrabbitalveolarmacrophages,AmericanThoracicSociety1990Annual

Meeting,(Boston,1990･5･)

Yoshitomi,J･,Sato,A.,Chida,K.,Okano,A･,Iwata,M･,Yasuda,K･,Shichi,I･,Suda,T･:Comparisonbyche-

miluminesceneassayofmucoidfromPesudomonasaeruginosaanderythromycinonthefreeradicalproduction

ofpolymorphonuclearleukocytes,AmericanThoracicSociety1990AnnualMeeting(Boston,1990･5･).

Iwata,M.,Sato,A･,Chida,K･,Okano,A･,Yasuda,K･,Shichi,Ⅰ･,Suda,T∴ Morphologicalandimmunohisto･

chemicalstudiesofbronchusassociatedlymphoidtissue(SALT)inchronicpulmonaryinfectionmodelwith

Pseudomonasaeruginosa,AmericanThoraticSociety1990AnnualMeeting(Boston,1990･5･)

中野 豊,岩田政敏,千田金吾,佐藤等彦 :細胞性免疫能からみた呼吸器感染症の臨床的検討-CTT を用い

て-,第38回日本化学療法学会総会 (1990.5.)

須田隆文,岩田政敏,佐藤篤彦,北洋 浩 :気管支随伴 リンパ組織 (BALT)からみた緑膿菌 によるラット慢

性細気管支炎について,第38回日本化学療法学会総会 (1990.5.)

安田和雅,佐藤篤彦,早川啓史,千田金吾,岡野昌彦 :気管支肺胞洗浄液中の細胞ならびに上清中の リン脂質

組成について,第13回日本気管支学会総会 (1990.6.)

岩田政敏,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,秋山仁一郎,早川啓史,千田金

吾 :救急医療における気管支鏡の安全性について,第13回日本気管支学会総会 (1990･6.)

田村亨治,佐藤篤彦,岩田政敏,須田隆文,志知 泉,安田和雅,早川啓史,千田金吾 :びまん性汎細気管支

炎における経気管支肺生検の確定診断-の評価,第13回日本気管支学会総会 (1990.6･)

岸本波是明,白井正浩,和田龍蔵,佐藤等彦,千田金吾,岩田政敏 :気管支鏡検査における NLA変法麻酔の

有用性の検討,第13回日本気管支学会総会 (1990.6.)

白井正浩,佐藤篤彦,千田金吾 :BAL cellプレドニゾロンレセプターに宿主因子が及ぼす影響について,罪

18回日本臨床免疫学会総会 (1990.6.)

志知 泉,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岡野昌彦,岩田政敏,安田和雅,須田隆文 :家兎の活性化マクロ

ファ-ジと特異的に反応する単クローン抗体,AM-1,第18回日本臨床免疫学会総会 (1990.6.)

安田和雅,佐藤篤彦,岡野昌彦,早川啓史,千田金吾 :家兎肺胞マクロファージの機能に対するリン脂質の検

討について,第18回日本臨床免疫学会総会 (1990･6.)

岩田政敏,佐藤等彦,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,早川啓史,千田金吾,渡辺孝芳,源馬 均
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:沈降抗体陽性を示 した特発性間質性肺炎の臨床的検討,第18回日本臨床免疫学会総会 (1990.6.)

内山 啓,佐藤等彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治

:開胸肺生検にて診断された BOOPの2例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

田村亨治,佐藤等彦,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :BO()P像を呈 した

各呼吸器疾患の CT像と病理組織像の比較検討,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

豊嶋幹生,佐藤等彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:自己免疫性溶血性貧血 (AIHA)に合併した間質性肺炎の 1例, 第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.

6.)

飯野和美,佐藤篤彦,田村宇治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:木材伐採従事者に確認された DIPの1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

白井正浩,和田龍蔵,岸本波是明,佐藤篤彦,岩田政敏 :パルス療法を繰り返したびまん性肺疾患の 1例,罪

57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

岡野昌彦,佐藤篤彦,岩田政敏 :肺線維症に合併 した小細胞癌,器質化肺炎の 1例,第57回日本胸部疾患学会

東海地方会 (1990.6.)

久米倫子,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:腎移植後に認められた肺内転移石灰沈着の 1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

白井敏博,妹川史郎,谷口正実,中津浩二,佐藤篤彦 :肺炎を機に発見された肺胞蛋白症の 1例,第57回日本

胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

八木 健,山田 孝,秋山仁一郎,岩田政敏,早川啓史,佐藤篤彦 :原発性肺アミロイドーシスの 1例,第57

回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

佐藤雅樹,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :口唇,舌

の末梢血管拡張を伴った肺動静脈癖の1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990･6･)

井田雅章,松原 環,佐藤篤彦 :乳び胸を伴った悪性 リンパ腫の 1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会

(1990.6.)

谷口正実,妹川史郎,白井敏博,中樺浩二,田村亨治,須田隆文,中野 豊,川勝純夫,志知 泉,安田和雅,

岩田政敏,早川啓史,千田金吾,佐藤篤彦 :アスピリン鴨息の各種治療とその効果,第57回日本胸部疾患学会東

海地方会 (1990.6.)

秋山仁一郎,山田 孝,八木 健,岩田政敏,早川啓史,佐藤篤彦 :BOOP所見を呈 した過敏性肺臓炎の 1

例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6･)

永山雅晴,須田隆文 :BALにて CD4/8比の上昇を認めた夏型過敏性肺臓炎の1例,第57回日本胸部疾患学

会東海地方会 (1990･6･)

白井敏博,妹川史郎,谷口正実,中滞浩二,佐藤等彦 :加湿器肺の 1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会

(1990.6.)

岡野博一,藤本欣也,吉富 淳,菅沼秀基,田形雅通,佐藤篤彦,岩田政敏 :ミノサイクリンによる薬物性肺

炎の 1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

妹川史郎,今村正浩, 白井敏博,谷口正実,中樺浩二,須田隆文,岩田政敏,源馬 均,佐藤篤彦 :Acute

EosinophilicPneumoniaの3例,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990･6.)

山田重久,松原 環,井田雅章,佐藤篤彦 :ベーチェット病に合併した難治性肺病変の 1例,第57回日本胸部

疾患学会東海地方会 (1990･6･)

須田隆文,佐藤篤彦,田村亨治,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :肺野病変が先行した

勝原病肺症例に関する臨床像の検討,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6･)

吉富 淳,菅沼秀基,藤本欣也,板倉忠志,渡辺春充,岡野博一,佐藤篤彦,岩田政敏 :肺野に多発性薄壁空

洞を呈 し,開胸肺生検にて AM 症 (M･avium complex)と診断し得た 1例,第57回日本胸部疾患学会東海地方

会 (1990.6.)

源馬 均,小野貴久,佐藤篤彦 :肺炎と胸水貯留を伴ったサイトメガロウィルス単核球症の 1例,第57回日本
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胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

北滞 浩,佐藤篤彦,岩田政敏,岡野昌彦 :糖尿病ラットにおける緑膿菌気道感染症の作製ならびに免疫学的

動態,形態学的変化の検討,第57回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

志知 泉,佐藤篤彦,千田金吾 :培養マクロファージ (M¢)に対する抗家兎肺胞 M≠(AM-1)の反応性,第57

回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6･)

安田和雅,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史 :肺胞マクロファージ機能に及ぼす リン脂質の影響について,第57

回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.6.)

赤堀利行,岡野昌彦,佐藤等彦 :胸腔内にニボーを認めた先天性気管支閉鎖症の 1例,第57回日本胸部疾患学

会東海地方会 (1990.6.)

松影十誌子,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :家族性

大腸ポ))ポージスに肺癌を合併 した重複癌の1例,第56回日本肺癌学会中部支部会 (1990.6.)

Tamura,R･,Sato,A･,Chida,K･,Hayakawa,H･,Iwata,M･,Okano,H･,Watanabe,T･:A follow-upstudyof

usualinterstitialpneumonia(UIP)diagnosedbyanopenlungbiopsy,Ⅱ APSR (Bali,1990･7･)

Nakano,Y･,Sato,A･,Chida,K･,Hayakawa,H･,Taniguchi,M･:Afollow-upstudyontheclinicalfindingsof

dimISepanbronchio】itis(DPB),Ⅲ APSR (Ba一i,1990･7･)

Kitazawa,H･,Sato,A･,Chida,K･,Hayakawa,H･,Iwata,M･:Pulmonarydisordershistopatho]oglCaHyshow-

ingbronchio】itisobliteransorganizingpneumonia(玉OOP),Ⅲ APSR (Bali,1990･7･)

Suda,T.,Sato,A･,Chida,K･,Hayakawa,H.:TheradiologlCalfeaturesofhypersensitivitypneumonitis,a

APSR (Bali,1990･7･)

安田和雅,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史 :肺胞マクロファージの機能に及ぼす リン脂質の影響について,罪

21回静岡臨床免疫懇話会 (1990.7.)

西田妙子,千田金吾,佐藤篤彦 :慢性呼吸不全患者における運動療法の実 際,第 1回静岡 呼吸不全研究会

1990.7.)

中野 豊,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :ツベルク

リン反応からみた呼吸器疾患の臨床的検討,第29回東海呼吸器感染症学会 (1990.9.)

永山雅晴,佐藤篤彦 :肺癌患者における凝固線溶系指標の検討,第57回日本肺癌学会中部支部会 (1990.9.)

秋山仁一郎,佐藤等彦,本田和徳,千田金吾,渡辺孝芳,岡野博一,岡野昌彦,谷口正実,源馬 均,青木秀

夫,安田和雅 :進行非小細胞癌に対する CDDP,ADM,VDSの併用化学療法 (CAV療法)一第 2報 -,第31

回日本肺癌学会総会 (1990.10.)

長谷川潤,佐藤篤彦,川勝純夫,北滞 浩 :剖検肺癌例における合併肺感染症の病理学的検討,第31回日本肺

癌学会総会 (1990.10.)

Shirai,T･,Sato,A･,Taniguchi,M･,Chida,K･,Hayakawa,H･,Imokawa,S･,Nakazawa,K･:Greenteaasthma,

anoccupationalasthmacausedbygreentea,XⅢ WorldCongressofAsthmology(Maebashi,1990･10･)

Kawakatsu,S･,Sato,A･,Taniguchi,M･:AClinicalinvestigationoftheroleoftheallergicfactorsontheseve-

rityofthebronchialasthma,XⅢ WorldCongressofAsthmology(Maebashi,1990･10･)

Hayakawa,H.,Sato,A.,Chida,K.,Taniguchi,M･:Superoxidegenerationbypolymorphonuclearleukocytes

andmonocytesfrom asthmaticpatients,XⅢ WorldCongressofAs thmology(Maebashi,19901101)

Shirai,M.,Sato,A.,Chida,K.,Hayakawa,H･,Iwata,M･,Yasuda,K･,Shichi,I･,Suda,T･,Tamura,R･'･

Glucocorticoidreceptorsofbronchoalveolarlavagecellsfromrabbits,XⅢWorldCongressofAsthmology(Mae-

bashi,1990･10･)

Imokawa,S･,Sato,A･,Taniguchi,M･,Shirai,T･,Nakazawa,K･,Chida,K･,Hayakawa,H･:Sulfitesensi-

tivityinaspirin-inducedasthma(AIA),XⅢ WorldCongressofAsthmology(Maebashi,1990･10･)

Taniguchi,M･,Sato,A･,Hayakawa,H･,Chida,K･,Shirai,T･,Imokawa,S･,Nakazawa,K･:Aspirin-induced

asthmatics(AIA)showcross-Sensitivitytosteroidsuccinateesters,XⅢ WorldCongressofAs thmology(Maeba-

shi,1990･10･)
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和田龍蔵,岸本披是明,白井正浩,佐藤篤彦 :陳旧性肺結核に合併する呼吸器感染症の臨床的検討,第33回日

本感染症学会中日本地万全 (1990.10.)

源馬 均,小野貴久,佐藤篤彦 :肺炎と胸水貯留を伴ったサイ トメガロウィルス単核球症の1例,第33回日本

感染症学会中日本地方会 (1990.10.)

田村宇治,佐藤篤彦,安田和雅,谷口正実,千田金吾,早川啓史 :静岡県西部地域における気管支嘱息患者の

皮内反応の成績,第40回日永アレルギー学会総会 (1990.ll.)

早川啓史,佐藤篤彦,千田金吾,谷口正実 :気管支職息患者における末棺血多核白血球と単球のスーパーオキ

サイド産生能について,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)

谷口正実,佐藤篤彦,早川啓史,妹川史郎,白井敏博,豊嶋幹生,中背浩二 :アスピリン耐性誘導後にコ-ク

酸エステルステロイドにも耐性を獲得した AIA の2例,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)

妹川史郎,佐藤篤彦,谷口正実,今村正浩,白井敏博,豊嶋幹生,中津浩二,須田隆文,岩田政敏,源馬 均

:AcuteEosinophlicPneumoniaの3例,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)

須田隆文,佐藤篤彦,白井正浩,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾 :ステロイ

ド長期運用中に改善 ･再燃を来 したサ症の臨床的検討,第10回日本サルコイドーシス学会総会 (1990.ll.)

白井正浩,佐藤篤彦,田村享治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:胸郭外病変によってステロイド治療を要 したサ症の予後,第10回日本サルコイドーシス学会総会 (1990.ll.)

須田隆文,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,田村亨治 :肺野病変

が先行した腰原病肺の臨床的検討,第43回間質性肺疾患研究会 (1990.ll.)

吉富 淳,藤本欣也,田形雅通,池谷秀樹,石井英正,永尾正男,岡野昌彦,遠藤貿治,佐藤篤彦,吉見輝也

:妊娠末期に再発した若年性関節 リウマチ (スチィル病)の1例,第152回日本内科学会東海地方会 (1990.ll.)

妹川史郎,谷口正美,白井敏博,豊嶋幹生,中津浩二,佐藤等彦 :肺癌に合併した気管支アスペルギルス症の

1例,第152回日本内科学会東海地方会 (1990.ll.)

岡野昌彦,佐藤等彦,岩田政敏 :腎病変を伴った肺へモジデローシスの1例,第 152回日本内科学会東海地方

会 (1990.ll.)

森田純仁,佐藤蔦彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治

:アルミニウム暴露歴を有する間質性肺炎の1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

中村 忍,佐藤等彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:Sj6gren症候群に合併 した間質性肺炎の1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

小野貴久,源馬 均,佐藤篤彦 :臨床的に BOOP と考えられ陰影の自然消退を示 した1例,第58回日本胸部

疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

渡辺孝芳,佐藤篤彦 :救命し得た農薬中毒の1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

豊嶋幹生,妹川史郎,谷口正実,中津浩二,佐藤箇彦 :ス トレプ トマイシンによる薬剤誘発性ルーブスの1例,

第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.11･)

小谷 泉,内山 啓 :8年の経過でスリガラス様陰影の増大をみた肺結核症の1例,第58回日本胸部疾患学会

東海地方会 (1990.ll.)

山田 孝,佐藤雅樹,秋山仁一郎 :マイクロコイルによる気管支動脈塞栓術が奏功した啄血の 1例,第58回日

本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

小谷 泉,内山 啓 :気管支アミロイドーシスの2例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.11･)

白井正浩,岸本波是明,和田龍蔵,佐藤篤彦,千田金吾,岩田政敏 :肺炎を繰り返した筋緊張性ジィストロフ

ィーの1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.11･)

岡野昌彦,佐藤篤彦,岩田政敏 :高齢者における遷延性肺炎の臨床像,第58回日本胸部疾患学会東海地方会

(1990.ll.)

川勝純夫,北洋 浩,長谷川潤,佐藤篤彦 :MRSA 検出時の前投与抗生剤の検討, 第58回日本胸部疾患学会

東海地方会 (1990.ll.)

岩淵昌康,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治
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:左上大静脈残遺 (PLSVC)を認めた1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

鈴木美保,佐藤等彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治

:肺動静脈癖の5例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

西村祐子,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:肺葉内分画症 6例の臨床像,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

中村俊文,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:LupusAnticoagulant陽性を示 した慢性反復性肺血栓塞栓症の 1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会

(1990.ll.)

妹川史郎,谷口正実,白井敏博,豊嶋幹生,佐藤篤彦,須田隆文 :左下葉に限局性の陰影を呈し,環境誘発が

陽性であった好酸球性肺炎の1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

飯田葉月,岡野博一,吉富 淳,菅沼秀基,久米倫生,佐藤篤彦,岩田政敏 :-夫婦に発症した過敏性肺臓炎

の症例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

松原 環,井田雅章,佐藤篤彦 :肺アスペルギルス症を合併 していたと考えられる肺癌の1例,第58回日本胸

部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

大石秀人,岡野昌彦,佐藤篤彦,岩田政博 :BOOP所見を伴う勝原病性間質性肺炎の 1例, 第58回日本胸部

疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

秋山仁一郎,佐藤雅樹,山田 孝,佐藤等彦 :血菜交換療法により肺病変の改善をみた進行性全身性硬化症の

1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.11･)

夏目宏子,佐藤篤彦,田村宇治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金吾

:UIP所見を呈した SLEの1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.11･)

小清水直樹,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村宇

袷 :開胸肺生検病理像からみた DPBと慢性関節 リウマチ肺の合併例の検討,第58回日本胸部疾患学会東海地方

会 (1990.ll.)

大沼恵理奈,佐藤篤彦,田村亨治,須田隆文,志知 泉,安田和雅,中野 豊,岩田政敏,早川啓史,千田金

吾 :慢性関節 リウマチに伴う肺病変の開胸肺生検病理組織像からの検討,第58回日本胸部疾患学会東海地方会

(1990.ll.)

大竹真美子,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨

袷 :MRIが有効であった Thymiccystの1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

熊岡浩子,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治

:Transurethralresection(TUR)後に胸郭へ転移した勝沈痛 (移行上皮癌)の2例,第58回日本胸部疾患学会

東海地方会 (1990.ll.)

佐藤篤彦,山田 孝,秋山仁一郎,八木 健,須田隆文,早川啓史,佐藤篤彦 :加湿器肺の1例,第58回日本

胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

中野 豊,佐藤篤彦,本田和徳,松原 環,渡辺春充,立田良広,岡野博一,川勝純夫,谷口正実,渡辺孝芳

:慢性閉塞性肺疾患に対するテオ ドールGの臨床的検討,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

谷口正実,豊嶋幹生,妹川史郎,中津浩二,佐藤篤彦 :アスピリン耐性誘導後にコハク酸エステルステロイド

とクロラムフェニコールにも耐性を獲得した AIAの2例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会 (1990.ll.)

佐藤篤彦,岡野昌彦,千田金吾,岩田政敏,岡野博一,谷口正実,白井敏博,岸本披是明,白井正浩 :呼吸器

感染症に対する spar8oxacin(SPFX)の基礎的 ･臨床的検討,第38回日本化学療法学会西日本総会 (1990.12.)

谷口正実,佐藤篤彦,早川啓史,千田金吾,妹川史郎,豊嶋幹生,中滞浩二 :アスピリン減感作により,コ-

ク酸エステル化合物にも交叉耐性を獲得したアスピリン鴨息,第24回アスピリン鴨息研究会 (1990.12.)

豊嶋幹生,谷口正実,妹川史郎,関谷 洋,佐藤篤彦 :奇静脈-異常還流を示 した部分肺静脈還流異常症の 1

例,第153回日本内科学会東海地方会 (1991.2.)

渡辺孝芳,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,安田和雅,須田隆文,田村亨治,白井敏博 :IDDM と NIDDM

の感染防御能からみた呼吸器感染症,第153回日本内科学会東海地方会 (1991.2.)
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妹川史郎,谷口正実,豊嶋幹生,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史 :潰癌性大腸炎の気管支病変-BAL による

検討-,第153回日本内科学会東海地方会 (1991.2.)

中村 忍,佐藤等彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治

:胸壁原発の悪性 リンパ腫が疑われた1例,第58回日本肺癌学会中部支部会 (1991.2.)

志知 泉,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,秋山仁一郎,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,須田隆文,田村亨

袷 :肺癌化学療法後の骨髄抑制に対する G一一CSF の有用性,第13回がん治療談話会 (1991.2.)

渡辺孝芳,佐藤篤彦,千田金吾,早川啓史,岩田政敏,中野 豊,安田和雅,志知 泉,須田隆文,田村亨治,

白井敏博 :IDDM と NIDDM の感染防御能からみた呼吸器感染症,第30回東海呼吸器感染症学会 (1991.2.)

浅本 仁,泉 孝英,北市正則,長井苑子,西村浩一,伊藤慶夫,岩井和郎 ･'1982年以後のわが国における肺

好酸球性肉芽腫症16症例の検討,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)

浅本 仁,川上 明,堀田保直,磯 茂樹,小竹 武,開山常久 :柴朴湯のテオフィリン血中濃度に対する影

響について,第7回和漢医薬学会大会 (1990.8.25.)

浅本 仁,酒見英太 :国立病院療養所におけるプライマリーケアの展開-プライマリーケア診療 (総合診療

料)の現況一総合指定シンポジウム,第45回国立病院療養所総合医学会 (1990.ll.8.)

川上 明,浅本 仁,日高幸子,長谷川英子,細川直子 :気管支結核 6例の検討,第45回国立病院療養所総合

医学会 (1990.ll.9.)

藤村直樹,北市正則,長井苑子,泉 孝英 :BOOP21例の臨床経過,平成元年度厚生省特定疾患間質性肺疾

患調査研究班会議 (1990.1.26.)

藤村直樹,田中 茂,池田貞雄,今井弘行,中山昌彦,山本晃司,小西弘起,望月吉郎,松村理司,前川豊行,

桐谷良一,久世文幸,陳 和夫,佐竹範夫,西村浩一,長井苑子,北市正則,泉 孝英 :開胸肺生検にて診断さ

れた BOOP21症例の長期予後,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.)

Shirakawa,T･,Morimoto,K･,Fujimura,N･,Kusaka,Y.:SynerglCeffectoflifestylesanddustexposureon

producingtotallgEandspeci丘cantibodiestocobalt,AmericanThoracicSociety1990AnnualMeeting(1990.

5.20㌧)

巌西真規,藤村直樹,阪本勝彦,田中 茂,梅官正志,美崎幸平,加藤幹夫,日置辰一朗,上野 浩,森井浩

志 :発熱,呼吸困難で発症し,約 1カ月の経過で死亡した高度な肺胞内出血を伴った DAD の 1例,第35回日

本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･6.16.)

阪本勝彦,巌西真規,田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,馬止 裕,河本政

一,後藤研三 :肺感染症,腹部腫輝にて入院中イレウスを発症 し開腹にて結核性腹膜炎と診断された 1例,第35

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.)

巌西真規,藤村直樹,阪本勝彦,田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,加藤幹夫,日置辰一朗,山本隆一,中田勝

吹,真寄 武,服部陸別 :RA,CFR の治療中,輸血後 1週間に出現しステロイドに反応し,幡種性アスペルギ

ルス症にて死亡 したびまん性肺疾患の1例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.)

藤村直樹,田中 茂,阪本勝彦,巌西頁規,梅宮正志,泉 孝英 :気管支鴨息の MDI吸入療法-セルフコン

トロールおよびリザーバー InspirEaseの活用について一,第14回臨床アレルギー研究会 (1990.7.1.)

阪本勝彦,藤村直樹,益崎裕章,巌西頁規,梅宮正志,美崎幸平,住友伸一,加藤幹夫,日置辰一朗,木下良

太 :肝機能異常と呼吸不全を呈 した若年者粟粒結核の一例,第132回日本内科学会近畿地方会 (1990.9.22.)

藤村直樹,長井苑子,泉 孝英 :シンポジウム ｢高齢者じん肺患者をめぐる今日的課題｣,免疫学の立場から,

第38回日本災害医学会総会 (1990.10.18.)

Fujimura,N∴ ElpapeldelautomonitordePEFydelusodedepositoseneltratamientodelaa･smacronica,

ReunionHispanoJaponesasobreEnfermedadpulmonarobstructivacronica(Kyoto,1990･10･24･)

河本政一,後藤研三,松井昭彦,村上茂樹,伊賀千洋,西村淳幸,仁木正己,伊達幸生,藤村直樹 :興味ある

臨床経過を呈した腹部結核の2例,第26回日本赤十字社医学会総会,(1990.10.25.)

阪本勝彦,藤村直樹,益崎裕章,巌西真規,梅宮正志,美崎幸平,住友伸一,加藤幹夫,日置辰一朗,前川

聴,小林 正 :転移性肺腫疫にて発見され,クッシング症候群を呈 した ACTH 産生腫疫の一例,第63回日本内
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分泌学会秋期学術大会 (1990.ll.2.)

藤村直樹,益崎裕章,加藤幹夫,日置辰一朗,白川太郎,日下幸則,田中 茂,長井苑子,泉 孝英 :ピーク

フロー,PF測定に基づく慢性嘱息の自己管理,第40回日本アレルギー学会総会 (1990･11･)

白川太郎,日下幸則,森本兼嚢,藤村直樹 :ライフスタイルの健康影響における免疫学的接近 (第 7報)喫煙

と粉塵曝露による血清 IgE 値の変動,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.11･)

美崎幸平,益崎裕章,阪本勝彦,梅宮正志,住友伸一,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :気道異物の2例,

第41回近畿気管支鏡懇話会 (1990.12.19.)

阪本勝彦,藤村直樹,益崎裕章,梅宮正志,美崎幸平,住友伸一,加藤幹夫,日置辰一朗 :転移性肺腺癌にて

発見され,クッシング症候群を呈 した ACTH 産生腫癖の一例, 第54回 日本肺癌 学会 関西支部会 (1991.1.

26.)

藤村直樹,益崎裕章,川口英人,阪本勝彦,美崎幸平,住友伸一,加藤幹夫,日置辰一朗,白川太郎,日下孝

刺 :メタニ トロ安息香酸吸入が疑われた職業性鴨息の一例,第19回臨床アレルギー研究会 (1991.3.9.)

井原順一,中島重徳,木野稔也,M･Capron:パネルディスカッション ｢肺と好酸球｣,好酸球性肺炎の肺好

酸球の特徴と成立機序,第 2回日本アレルギー学会春期臨床大会 (1990･4･)

弗原順一,中島重徳,安場広高,福田康二,木野稔也,M･Capron:好酸球性肺炎 BAL細胞刺激培養上清の

好酸球生存延長-の作用,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4･)

井原順一,中島垂徳,M･Capron:好酸球の FcER 2/CD 23mRNA発現に関する各種サイトカイン (ⅠL-5,

Ⅰし 3,GM-CSF)の作用,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

前原順一 :HTLV-1associatedbronchopneumonopathy(HAB)の機序,第56回大阪呼吸器疾患懇話会 (1990.

5.)

井原順一,中島重徳,M.Capron,J･Tavenier:好酸球 Ⅰし 5receptor発現に関する基礎的検討,第18回日本

臨床免疫学会総会 (1990.6.)

弗原順一 :好酸球活性化とサイトカイン,サンド薬品研究所セミナー (1990.6･)

弗原順一 :アレルギー反応について,大阪東医師会学術講演会 (1990.6.)

弗原順一,中島重徳,M･Capron:好酸球活性化と Eosinophilopoieticlymphokines(ⅠL-3,GM-CSF,IL-5),

Dr･KareenJ･Ⅰ･Thorne講演会 (1990.6.)

節原順一,M･Capron,Ⅴ･Gruart,L･Prin:Eosinophilopoieticlymphokines(ⅠL-3,GM-CSF,IL15) による

好酸球性細胞株 EoL-3の CD23(FcERⅢ),CD25(IL 2R/p55)CD4の surfaceexpressionおよび geneex-

pressionの誘導について,第4回アレルギー ･好酸球研究会 (1990.6.)

節原順一,車重重徳,M･Capron,Ⅴ･Gruart,J･Plum乱s:好酸球におけるCD25(lL-2R/p55)CD4の gene

expression(mRNA)supressionの Eosinophilopoieticfactors(IL13,GM-CSF,IL-5)による誘導,第18回日本

臨床免疫学会総会 (1990.6.)

井原順一 :アレルギー疾患の治療と進展,千里丘山田臨床医学談話会 (1990.7.)

井原順一,中島重徳,M･Capron:好酸球と IL-5-特に IL-5receptor発現の heterogeneity とその機序に

ついて-.第 8回免授薬理シンポジウム (1990.8.)

蘇原順一 :Ⅰし 5と好酸球-ヒト好酸球 ⅠL-5レセプター発現の characterizationとCD4発現誘導について,

The5thOsakaConferenceforBiology,BiochemistoryandPhysiologyoftheSkin (1990.8.)

前原順一, 中島重徳,M･Capron･:シンポジウム ｢気道過敏性最近の話題｣-海外帰国報告 好酸球と Ⅰし 5

レセプター,第24回気道過敏性研究会 (1990.8.)

Chihara,J･,J･Plumas,Ⅴ･Gruart,A･Capron,M･Capron:CharacterizationofareceptorforIL-5onhuman

eosinophils,フランス免疫学会ワークショップ (Paris,1990.9.)

Chihara,J･:Platelets-1eukocytesinteractioninasthma,BagellmmunologyandAllergologyConference(Ba-

島el,1990･9･)

Chihara,J･,Nakajima,S･,Capron,M･,Gruart,V･,Plumas,J･,Torpier,G･:InductionofCD25andCD 4

expressiononEoL-3byIL-3,GM-CSFandlL-5,CelltoCellInteractionInternationalSymposium (Basel,
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1990･9)･

Chihara,J･,Nakano,N･,Sugihara,R･,Kubo,H･,Uenishi,H･,Nakajima,S.:ConcurrentSymposium :In-

ductionoflgE-Fcreceptor(FcER2/CD23)expressiononlymphocytesinpatientswithmite-allergicbronchial

asthmabymiteallergen,XIIIWorldCongressofAsthmologyLMaebashi,1990.10)･

Chihara,J･,Capron,M∴ ConcurrentSymposium :InductionofCD23,andCD4expressiononaneosinophi-

1iccellline(EOL3)byILl3,GMICSFandlL5,XⅢWorldCongressofAsthmology(Maebashi,1990･

10).

前原順一,中島重徳,MoniqueCapron:好酸球 Ⅰし5receptor発現の同定とその性状,第11回六甲カンファレ

ンスー鴨息に関与する細胞間の相互作用- (1990.10.)

前原順一 :喉息と炎症細胞一血小板-,第11回六甲カンファレンス-嘱息に関与す る細胞間の相互作用-

(1990.10.)

前原順一 :血小板とサイトカイン,秋田大学アレルギー談話会 (1990.ll.)

布原)TJE-,中島重徳,MoniqueCapron:ワークショップ ｢好酸球｣,好酸球 ⅠL-5receptor発現に関するGM-

CSF,Ⅰし 3による modulationについて,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)

市原順一,中島重徳,MoniqueCapron:ワークショップ ｢好酸球｣,ヒト好酸球の Ⅰし 5receptor発現の vari-

ableexpressionについて,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)

市原順一,中島重徳,J･Tavenier,MoniqueCapron:ワークショップ ｢好酸球｣,ヒト好酸球の IL 5receptor

の同定に関する検討,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.11･)

市原順一,中島垂徳,MoniqueCapron:イブニングシンポジウム ｢嘱息と炎症細胞｣,好酸球-とくに リン

ホカインと好酸球について-,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.)

Chihara,J.,Yasukawa,A.,Yamamoto,T･,Uenishi,H･,Nakajima,S･:InductionofICAM-1expressionby

PAPandplateletfactor4(PF4),TokyoInternationalPAFSymposium (Tokyo,1991･2)I

市原順一,毛利俊子,東口光代,倉知 大,山本高宏,保川 淳,上西豊基,中島重徳 :著明な好酸球増多症

例の好酸球 adhesionmolecuies発現の特徴とその機序について,第19回臨床アレルギー研究会 (1991.3.)

井原順一 :EosinophilFactoryでの研究,大阪市大呼吸器アレルギー研究会 (1991.2.)

江村正仁,長井苑子,三尾直士,ティンオン,竹内 実,北市正則,泉 孝英 :IPF症例の末梢血 IgE値と

BALF細胞分画との関連性について,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.)

江村正仁,奥田 薫,本田和徳,土屋 軌 田中 暁 :本院における在宅酸素療法の現状,第 1回静岡呼吸不

全研究会 (1990.7.7.)

川口英人,川上 明,堤 健雄,故倉 恵,佐々木義行,沢野暫重,浅本 仁,西脇洗一,糸山光麿,岡本英

一,伊藤 剛 :Pulmonaryblastomaの一例,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･12･1･)

益崎裕貴,楠目 馨,長井苑子,泉 孝英 :結核性胸部下行大動脈輝の1切除例,第35回日本胸部疾患学会近

畿地方会 (1990.6.16.)

益崎裕章,楠目 馨,長井苑子,北市正則,大島駿作,泉 孝英 :多発性の空洞と結節性陰影を呈したサルコ

イドーシスの 1例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6･16･)

益崎裕章,阪本勝彦,巌西責規,梅宮正志,美崎幸平,住友伸一,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :縦隔膜

場,多発性ブラ,肺線維症などの胸部病変に加え,多彩な合併症を呈 した VonRecklinghausen病の 1例,第36

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

益崎裕貴,阪本勝彦,巌西貢規,梅営正志,美崎幸平,住友伸一,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :33歳の

男性に発症 した抗糸球体基底膜抗体陽性の allergicgranulomatousangitisの 1例,第51回びまん性肺疾患研究会

(1990.12.15.)

浅見則夫,安場広高,黒住貢史,山根すま子,松井祐佐公,木野稔也,竹田俊男,大島駿作 :夜間の鴨息を主

訴とし著明な気管狭窄を呈 した縦隔原発 Lymphoblasticlymphomaの一例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方

会 (1990.6.16.)

浅見則夫,西村浩一,三尾盾士,川谷暁夫,小揮佳弘,佐々木義行,北市正則,田村康一,小野公二,泉 孝
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英,大島駿作 :長期間治療された気管分岐部腺様嚢胞癌の 1例,第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990･7･21･)

浅見則夫,小杉 智,三谷真紀,福田康二,岸野文一郎,伏見尚子,杉本顕俊,辻村崇浩,亀山正邦 :Sj6g-

ren症候群と胸膜病変を併発し多数の リンパ膿胞を有 した間質性肺炎の-症例,第 132回日本内科学会近畿地方

会 (1990.12.1.)

〔そ の 他〕

日置辰一朗 :成人鴨息の治療,兵庫県保険医協会研究会,(1990.7.15.)

日置辰一朗 :高齢者の健康増進-健やかに楽しく長生きするためには-,高槻市高齢者教室 (1990.8.1.)

日置辰一朗 :呼吸器疾患の診断法,特に聴診法一主として慢性呼吸障害をきたす疾患について-,第 2回大阪

地区呼吸療法士 (理学療法士)研修会 (1990.10.ll.)

日置辰一朗 :病院職員のタイプ,大阪府医師会雑誌第253号,1991.

中島道郎 :ヒマラヤ ･シシャパ ンマ峰 (8,027m)における呼吸同調酸素供給調節器 (サンソセーバー)の実地

使用体験記,HOT,31:3,1990･

中島道郎 :六十歳の八千メートル峰登頂記,山,544:1,1990.

中島道郎 :毎日新聞,八千メー トル峰 ｢無酸素｣登頂の報道記事に思う,山,545:5,1990.

中山昌彦 :｢医界寸言｣癌の免疫療法剤と薬効再評価,京都医報,1309:3,1990.

中山昌彦 :医の現場から ｢がん告知｣,朝日新聞 (1990.12.5.)

中山昌彦 :たばこと健康,京都府対癌協会講演会講演 (1991.3.19.)

中山昌彦 :[聴診器]"啄血の再発が不安''(気管支拡張症を中心に),京都新聞 (1991.3.21.)

中山昌彦 :[医界寸言]薬剤と適応疾患,京都医報,1332:8,1991.

宮城征四郎 :看護婦の配置替え :艮かったこと,悪かったこと,エキスパー ト･ナース,9:35-36,1990.

宮城征四郎 :人工呼吸器の機能と構造,第 2回呼吸器セミナー,2･.269-278,1990.

谷本普-(司会), 田村昌士,宮城征四郎 :呼吸不全の捉え方と治療の進め方,medicina,22(5):848-857,

1990.

大田保世(司会),秋葉裕二,北村 諭,坂間 晃,高木 誠,宮城征四郎 :呼吸不全治療の最前線,日本内科

学会雑誌,79(6):91-101,1990.

佐藤篤彦, 岡野昌彦, 岡野博一,谷口正実 :慢性呼吸器感染症に対する Fleroxacinの用量比較試験,Che-

motherapy,38:454-469,1990.

水田邦博,酒井丈夫,田中秀夫,野末道彦,谷口正実,佐藤篤彦 :アスピリン鴨息の鼻茸に対する治療経験,

アレルギーの臨床,10:437-440,1990.

藤村直樹 :説明と同意が必要な場面, 1990年度高槻市市民医学講座 ｢わかりあえる医療 -Infbrmed concent

-｣(1990.10‥4)

藤村直樹 :テレビドクター ｢結核｣,読売TV (1990.5.5.)

藤村直樹 :呼吸器感染症の病態と治療-,大阪府医師会 (1990.10.20.)

藤村直樹 :嘱息治療の動向一吸入療法および抗アレルギー剤の役割について-,布施医師会 (1990.ll.7.)

藤村直樹 :今日の呼吸器感染症の治療一特に在宅治療を中心に-,京都東部医師会 (1990.ll.17.)

蘇原順一 :優 しさと忙 しさと-フランス留学記-,キッセイクール,8:21-22,1990.



1991年 3月 - 29-

老 化 生 物 学 分 野

<口 頭 発 表>

竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)一一開発の経緯とその老化諸病態,(特別講演)第24回日本成人病学会

(1990.1.15.)

竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の開発,(宿題報告)第79回日本病理学会 (1990.3.30.)

藤田葉子,藤田琢史,陳 文無,森 春信,黒住異史,島田厚良,細川昌則,竹田俊男 :老人促進モデルマウ

ス (SAM)に関する実験的研究XLⅨ,データベース管理システムの開発,第79回日本病理学会 (1990.3･30.)

内木宏延,樋口嘉一,松島香織,島田厚良,陳 文無,岩井昭一,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウ

ス (SAM)に関する実験的研究L,マウス老化アミロイドーシスーチオフラビンT(ThT)を用いた定量的研究,

第79回日本病理学会 (1990.3.30.)

樋口嘉一,内木宏延,松島香織,花田敬吾,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実

験的研究 LI,ApoA一ⅠⅠ遺伝子の RFLPを用いたマウス老化アミロイドーシスの分子遺伝学的解析,第79回日本

病理学会 (1990.3.30.)

太田 明,平野俊二,八木秀雄,田中静吾,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実

験的研究 しⅢ,Sidman型 activeavoidance における SAM-P/8と-R/1の行動特性,第79回日本病理学会,

(1990.3.30･)

上野正樹,内木宏延,秋口一郎,竹村 学,田中静吾,川又敏男,木村 淳,竹田俊男 :老化促進モデルマウ

ス (SAM)に関する実験的研究 しⅢ,血液脳関門の加齢による変化,第79回日本病理学会 (1990･3･30.)

島田厚良,太田 明,陳 文照,八木秀雄,上野走樹,秋口一郎,松下隆寿,樋口嘉一,細川昌則,竹田俊男

:老化促進モデルマウス (SAM)に関する実験的研究 しⅣ,学習 ･記憶障害を主徴とする新たな自然発症脳障害

モデル2系統の開発,第79回日本病理学会 (こ1990.3.30.)

芦田 靖,細川昌則,鈴木 雄,高橋健志郎,樋口嘉一,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する

実験的研究 LV,SAM に加齢と伴に自然発症する白内障にみられる水晶体蛋白の加齢変化, 第79回日本病理学

会 (1990.3.30.)

細川昌則,芦田 靖,松下隆寿,石川伸太郎,黒住異史,鈴木 雄,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)

に関する実験的研究 IJⅥ,SAM-P/9系 に認 め られ る硝子体血管系遺残の形態学的検討, 第79回 日本病理学

会 (1990･3.30.)

馬場満男,花田敬吾,光岡明夫,細野正道,細川友秀,巣住道史,李 美於,小岸久美子,細川昌則,竹田俊

男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実験的研究 しⅦ,SAMの免疫応答能について(3),第79回日本病理

学会(1990.3.30.)

細川昌則 :老化関連病態モデル動物とその病態の栄養 によ る制御一老化促進モデルマウス (SAM)を例とし

て-,第12回日本基礎老化学会シンポジウム ｢老化と栄養-その基礎と臨床｣(1990･4.20.)

細川昌則 :促進老化及び老化関連病態の栄養による制和一老化促進モデルマウス (SAM)を用 いて-,(シン

ポジウム)｢病態モデルー病態と栄養によるその修飾｣,第44回日本栄養 ･食糧学会 (1990.5.10.)

岩倉洋一郎,吉田栄美,竹田俊男,畑中正一 :HTLV-Ⅰtax遺伝子導入マウスにおける多様な腫療発生,(ミ

ニシンポジウム),第49回日本癌学会総会 (1990.7.3.)

松下 睦,高橋健志郎,笠井隆一,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の骨量加齢変化,第 4回骨形態

計測ワークショップ (1990.8.25･)

細川昌則 :招待講演 ･老化促進モデルマウス (SAM)とカロリー摂取制限の効果 (シンポジウム)｢低カロリー

栄養｣,第27回絶食研究会 (1990･9.15.)

松下 睦,高橋健志郎,笠井隆一,竹田俊男 :自然発症骨粗寿症モデルマウス SAM-P/6系の骨変化 につい

て,第6回ビタミンDワークショップ (1990.9.28.)
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樋口京- :動物のアミロイドーシス (SAM における老化アミロイドーシスを中心として), (シンポジウム)

｢タンパク質の老化｣,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.17.)

李 美於,細野正道,細川友秀,細川昌則,富田由美子,行徳淳一郎,桂 義元,竹田俊男 :老化促進モデル

マウス (SAM)での末栴Tリンパ球サブセットの加齢変化について,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.15.)

花田敬吾,加藤秀樹,細野正道,陳 文熊,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウス SAM-P/1の抗体

産生ヘルパーT細胞低応答を統御している遺伝子群について,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.15.)

高橋健志郎,坪山直生,松下 睦,笠井隆一,奥村秀雄, 山室隆夫,北川香織,竹田俊男 :SAM-P/6(低骨

量系)における最大骨量の修飾,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.16.)

斉藤優子,細川昌則,安田範夫,村上 泰,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)における聴覚の加齢変

化,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.16.)

藤林康久,和田耕一,上野正樹,小西淳二,竹田俊男,横山 陽 :老化促進モデルマウス (SAM)脳における

糖代謝変化,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.16.)

石川伸太郎,内木宏延,芦田 靖,樋口嘉一,細川昌則,竹田俊男 :マウス老化アミロイド前駆蛋白とその結

合蛋白質について,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.16.)

内木宏延,樋口嘉一,中久木和也,竹田俊男 :Invitroにおけるマウス老化アミロイド線維 (fASsAM) 重合の

反応速度論的特徴,第14回日本基礎老化学会 (1990.10.16.)

竹田俊男 :招待講演 ･老化促進モデルマウス (SAM)の開発-その経緯と老化病態の諸特性-,武田薬品生物

研究所講演会 (1990.ll.6.)
竹田俊男 :招待講演 ･老化促進モデルマウス (SAM)にみる病態とその栄養学的修飾,食品の生体調節機能研

究会11月会 (1990.ll.27.)

花田敬吾,加藤秀樹,細野正道,細川友秀,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の免疫応答能に関する

研究 Ⅲ.抗体産生における低応答性統御遺伝子群の連鎖解析,第20回日本免疫学会 (1990･11･29.)

Fujibayashi,Y･,Wada,K･,Ueno,M･,Yonekura,Y･,Konishi,J･,Takeda,T･,Yokoyama,A･:Alteredglu-

cosemetabolism inthebrainofsenescenceacceleratedmouse(SAM):Anewmodelforthestudyoflearning

deteriorationinnuclearmedicine･ The37thMeetingoftheAmericanSocietyofNuclearMedicine･(Washi-

ngton,DC･1990.6.19.)

Higuchi〉K･,Naiki,H･,Kitagawa,K･,HanadaIK･,HosokawaIM･,Ishikawa,S･)Takeda,T∴ Mo一ecular

geneticstudyofmouseseLileamyloidosis. ⅥthInternationalSymposium onAmyloidosis.(Oslo,1990.8.7.)

Naiki,H･,Higuchi,K･,Kitagawa,K･,Shimada,A･,Chen,W･-H･,Hosokawa,M･,Takeda,T･:F]uoromet-

ricexamination oftissueamy]oidfibri]sin murinesenileamy]oidosis･･Useofthefluorescentindicator

Thioflavine-T. VIthInternationalSymposium onAmyloidosis･(Oslo,1990.8.7･)

Naiki,H･,Ishikawa,S･,Higuchi,K･,Takeda,T･:Thekineticpropertiesofamyloid丘brilpo】ymerization

ln Vitro. VlthInternational Symposium onAmyloidosis･(Oslo,1990.8.8･)

Higuchi,K∴ Mo】ecu】argeneticstudyofmousesenileamy10idosisinSenescenceAcce一eratedMouse(SAM)I

Invited]ecture,SeminarinSandozResearchInstituteinBasel,Switzerland.(Basel,1990.8.9･)

Takeda,T･,Akiguchi,1･:BehavioralandneuropathologlCalstudiesofstrainsofSAM withspontaneous

age-related deRcits･(Workshop)XIth InternationalCongressofNeuropathology･(Kyoto,1990･9･4･)

Shimada,A･,Ohta,A･,Akiguchi,I･,Takeda,T･･･Thesearchforananimalmodeloftheaglngbrain･X Ith

InternationalCongressofNeuropathology･(Kyoto,1990.9.4.)

Ueno,M.,Akiguchi,I･,Fujibayashi,Y･,Kimura,J･,Takeda,T･:Age-relatedalterationsinblood-brainbar-

rier(EBB)･ XIth InternationalCongressofNeuropathology･(Kyoto,1990･9･7･)

Shimada,A･,Ohta,A･,Akiguchi,I･,Takeda,T･.･Thesearchforananimalmodeloftheaglngbrain･VIth

TMIN InternationalSymposium onDeve一opmentandlnvolutionofNeurons･(Tokyo,1990･9.11･)
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<誌 上 発 表>

｢著書 ･分担執筆｣

Akiguchi,I･,Kawamata,T･,Yagi,H･,Akiyama,H･,Sugiyama,H･,Ueno,M･,Takemura,M･,Tanaka,S.,

Irino,M･,Takeda,T･:MorphologicalchangesofthebraininSenescenceAcceleratedMouse(SAM-P/8);

anewlydevelopedmemory-deficientstrain,InNagatsu,T.eta]･(eds),Basic,ClinicalandTerapeuticAs pects

ofAIzheimer'sandParkinson'sDiseases,Plenum Press,New York,pp･697-700(1990･)

Ueno,M･,Naiki,H･,Akiguchi,Ⅰ･,Kawamata,T･,Fujibayashi,Y･,Kimura,J･,Kameyama,M･,Takeda,T.

:Age-relatedchangesinblood-brainbarrier(BBB),InNagatsu,T･etall(eds),Basic,ClinicalandThera-

peuticAspectsofAIzheimer'sandParkinson'sDeseases,P】enum Press,New York,pp･701-703(1990･)

Yagi,H･,Akiguchi,Ⅰ･,Takeda,T∴ Senescence-AcceleratedMouseSAM-P/8showsspontaneousage-related

impalrmentOrabilityofacquisitionoflearningandmemory:Ananimalmodelofdisturbancesinrecentme-

morywithaging,InNagatsu,T･etal･(eds),Basic,ClinicalandTherapeuticAspectsofAIzheimer'sand

Parkinson'sDiseases,Plenum Press,New York,pp.711-714(1990.)

｢総説｣

竹 田 俊 男 :宿題報告Ⅲ.老化促進モデルマウス (SAM)の開発,日本病理学会誌,79:39-48(1990.)

｢原著｣

細Jf慣 則 :GradingScoreSystem の加齢の生物学的指標としての意義,臨床病理,38(5):539-542(1990.)

細川昌則 :加齢のバイオマーカー,MedicalTechnology,18(12):1113-1114(1990.)

Naiki,H･,Higuchi,K･,Matsushima,K･,Shimada,A･,Chen,W･-H･,Hosokawa,M.,Takeda,T∴ Fluoro一

metricexaminationoftissueAmyloidfibrilsinmurinesenileamyloidosis:Useofthefluorescentindicator,

ThioflavineT,Lab･Invest･62:768-773(1990.)

Katsuki,H･,Ishihara,M･,Shimada,A.,Takeda,T･,Satoh,M.:Age-relateddeteriorationoflong-term po-

tentiationintheCA3andCAlreglOnSOfhippocampalslicesfrom thesenescence-acceleratedmouse,Arch.

GerontoLGeriatr･ll:77-83(1990･)

Umezawa,M･,Hanada,K･,Naiki,H･,Chen,W･-H･,Hosokawa,M･,Hosono,M.,Hosokawa,T.,Takeda,

T∴ Effectsofdietaryrestrictiononage-relatedimmunedysfunctionin theSenescenceAccelerated Mouse

(SAM),J･Nutrition120:1393-1400(1990･)

Yoshioka,H･,Takeda,T･,Higuchi,K･,()hshio,G･,Miyake,T･,Sugiyama,T･,Kita,T∴ Ⅰmmunohistoche一

micalexaminationofpeyer'spatchesinsenescence-acceleratedmice,Autoimmunity8:25135(1990.)

Kawamata,T･,Nakamura,S･,Akiguchi,Ⅰ･,Kimura,J･,Kameyama,M･,Kimura,H･,Takeda,T･:Effect

ofaglngOnNADPH-diaphoraseneuronsinlaterodorsaltegmentalnucleusandstriatum ofmice,Neurobiol･

Agingll:185-192(1990･)

Utani,A･,Tanaka,T･,Nishigori,C･,Miyachi,Y･,Danno,K･,Imamura,S･,Hosokawa,M･,Takeda,T･,

Hirayoshi,K･,Nagata,K∴ Anothermechanism forthedefectintypeIIIcollagenaccumulationinEhlers-

Danlossyl-drometypeIV:Increasedintracellulardegradationoftheprocollagen,Lab･Invest･63(2):18ト

188(1990･)

Nisitani,S･,Hosokawa,M･,Sasaki,MS.,Yasuoka,K･,Naiki,H･,Matsushita,T･,Takeda,T･:Accelera･

tionofchromosomeAberrationsinsenescellCe-acceleratedstrainsofmice,Mut.Res.237:22ト228(1990･)

SEMINAR WITH DR GUTTMANN

1. An overview ofSenescenceAcceleratedMouse,SAM. ToshioTakeda

2. CataractinSAM-P/9. MasanoriHosokawa

3. A murinemodelforsenileosteoporosis,SAMIP/6･ KenshiroTakahashi
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4. SAM-P/3asanew murinemodelofdegenerativejointdisease.Wen-HsiChen

5. Age-relateddeteriorationofacquisitioninmemoryandlearninginSAM-P/8.

HideoYagi

6. Thesearchforanovelmurinemodeloftheageingbrain･ AtsuyoshiShimada

7. A newfluorometricmethodenablesustodevelopasystem forstudyingamyloidfibrilformationinvitro･

HironobuNaiki

8. Molecula-rgeneticaspectsofsenileamyloidosisinSAM･

9. Specialcomments

KeiichiH iguchi

Dr.Guttmann

At3.15P.M.,February16,1990

Thedirectorroom ofChestDiseaseResearchlnstitute､

KyotoUniversity.

特 別 講 演 会

演 題 :AgingofTheNationsofTheWorld

演 者 :EdwardL Schneider

DeanandKugelProfessorofGerontology,UniversityofSouthernCalifornia,U.S･A･

日 時 :平成 2年 8月4日 (土)午後 3時-4時

場 所 :京大会館211号室 :京都市左京区吉田河原町

(でEL o75-751-8311)

主 催 :日本薬学会近畿支部

共 催 :京都大学胸部疾患研究所老化生物学分野

後 援 :藤原記念財団

連絡先 :京都大学薬学部生物化学教室

川等敏祐 (でEL075-753-4572)

SEMINAR

TO

WELCOME PROFSROBERT D.TERRY AND SHU-HU‥C.YEN

ON

SENESCENCE ACCELERATED MOUSE (SAM)

1. OpeningRemarks･

2. AnOverview ofSenescenceAcceleratedMouse(SAM).

3. Moleculargeneticstudiesonmurinesenileamyloidosis･

1:30P･M･,Sept.7,1990

TheConferenceRoom ofChestDisease

Researchlnstitute,KyotoUniverslty

ToshioTakeda,M.D･

MasanoriHosokawa,M.D.

YasushiAshida,M.VM.

Mio又hee,M.D.

MafumiKurozumi,M.T.

YukoSaitoh,M.D.

KeiichiHiguchi,Ph･D･

KaoriKitagawa,Phar･M･

Shin-tarolshikawa,M.S.
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4･ Developmentofamurinemodelforsenileosteoporosis,SAMIP/6･

KenshiroTakahashi,M.D.

YutakaOkamoto,M･Agr･

5･ BehavioralandneuropathologicalfeaturesofSAM-P/8strainwith spontaneousage-related deficitsin

learningandmemory･ HideoYagi,M･D･

Mikalrino,Ph.D.

SeigoTanaka,M･D･

MasakiUeno,M.D.

ManabuTakemura,M.D･

6･ Establishmentofamurinemodelofage-relatedbrainatrophywithlearningandmemoryde丘cits,SAM-

P/10･ AtsuyoshiShimada,M･D.

AkiraOhta,M.A.

IchiroAkiguchi,M･D･

Discussion

SpecialComments Shu-Hu主C.Yen,Ph.D.

RobertD･Terry,M･D･

SPECIAL LECTURES

ON

NEUROB10LOGY OF AGEING

3:30P.M･,Sept･7,1990

1. Biochemicalandimmunochemicalcharacterizationofpairedhelicalfilamentproteins･

2. Morphometricassaysofneocorticalneuronsandsynapsesinnormal

aSe.

Shu-Hu主C.Yen,Ph･D.

Dept･ofPathology

A】bertEinsteinCo】】egeofMedicine

YeshivaUniverslty

humanaglngandinA】zheimerdise-

RobertD･Terry,M･D･

Dept･ofNeuroscience,M-024

SchoolofMedicine

UniversltyOfCalifornia,Sam Diego

感染 ･炎症学分野

〔学 会 発 表〕

1. 結核 ･非定型杭醸菌症

倉揮卓也,久保嘉朗,佐藤敦夫,加藤元一,新実彰男,松井保憲,田中栄作,鈴木克洋,村山尚子,桐谷良一,

川合 満,久世文章 :高齢者結核症の臨床的検討,第65回日本結核病学会総会 (1990.3.27.東京).

鈴木克洋,山本 誉,加藤元一,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉漂卓也,川合 満,久世文幸 :ヒト肺胞

マクロファージの M.intracellulare増殖抑制作用に及ぼする各種サイ トカインの影響 (同上).

久世文章,山本 誉,加藤元一,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満 :新 rif a-
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mycin誘導体の Mycobacteriaに対する invitro並びにinvivo抗菌作用,第65回日本結核病学会総会.(1990･3.

27.東京).

松井保憲,桐谷良一,久世文章,三嶋理晃,佐藤公彦,伊藤春海 :肺 Mycobacterium avium complex症に於

ける気管支粘液線毛輸送能の検討.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.東京).

桐谷良一,松井保憲,加藤元一,田中栄作,久世文章 :肺 Mycobacterium avium complex症を合併 した気管

支拡張症の臨床的検討(同上).

R･Amitani,Y･Matsui,M･Katoh,E･Tanaka,F･Kuze:Clinicalandradio]ogicalfeaturesofbronchiectasis

infectedbyMycobacterium avium comp]ex,1990AmericanThoracicSocietyAnnualMeeting,(May,23,1990,

Boston,U･S.A･).

倉揮卓也,新実彰男,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,細谷良一,川合 満,久世文章,武藤 真,

長谷光雄,黒田直明,坂東憲司 :活動性気管,気管支結核症の重症度分類と気管支鏡所見,第13回日本気管支学

会総会 (1990.6.1.福岡).

鈴木克洋,山本 誉,佐藤敦夫,村山尚子,久世文幸 :M.intracellulareに対する感染抵抗性とマクロファー

ジの活性化に関する検討,第 回日本炎症学会 (1990.7.3.東京).

池上達義,露口一成,大山真一郎,松下葉子,谷口万紀子,山口理世,松井保憲,桐谷良一,倉揮卓也,久世

文事 :啄血を主訴として発見 された右 SIO原発の若年者肺結核症の一例, 第66回日本結核病学会近畿地方会

1990.12.1.神戸).

2. 腫 姑

食滞卓也,久世文事,高橋正治,川合 満,桐谷良一,村山尚子,田中栄作,鈴木克洋,松井保憲,加藤元一,

佐藤敦夫,久保嘉朗,新実彰男,有田真知子,千葉 秀,橋本尚子,山口理世 :肺嚢胞を合併した肺癌の臨床的

検討,第52回日本肺癌学会関西支部会 (1990.2.17.奈良).

千葉 秀,有田真知子,橋本尚子,山口理世,佐藤敦夫,新実彰男,加藤元一,久保嘉朗,松井保憲,鈴木克

洋,田中栄作,村上尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,高橋正治,久世文幸 :田村康一 :嘆声にて発症 した

気管原発と思われる扇平上皮癌の一例 (同上).

山口理世,橋本尚子,千葉 秀,有田真知子,新実彰男,佐藤敦夫,久保嘉朗,加藤元一,松井保憲,鈴木克

洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,高橋正治,久世文事,特発性間質性肺炎 (ⅠIP)合併

肺癌10例の検討 (同上).

倉揮卓也,久世文事,高橋正治,川合 満,桐谷良一,村山尚子,田中栄作,鈴木克洋,松井保憲,新実彰男,

佐藤敦夫,久保嘉朗 :女性肺癌の臨床的検討.第53回日本肺癌学会関西支部会.(1990.7.21.大阪).

倉揮卓也,高橋正治,久世文事,川合 満,桐谷良一,村山尚子,田中栄作,鈴木克洋,佐藤敦夫,久保嘉朗,

松井保憲,新実彰男 :肺嚢胞症に合併 した肺癌の臨床的検討,第31回日本肺癌学会総会 (1990.10.31.東京).

3. 感染症

田中栄作,佐藤敦夫,加藤元一,久世文章 :緑膿菌による慢性気道感染モデルの免疫防御応答,第30回日本胸

部疾患学会総会 (1990.4.9.東京).

桐谷良一,佐藤敦夫,久世文章,北市正則,黒住貢史,鈴木康弘,田口善夫,郡 義明,岩田猛郎,小橋勝一

郎,北谷文彦,山本 暁 :びまん性汎細気管支炎における泡沫細胞集族の成立過程に関する検討,同上,(1990.

4.ll.東京).

田中栄作,佐藤敦夫,久世文事 :緑膿菌による慢性気道感染マウスモデルの免疫組織学的検討,第64回日本感

染症学会総会.1990.4.21.松山).

E･Tanaka,M･Kato,F･Kuze:MucosalimmuneResponseofaMurineModelofChronicBronchialIn-

fection.withPseudomonasAerginosa.1990Worldconferenceonlunghealth.ALA/ATS/IUATLD･(May,23･

1990,Boston,U･S･A)･

橋本尚子,山口理世,有田真知子,千葉 秀,久保嘉朗,佐藤敦夫,加藤元一,新実彰男,松井保憲,鈴木克

洋,田中栄作,村上尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,久世文章 :急速に多発陰影を生 じた肺クリプトコッ
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カス症の一例,第 回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

E･Tanaka,A･Sat6,F･Kuze:CellularImmuneResponseofamurinemodelofcllrOnicbronchialcolo-

nizationwithPseudomonasaeruglnOSa,BasicResearchandClinicalAspectsofPseudomonasaeruglnOSainfec-

tion,(1990.9.12.東京).

山口理世,松井保憲,田中栄作,桐谷良-,倉揮卓也,川合 満,久世文事 :啄決より Bordetella bronchi-

septicaが繰.り返 し検出された副鼻腔気管支症候群の一例,第132回日本内科学会近畿地方会 (1990.9.22.大津).

4. 気管支噂息 ･アレルギー

川合 満 ･中山秀夫 :ステロイド薬の局所療法,第 2回日本アレルギー学会春季臨床集合サテライ トシンポジ

ウム2(司会)(1990.4.19.東京).

川合 満,山口理世,橋本尚子,新実彰男,松井保憲,加藤元一,桐谷良一,倉沢卓也,久世文章,川勝一雄

:市販アミノフィリン坐剤の Bioavailability第 2回日本アレルギー学会春季臨床集会 (1990.4.20.東京).

新実彰男,桐谷良一,倉揮卓也,川合 溝,久世文事 :著明な閉塞性換気障害と縦隔 リンパ節腫大を呈 した,

嘩息を伴う慢性好酸球性肺炎の 1例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

Kawai,M･,Matsui,Y･,Niimi,A･,Kato,M･,Amitani,R･,Kurasawa,T･,Kuze,F･,Kawakatsu,K･,Masada,

M･,SelectiveinhibitoryactionofTiclopidi】-eonTheophyllinemetabolism,ⅩⅠⅠIWorldCongressofAsthmO-

logy(1990.10.24.Maebashi,Japan)･

Croce,J･,Suetsugu,S･,Kawai,M･,(Chairmen)Workshop W-18 As pirin-induced asthma XIllWorld

CongressofAsthmology(1990.10･24･Maebashi,Japan)･

加藤元一 ･村上元庸 ･川合 満 ･田中健一一:TDI感作モルモット気管支噂息モデルにおける胃粘膜血 流の検

討,第40回日本アレルギー学会総会 (1990.ll.14.長崎).

川合 満,新実彰男,松井保憲,桐谷良一,倉揮卓也,久世文章 ･加藤元一 :気管支嘱息と急性胃粘膜病変,

気管支鴨息患者における胃粘膜血流の検討.同上(1990,ll.16.長崎).

新実彰男,山田勝彦,松井保憲,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,久世文章,西山秀樹,前川暢夫,黒住真史 :

Coughvariantasthmaの臨床的検討一啄疾中好酸球増多について-同上.

山下五郎,白川太郎,川合 溝 :合成 ACTH 長期投与の試み (同上).

5. その他

川合 満 ･加藤元一 ･久世文事 ･野口英世,木村謙太郎 ･中川正清,滝沢敏夫,小川暢也 :干渉低周波療法に

よる去抜効果- 3施設における2重盲検比較試験のまとめ-第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9.東京).

新実彰男,橋本尚子,加藤元一,桶谷良一,倉滞卓也,川合 活,久世文事,坂東憲司,伊藤春海 :特発性肺

-モジデローシスの2例-cT所見を中心に-,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.ll.東京).

山口理世,橋本尚子,有田真知子,千葉 秀,久保嘉朗,佐藤敦夫,加藤元一,新実彰男,松井保憲,鈴木克

洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,久世文事 :全身性 リンパ節腫脹を伴ったⅢ期サルコ

イ ドーシスの一例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

村山尚子,鈴木克洋,久世文章,山本孝吉 :マクロファージの活性化に及ぼす CSFの効果の検討,第 回日

本炎症学会 (1990.7.23.東京).

桐谷良一 :気道液シンポジウム ｢気道液の病態とその治療｣好中球エラスターゼおよび緑膿菌由来蛋白分解酵

素による気道上皮傷害,第42回日本気管食道科学会総会 (1990.10.ll.鹿児島).

〔研究会 ･講演会〕

1. 結核 ･非定型抗酸菌症

鈴木 克洋,山本 誉,村山尚子,久世文事 :ヒト肺胞マクロファージの抗 M･avium complex作用に及ぼす

各種サイ トカインの影響,実験結核研究会 (1990.3.26.東京).
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山本 誉,鈴木克洋,久世文事 :新 rifamycin誘導体の抗 ミコバクテリア活性,同上.

山口理世,新実彰男,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉揮卓也,久世文事 :気管支嘱息患者に発生 し,発見

が遅れた気管,気管支結核症の一例,気管支懇話会,(1990.8.2.大阪).

桐谷良一,田中栄作,松井保憲,久世文事 :M･avium complex症患者の気道クリアランスの検討,第 4回結

核 ･非定型抗酸菌症治療研究会 (1990.12.8.東京).

久世文事,山本 誉 :新 Rifamycin誘導体の実験結核症に対する治療効果

第 3回結核 ･非定型抗酸菌症治療研究会 (2.6.9.東京).

久世文事,山本 誉 :新 リファマイシン誘導体の抗 ミコバクテリア活性, 日米医学協力研究結核部会 (1990.

3.12.東京).

久世文章,山本 晋 :新 Rifamycin誘導体のヒト肺胞マクロファージ内 M･aviumcomplex増殖抑制効果.同

上.

久世文事,山本 誉 :新 Rifamycin誘導体の M･tuberculosisに対する試験管内殺菌力第4回結核 ･非定型抗

酸菌症治療研究会 (2.12.8.東京).

久世文事,桐谷良一,田中栄作,松井保憲 :M･avium complex症患者の気道クリアランスの検討.同上.

し/久世文章 :非定型抗酸菌症の病態と臨床.芝蘭会神戸支部学術講演会(2.2.ll.神戸,兵庫県医師会館).

レ 久世文事 ‥非定型抗酸菌の臨鼠 岡山県医師会主催胸部疾患診断研究会講演会 (2･3･17･岡山､岡山県衛生会

鰭).

レ 久世文事 :結核及びその他の抗酸菌感染症の現状.日本内科学会東海支部第 2回生涯教育講演会 (2･7･1･津,

三重県医師会館).

2. 膿 蕩

川合 満,和田洋巳 :肺癌の新 しい治療法一光線力学療法,医療最前線 ･テレビ放送 (KTV)1990.12.20).

3. 感染症

桐谷良一 :シンポジウム ｢肺の炎症をめぐって｣ヒト好中球エラスターゼおよび緑膿菌由来の蛋白分解酵素に

よる気道上皮傷害,京大胸部研平成元年度学術講演会 (1990.1.27.京都).

田中栄作,佐藤敦夫,加藤元一,桐谷良一,久世文事 :慢性緑膿菌気道感染マウスモデルの免疫学的検討,罪

12回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1990.1.28.東京).

田中栄作,佐藤敦夫,加藤元一,久世文事 :慢性気道感染症における感染症防衛と組織変化一動物モデルによ

る解析.第4回京都感染症研究会 (1990.3.10.京都).

新実彰男,松井保憲,田中栄作,桐谷良一,倉揮卓也,川合 満,久世文事,西山秀樹,前川暢夫 :マイコプ

ラズマ肺炎の臨床像一白験40例の検討-,第 5回京都感染症研究会 (1990,10,27.京都).

久世文事 :慢性気道感染症の病態.第18回肺と心研究会 (1990.7.5.神戸).

久世文章 :慢性気道感染症の病態 (特別講演)浜松医大学術講演会 (1990.9.8.浜松).

4. 気管支噂息 ･アレルギー

川合 満 :(パネリス ト)鴨息-吸入療法の現状と今後の展望-GlaxoSymposium '90(1990.1.26.大阪).

川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の活題一束三医師会 (1990.2.3.豊橋).

川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の進歩一鹿児島大学第二内科関連学術講演会 (1990.3.8.鹿児島).

川合 満 :気管支噛息の治療一和漢薬の治療も含めて一福知山 ･綾部医師会 (1990.3.17.福知山).

川合 満 :気管支嘱息.第437回京都府社会保険研究会 (1990.4.28.京都).

川合 満 :気管支嘱息.医療最前線 ･テレビ放送 (KTV)1990.6.7).

川合 満 :気管支噛息の治療一最近の傾向一熊本県医師会 ･熊本市医師会 (1990.6.14.熊本).

川合 満 :嘱息における去旅について.第 3回京滋嘱息長期治療研究会 (1990.9.1.京都).

川合 満 :気管支鴨息に関する最近の知見.日本保険医学会関西支部学術講演会 (1990.9.4.大阪).

川合 満 :今日の医学 ｢若者をねらう結核｣NHK ラジオ第 2放送 (1990.9.30.1990.10.6(再放送)).
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5.その他

松井保憲,桐谷良一,佐藤敦夫,田中栄作,新実彰男,加藤元一,倉揮卓也,川合 活,久世文事 :吸入肺シ

ンチグラフィを用いた気道クリアランスの評価法,第10回気道分泌研究会 (1990.2.24.鳴門).

桐谷良一,村山尚子,倉揮卓也,久世文事 :肺胞蛋白症における下気道の線毛上皮傷害,第87回日本内科学会

講演会 (1990.4.5.東京).

桐谷良一,特別講演 ｢びまん性汎細気管支炎における肺サーファクタントの動態一泡沫細胞集笠との関適-｣,

第 7回関東啄疾研究会 (1990.6.22.東京).

川合 満 :薬剤により誘発される肺疾患 加古川市加古郡医師会 (1990.3.10.加古川).

川合 満 :招客疾.医療最前線 ･テレビ放送 (KTV)1990.6.14.)

川合 満 :干渉低周波と去疾.神奈川在宅呼吸管理研究会 (1990.6.16.横浜).

川合 満 :咳轍と略壊.京都府医師会学術講演会 (1990.10.16.京都).

川合 満 :呼吸療法と去疾.第 6回九州呼吸療法懇話会 (1990.ll.10.大分).

川合 満 :老人性呼吸器疾患の診断と治療.但馬内科医会学術講演会 (1990.ll.17.豊岡).

川合 満 :呼吸器疾患と救急処置.第12回京都府救急医療検討会.

尾口一成,山口理世,小林秀机,新実彰男,松井保憲,村山尚子,桐谷良一,倉浮卓也,久世文幸 :右肺動脈

単独欠損症の気管支鏡所見.第41回近畿気管支鏡懇話会 (1990.12.19.大阪).

〔京都大学胸部疾患第一内科主催講演会〕

DavidC･CurrieM･D･(SeniorRegistrar,DepartmentofThoracicMedicine,BromptonHospital,Westmin-

sterHospital,London):Bronchiectasis-A New Look･(1990.10.16.京都).

〔第 6回京都大学胸部疾患研究所第一内科合同研究発表会⊃

(1990.12.22.京都)

国立療養所南京都病院呼吸器科 :中谷光一,池田宣昭

同 胸部外科 :井上修平,高橋憲太郎

INH,REP両剤耐性結核症の臨床的研究

神戸市立玉津病院内科 :多田公英,長谷川 幹,石井昌生,五十嵐哲也

神戸市立中央市民病院呼吸器内科 :岩崎博信

本院に於ける老人結核の臨床的検討

和歌山赤十字病院呼吸器科 :中谷清樹

和歌山日赤呼吸器科に於ける外来由来啄疾分離菌の動向

国立姫路病院内科 :河南里江子,橋本尚子,平田教至,河村哲治,中原由紀子,中原保治,望月吾郎

好酸球性肺炎の臨床的検討

神戸市立中央市民病院呼吸器内科 :冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本虞子,石原享介,岩崎

博信,梅田文一,中井 準

入院後自然緩解 した Acuteeosinophilicpneumoniaの2例

倉敷中央病院内科 :松村栄久,三宅淳史,石田 直

BALF 中リンパ球で金に対する DLST 陽性を証明し得た金肺炎の1例

神戸市立中央市民病院呼吸器内科 :岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩

崎博信,梅田文一,中井 準
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びまん性陰影を呈L TBLB にて肺胞内器質化を認めた症例の検討

天理よろづ相談所病院呼吸器内科 :三野真里,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井

啓介,柚木由浩,有田真知子

同 病理 :市島国雄,小橋陽一郎

RA Lung(開胸肺生検例) 6例の臨床病理学的検討

福井赤十字病院呼吸器科 :橋本 徹,武藤 真,山口 晃,清谷哲也,磯和理貴,長谷光雄

CA19-9高値を呈 した間質性肺炎の1例

(関西肺癌研究会)

大阪府済生会中津病院呼吸器内科 :縄田隆平,池田宗一郎,千葉 秀,柴田美弥,小柳津竜樹,長谷川吉則,

西村尚志,黒田直明,坂東憲司

京大胸部第-内科

神戸市立中央市民病院呼吸器内科

神鋼病院内科

国立姫路病院内科

福井赤十字病院呼吸器科

和歌山赤十字病院呼吸器科

和歌山県立医大第三内科

倉揮卓也,久世文幸

中井 準

山田栄一

望月吉郎

長谷光雄

西山秀樹

南方良章

肺小細胞癌に対する Cisplatin+Etoposide持続静注療法の pilotstudy

和歌山赤十字病院呼吸器科 :西山秀樹

切除不能非小細胞肺癌に対する MWC 療法 (MMC,VDS,CDDP)と放射線併用療法の比較試験

天理よろづ相談所病院呼吸器内科 :南部静洋,岩田猛邦,種田和清､郡 義明,田口善夫,冨井啓介,三野

真里,柚木由浩,有田真知子,

同 病理 :市島国雄,小橋陽一郎

剖検症例からみた特発性間質性肺炎と肺癌との関連について一環境因子からの検討

京大胸部研第-内科 :新実彰男

Coughvariantasthmaの臨床的研究

京大胸部研感染 ･炎症学 :鈴木克洋,山本 誉,村山尚子,久世文章

ヒト肺胞マクロファージの M･avium complex増殖抑制作用に対する各種サイトカインの影響

京大胸部研感染 ･炎症学 :田中栄作,弓場吉哲

実験的肺緑膿菌感染症モデルを使用 した Erythoromycinの治療効果の検討

和歌山赤十字病院呼吸器科 :堀川禎夫

当科に於ける於ける睡眠時無呼吸症候群の診断と治療の現況

済生会中津病院呼吸器内科 :小柳津竜樹,池田宗一郎,千葉 秀,柴田美弥,西村尚志,長谷川告別,縄田

隆平,黒田直明,坂東憲司

同 循環器内科 :小竹親夫

慢性呼吸不全患者に於ける血管拡張剤および強心剤の血行動態に及ぼす影響-5種薬剤の比較検討一

天理よろづ相談所病院呼吸器内科 :柚木由浩,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,富井

啓介,三野異里,有田真知子

同 病道 :市島国雄,小橋陽一郎

子宮癌による腫蕩塞栓のために呼吸不全を呈した三症例の検討

天理よろづ相談所病院呼吸器内科 :田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,三野

異里,柚木由浩,有田真知子

同 病理 :市島国雄,小橋陽一郎

進行する気管支拡張症の検討

国立姫路病院内科 :河村哲治,平田教至,河南里江子,中原保治,中原由紀子,望月吉郎,田村忠雄
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医入会武田病院内科 :中井裕美子

京大胸部研第一内科 :桐谷良一

Williams-Campbell症候群の成人例と考えられた2例
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〔特 別 講 演〕

神戸市立中央病院呼吸器内科 :片上信之

マサチューセッツ総合病院 (MGH)の臨床教育システムと Hematology-OncologyUnitに於ける研究生活

〔誌 上 発 表〕

1･ 結核 ･非定型抗酸菌症

倉揮卓也 :ツベルクリン反応の最近の知見 (第64回総会シンポジウムⅢ.結核診断法の進歩),結核,65:47-

52,1990.原著

倉揮卓也,久世文幸,川合 満,桐谷良一,村山尚子,田中栄作,鈴木克洋,松井保憲,佐藤敦夫,加藤元一,

久保嘉朗,坂東憲司,黒田直明,縄田隆平 :気管支結核の重症度分類,気管支学,12(2):157-166,1990.原著.

山本 誉,桐谷良一,久世文事,鈴木克洋 :新 rifamycin誘導体の Mycobacterium tubercu]osisと M.avium

complex に対する invitro抗菌作用,結核,65(12):805-810,1990.原著.

久世文事,山本 誉,桐谷良一,鈴木克洋 :新 rifamycin誘導体の Mycobacteriulntubercu】osisと M･avium

comp】ex に対する invivo活性,結核,66(1):7-12,1991.原著

久世文章 :非定型抗酸菌症の治療術式の検索,病態生理,9(1):64-67,1990.

久世文章 :3. 抗酸菌 (結核菌,非定型抗酸菌),Ⅲ.難治性病原体の感染と化学療法今日の抗菌薬 :診断と

治療の進歩 (特集),日本内科学雑誌,79(12):1674-1679,1990.

倉揮卓也,新実彰男 :PPD の最近の知見,臨床検査,34(4):444-446,1990.

倉滞卓也,佐藤敦夫,久世文事 :高齢者の肺結核,臨床と研究,67(8):2376-2381,1990.

倉揮卓也,久世文事,鈴木克洋,加藤元一,新実彰男,池田宣昭,長谷光雄,武藤 頁,橋本 徹,小田芳郎,

西坂泰夫,坂東憲司,黒田直明,縄田隆平,中井 準,岡崎美樹,冨岡洋海,石井昌生,桜井信男,多田公英,

望月吉郎,前川暢夫,西山秀樹,鈴木雄二郎 :各種呼吸器疾患患者のツベルクリン反応一第 2編 非結核患者の

ツベルクリン反応-.日本胸部臨床,49(8):646-651,1990.

倉揮卓也,久世文章,鈴木克洋,加藤元一,新実彰男,池田宣昭,長谷光雄,武藤 真,橋本 徹,小田芳郎,

西坂泰夫,坂東憲司,黒田直明,縄田隆平,中井 準,岡崎美樹,冨岡洋海,石井昌生,桜井信男,多田公英,

望月吾郎,前川暢夫,西山秀樹,鈴木雄二郎 :各種呼吸器疾患患者のツベルクリン反応一第 1編 結核患者のツ

ベルクリン反応-.日本胸部臨床,49(7):567-572,1990.

2. 腫 妬

新実彰男,小林秀机,杉田孝和,南方良章,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :気管支鏡下に紺険

し得た気管支内過誤腫の1例,気管支学,12(2):190-194,1990.

新実彰男,小林秀机,杉田孝和,南方良章,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :UFT 投与により

癌性 リンパ管症が著明に改善した肺癌の1例,日本胸部臨床,49(5):428-433,1990.

3. 感染症

DaisukeHata,FumiyukiKuze,YasuhiroMochizuki,HideoOhkubo,ShuichiKanazashi,ShinjiMaeda,

NorinagaMiwaandHarukiMikawa:EvalllationofDNAprobetestfらrrapiddiagnosisofMycoplasmapne-

uminiaeinfections,JPediatrics,116(2):273-276,1990.原著.

RyoichiAmitani,RobertWilson,AndrewRutman,RobertRead,ChrisropherWard,Davidliurnett,Robert

A･Stockley,andPeterJ･Cole:EffectsofhumanneutrophilelastaseandPseudomonasaeruginosaproteinases
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onhumanrespiratoryepithelium,Am･J･Respir･CellMor･Biol･,4(1):26-32,1991.原著.

久世文幸 :肺炎と肺臓炎 ｢特集一肺炎最近の傾向と臨治療｣,臨床と研究,67:350-354,1990.

倉津卓也,新実彰男 :市中感染肺炎,Medicina,27(7):1175-1178,1990.

大泉耕太郎,久世文事,倉揮卓也,他12名 :細菌性肺炎に対する BMYl28100と Cefaclorの二重盲検法によ

る臨床評価の比較,JapaneseJournalofAntibiotics,43(ll):1914-1947,1990.

4. 気管支嘱息 ･アレルギー

川勝一雄 ･政田幹夫 ･川合 満 :チクロピジンとテオフィリン代謝障害この薬のこの副作用,松 田重三編,

114-115,メディカル ･ライフ 東京 1990.

中島道郎,川合 満,木野稔也,浅本 仁,岩田猛邦,南部静洋,田口善夫,群 義明 :気管支鴨息に対する

†ロンボキサンA2(TXA2)合成酵素阻害剤 OKY-046の長期経口投与試験について, 診療と新薬,27(5)767-

789,1990.

川合 満,中山秀夫(司会):ステロイ ド薬の局所療法 第二回日本アレルギー学会春季集会,サテライ トシン

ポジウム-2,Medicaltribune23(6)7-10,1990.6.28.

川合 満 :塩酸クレンプチロール,医学大事典,Suppl･7 最新の治療薬,1990.講談社,東京,1990.

川合 満,木野稔也,浅本 仁,中川正清,平林正孝,梅田文一,山田栄一 :成人気管支幡息に対する選択的

トロンボキサンA2合成酵素阻害剤 OKY-046･200mg錠の臨床的検討 Ther･Res･ll.233ト2344,1990.

館野幸司,川合 満,倉揮卓也,他 :ダニアレルギーが疑われた症例に対する6種 のダニディスクを用 いた

IgE･RAST 試験成績アレルギーの臨床,10(ll).837-845,1990.

長岡 滋,川合 満,他 :抗アレルギー薬フマル酸エメタスチン (KG12413)の淡に及ぼす影響について,臨

斥医薬,6(3),553-582,1990.

桐谷良一,松井保憲,新実彰男,山田勝彦,川合 満,久世文事 :気管支鴨息における下気道の粘液線毛輸送

機能(1)噂息患者より得た sputum solの気道線毛上皮傷害性および線毛運動抑制能の検討,公害健康被害補償予

防協会委託業務報告 :大都市成人気管支鴨息等の多様性因子に関する研究報告書,99:68-75,1990.

5. その他

松本慶蔵ほか45名(久世文幸):ミノサイクリンの黄色ブ ドウ球菌性感染症に対する臨床効果,化学療法の領域,

6(1):160-172,1990.

細菌性肺炎に対する BMY-28100と Cefaclorの二重盲検法による臨床評価の比較,久世文事,倉揮卓也,池

田宣昭(共著者として,TheJapaneseJournalofAntibiotics,43(ll):1914-1947,1990.

牧野荘平他 6名 :選択的 Thromboxane合成酵素阻害薬 OKY-046･HCL･H20 の成人気管支嘱息に対する

有用性一塩酸アゼラスチンを対照とした多施設二重盲検比較試験,久世文幸,川合 満(共同研究施設として),

臨床医薬,6(10):2131-2166,1990.

久世文幸 :macrophage,ThelothRokkoConference鴨息に関与する細胞をめぐって,小林節雄,長野 準,

中島重徳,宮本昭正編,メディカル ト))ビューン,1990,pp3-25.(共著)

川合 満,松井保憲 :去疾不全,UpDate注目されている話題の疾患のすべて,現代医療 22(7)1697-1701,

1990.

鈴木康弘,ErnaLadanyi,増田 稔,佐藤敦夫,桐谷良一 :肺表面活性物質アポ蛋白 SP-B･SP-A 間結合の

SP-B に対する特異モノクローナル抗体による阻害,日本界面医学会雑誌,21(1･2):111-117,1990.

桐谷良一,久世文事 :過換気症候群,Medicina,27(10):1918,1990.

新実彰男,小林秀机,杉田孝和,南方良章,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫,木下達之,綿谷茂

樹,柏木基之亮 :気管支肺胞洗浄が診断に有用であった脂肪塞栓症候群の 1例,日本胸部疾患学会雑誌,28(2):

362-367,1990.

桐谷良一,冨岡洋海,倉揮卓也,石田 直,久世文事 :Primaryciliarydyskinesiaの臨床的並びに超微形態学

的検討,日本胸部疾患学会雑誌,28(2):300-307,1990.

倉津卓也 :気管支拡張症,今日の治療指針,1990:283-285,1990.

村山尚子,鈴木克洋,山本孝吉,久世文事 :マウス肺胞マクロファージの活性酸素生成に関する検討,日本胸
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部疾患学会雑誌,22(5):741,1990.

倉葎卓也,久世文章,他22名 :各種呼吸器疾患患者のツベルクリン反応,第 2福一非結核患者のツベルクリン

反応,日本胸部臨床,49(8):646-651,1990.

鈴木雄二郎,杉田孝和,小林秀机,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,西山秀樹,前川暢夫 :膿胸症例に対する

ウロキナーゼ固定 トロッカーカテーテルの開存性の検討,呼吸,9(5):610-612,1990.

感染 ･炎症学分野関連施設

〔学会発表,研究会,講演会〕

1. 結核 ･非定型抗酸菌症

近畿地区国療胸部疾患研究会 :

中江一郎,中谷光一,井上修平,高橋憲太郎,池田宣昭(南東部),中産真二(北潟),坂田光則,喜多野彦(近畿

中央),田中茂治,野間啓造,上田英之助,螺長英郎(刀根山),黒須 功,大迫 努(兵庫中央),金井慶一(青野

磨),白井史朗,宮崎隆治(西奈良),竹中孝造(和歌山).

京大胸部研内科 Ⅰ 久世文事 :

難治肺結核症例に対する Onovacilnの臨床効果並びに耐性獲得について 第65回日本結核病学会総会 (1990.

3.28.東京).

近畿地区国療胸部疾患研究会 :

上田英之助,野間啓造,田中茂治,螺長英郎(刀根山),立石昭三 (比良), 中谷光一,中江一郎,井上修平,高

橋憲太郎,池田宣昭 (南京都),小原幸信 (芋多野),坂谷光則,喜多静彦(近畿中央),関 剛 ,平川公義,尾

藤慶三(千石荘),黒須 功,大迫 努(兵庫中央),金井贋-(青野原),白井史朗,宮崎隆治(西奈良),竹中孝造

(和歌山).

近畿地区国療における抗酸菌症の現状-結核病棟における入院早期死亡例の解析一同上(1990.3.28.東京).

近畿地区国療胸部疾患研究会

井上修平他上記21名 :近畿地区国癖における抗酸菌症の現状-昭和63年新入院患者についての総括一同上

近畿地区国療胸部疾患研究会一中谷光一他上記21名 :近畿地区国癖における抗酸菌症の現状一入院時抗酸菌検査

成績について一同上

近畿地区国療胸部疾患研究会

平川公義他上記21名 :近畿地区国癖における抗酸菌症の現状-入院時ツベルクリン反応の検討-同上

近畿地区国療胸部疾患研究会

坂谷光則他上記21名 :近畿地区国療における抗酸菌症の現状一患者家族歴の検討一同上

近畿地区国療胸部疾患研究会

井上修平他上記21名 :近畿地区国癖における抗酸菌症の現状 第30回 日本胸部疾患学会総会 (1990.4.ll.東

京).

近畿地区国療胸部疾患研究会

大迫 努他上記21名 :近畿地区国癖における抗酸菌症の現状-抗酸菌症に合併 した悪性腫療例の検討一同上

井上値平,高橋憲太郎,中谷光一,中江一郎,池田宣昭,原発性肺癌患者における血清 BFP測定の意義 (他

の腫癌マーカーとの比較)

中谷光一,池田宣昭,井上修平,高橋憲太郎 :悪性腫疫を否定 しきれず開胸術につ確定診断のついた結核症の

4切除例,第53回日本肺癌学会関西支部会(1990.7.21.大阪)･

中谷光一,池田宣昭,井上修平,高橋憲太郎,山野 究,国療南京都病院における最近 4年間の肺外結核の検

討,第132回日本内科学会近畿地方会(1990.9.22.大津),

中谷光一,池田宣昭,井上修平,高橋憲太郎,伊藤公一,永井 覚,当院における最近 4年間の入院時抗酸菌
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検査成績の検討,第45回国立病院療養所総合医学会 (1990･ll.9.横浜)･

山鳥英世 :結核性胸膜炎治療中に出現 した胸囲結核の-症例,同上

中谷光一,池田宣昭,松島秀行,宮原忠夫,井上修平,高橋憲太郎,古田睦広,誘因なく発症 した粟粒結核症

の 1剖検例,第133回日本内科学会近畿地方会 (1990.12.1.大阪).

古田睦広,祖開克彦,中谷光一,池田宣昭,MAC症例の-剖検例,わからん会 (1990.12･15･大阪)･

中谷光一,池田宣昭,井上修平,高橋憲太郎,気管支結核の3症例,第38回気管支鏡懇話会 (1990.12･19･大

阪).

多田公英,長谷川 幹,桜井信男,石井昌生,坂本慶子,石原享介 :中葉無気肺を呈 した気管支結核の 2例.

第39回近畿気管支鏡懇話会(1990.3.1.大阪).

多田公英,長谷川 幹,石井昌生,坂本唐子,石原享介,中山志郎 :SLE経過中に,粟粒結核症,結核性髄

膜炎を併発 した 1例.第66回日本結核病学会,第36回日本胸部疾患学会,近畿地方会,(1990.12.1.神戸).

多田公英,長谷川 幹,桜井信男,岩崎博信,石井昌生,鈴木清武,本多 昭 :最近の老人結核について.罪

32回神戸市衛生局研究発表会 (1990.2.24･神戸)･

多田公英,長谷川 幹,桜井信男,石井昌生 :肺結核症における血清 ADA活性の検討.第65回日本結核病学

会総会 (1990.3.27.東京).

横井 徹,松村栄久,石田 直 :牌膿癖を初発症状 と した M･Kanasiiによ る全身播種型 非定型抗酸菌症

(DAM 症)の 1例 第65回日本結核病学会総会 (1990.3.27.東京).

2. 膿 嬢

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本唐子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,小西

豊 :気管支食道療をきた した肺扇平上皮癌の 1例-食道バイパス術を先行させた 1例.第52回日本肺癌学会関西

支部会(1990.2.17.秦.良)

長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :Ⅳ期非

小細胞肺癌におけるプロトコールスタディ非登録例の治療と予後.第52回 日本肺癌学会関西支部会 (1990.2.17.

奈良)

坂本庶子,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,長谷川 幹 :高齢者

肺癌症例の治療経過と予後について,第52回日本肺癌学会関西支部会 (1990.2.17.奈良)

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本贋子,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,北市正

刺 :肺癌との鑑別が困難であった限局性器質化肺炎の 1例 (同上)

永野 純,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本唐子,石原亨介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :硬化性血管腫の 1例

(同上).

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本麻子,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,中島秀

行 :縦隔膜癌の MRI.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.10.東京).

岩崎博信,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本慶子,片上信之,石原享介,梅田文一,中井 準 :同上.

岡崎美樹,勝谷 誠,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本麗子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準 :左右気管支に多数の腫輝を認めた多発性肺扇平上皮煙の 1例.第39回近畿気管支鏡懇話会(1990.3.1.大阪).

猪ノ本葉子,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本安子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,矢部

博樹,中山志郎 :胸水貯潜を主症状とし,マクログロブ リン血症を伴 った悪性 リンパ腫の 1症例.第65回日本結

核病学会,第35回日本胸部疾患学会,近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

勝谷 誠,岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準,岡田行功,庄村東洋,白根博文,内田博也 :肺葉間腫癖および肝内膜病の像を呈 した neurofibromatosisの

1例.同上.

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :最近経

験 した食道癌による気管狭窄の二例.第14回京阪神呼吸器疾患勉強会 (1990.7.12.大阪).

岩崎博信,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本虞子,片上信之,石原享介,梅田文一,中井 準 :腺癌と扇平上皮癌の

臨床経過の比較一非切除Ⅲ･Ⅳ期症例を対象として.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.大阪).
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長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺小細

胞癌脳転移例の臨床的検討.同上.

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上イ言之,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,内田博

也 :前縦隔膜疫の像を呈 した小細胞癌の 2例.同上.

冨岡洋海 ･長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本麻子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,藤原

洋,官本 覚,庄村東洋,内田博也 :限局性胸膜中皮腫の1例.同上.

坂本贋子,冨岡洋海,菊本直樹,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準 :孤立性気管支乳頭腫の一例.第40回近畿気管支鏡懇話会 (1990.8.2.大阪)

Hasegawa,T･,katakami,N･,Sakarnoto,fI.,Nakai,H･:SalvageChemotherapywithlfosfamide,Adriamycln

andEtoposide(IAV Regimen)forNon-smallCellLungCancerResistanttoMytomycinC,Vindesineand

Cisplatin(MVC Regimen).ThirdlnternatjonalConsensusonSupporitiveCarelnOncology,tBrussels,Be1-

gium･1990.8.23･)

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本麗子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,山田栄

一,長谷光雄,坂東憲司,西山秀樹,望月吉郎,倉揮卓也,久世文章 :切除不能非小細胞肺癌に対する IFOS十

VDS+CDDP 併用療法の PILOT STUDY･第31回日本肺癌学会総会 (1990･10.31.東京)

長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片山信之,坂本庸子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺小細

胞癌脳転移例の臨床的検討.同上.

坂本慶子,菊本直樹,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片山信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準,西内 素,庄村東洋 :高齢者肺癌の治療経過と予後に関する検討.同上 (1990.ll.1.東京)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本虞子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺癌に

対する全身的化学療法により治療関連死をきたした症例の検討.同上.

岩崎博信,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本唐子,片上信之,石原享介,梅田文一,中井 準 :プロト

コール適格性からみた小細胞肺癌の予後について.同上.

藤原 洋,新開雅彦,野口正仁,那須通寛,薗 潤,岡田行功,宮本 覚,西内 素,立道 清,庄村東洋,

春田博之,岡崎美樹,中井 準 :肺嚢胞症に合併 した肺癌の 1例.第48回兵庫県肺癌 懇話会 (1990･11･21.神

戸)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,内田博

也 :化学療法,放射線療法にて 3年間完全寛解中の縦隔腔細胞膜の1例.同上.

川本未知,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準,藤原 洋,西内 素,庄村東洋 :16年間の経過で緩徐に発育 した肺過誤腫の1例.第66回日本結核病学会,

第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･12･1.神戸)･

布引久子,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :多発性扇平上皮癌の

1例.

弓場吉哲,柚木由浩,三野兵里,冨井啓介,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,小泉俊三,

柏原貞夫 :肺癌照射後の気管支食道癖に食道バイパス術を施行 し良好な経過をとった一例･第52回日本肺癌学会

関西支部会(1990.2.17･奈良).

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,弓場吉哲,三野美里,柚木由浩,市場国雄,

小橋陽一郎 :剖検症例からみた特発性間質性肺炎と肺癌発症との関連について.第30回 日本胸部疾 患学会総会

(1990.4.9.東京)･

柚木由浩,岩田猛邦,種田和活,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野真里,有田真知子,市島国

雄,小橋陽一郎 :子宮癌による微小腫療塞栓を呈した3剖検例.第22回奈良呼吸器研究会 (1990･11･17･奈良)･

中谷活樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :肺小細胞癌に認められた薬剤

起因性 SIADH の3例第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12･1.神戸)･

榎本淑子,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫, :当科における肺

胞上皮癌症例の検討.同上.
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西山秀樹,小林秀机 中谷清樹,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫,他 7施設 :切除不能非小細胞

癌に対する MVC療法と放射線療法の比較試験.第31回日本肺癌学会総会 (1990･11･1.東京)･

杉田孝和,中谷清樹,小林秀机,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :全胸膜照射と同時化学療法を

施行したびまん性悪性胸膜中皮腫の2症例.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990･7.21.大阪)･

中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :肺小細胞癌に認められた SIA-

DH の二例.第58回和歌山医学会総会 (1990.7.8.御坊市)

榎本淑子,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,姫川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :当科における肺胞

上皮癌の検討.

西村尚志,柴田美弥,小柳津竜樹,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司,高橋隆幸 :G-CSF産生肺癌の一例. 節

35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪)

縄田隆平,西村尚志,柴田美弥,小柳津竜樹,黒田直明,坂東憲司,高橋隆幸 :脳内腫輝形成をきたした悪性

組織球症の1例.第131回日本内科学会近畿地方会 (1990.6.30.大阪).

縄田隆平,千葉 秀,柴田美弥,小柳津竜樹,西村尚志,長谷川吉則,黒田直明,坂東憲司 :気管支内にポリ

ープ状の壊死組織の突出を認めた胃癌肺転移の一例.第40回近畿気管支鏡懇話会 (1990.8.2.大阪).

黒田直明 :随伴陰影を呈した肺癌一閉塞性肺炎陰影-.第35回大阪から肺がんをなくす会 (1990.10.6.大阪)

縄田隆平,千葉 秀,柴田美弥,小柳津竜樹,長谷川吉則,西村尚志,黒田直明,坂東憲司,食滞卓也,久世

文事 :肺小細胞癌に対する Cisptatin+Etoposide持続静注療法の PilotStudy.第31回日本肺癌学会総会 (1990.

10.31.東京).

冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,山田栄一,

長谷光雄,坂東憲司,西山秀樹,望月吉郎,倉滞卓也,久世文章 :初除不能非小細胞癌 に対す る IFOS+VDS

+CDDP併用療法の PilotStudy･第31回日本肺癌学会総会 (1990.10.31.東京)･

西村尚志,池田宗一郎,千葉 秀,柴田美弥,小柳津竜樹,長谷川吉則,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司,秦

原 隆,泉 春暁 :経過中 lacticacidosisを来し急速な転帰をたどった ma】ignantlymphomaの1例.第133回

日本内科学会近畿地方会 (1990.12.1.大阪).

松村栄久､石田 直他 :早期胃癌を原発とした肺の癌性 リンパ管症の1例.第62回日本内科学会中国四国地方

会(1990.5.26‥鳥取).

中原保治,中原由紀子,西園寺正士,木下晴希,桂 栄孝 :肺癌手術時患者における胸腔洗浄液の検討一術前

経皮吸引細胞診施行による影響-.第31回日本臨床細胞学会総会 1990.6.2.長崎･

中原保治,中原由紀子,西園寺正士,木下晴希,桂 栄孝 :胸腺カルチノイドの 1例.第29回日本臨床細胞学

会秋季大会 1990.ll.9.大阪.

平田教至,望月吾郎,松山栄一,田村忠雄,桂 栄孝,大川二朗 :アミラーゼ産生肺癌の1症例.

第45回国立病院療養所総合医学会 1990.ll.8-9.横浜.

久保明美,平田教至,河村哲治,国部伸也,平井謙造,吉本健朗,中原保治,望月吾郎,田村忠雄 :担癌個体

の白血球増多における血清 G-CSF値の検討.第45回国立病院療養所総合医学会 1990.ll.9.横浜.

河村哲治,中原保治,望月吉郎,大野暢宏,橋平 誠,宮本好博,桂 栄孝 :左上葉の網状陰影中に小円形陰

影の出現をみた肺癌症例.第52回日本肺癌学会関西支部会 1990.2.17.奈良.

望月吉郎 :肺癌のはなし.姫路市中央保健所健康教育 1990.6.21.姫路.

中原保治 :肺癌のはなし.姫路市健康教育講話 1990.6.29.姫路.

久保明美,平田教至,河村哲治,国部伸也,中原保治,望月吾郎 :白血球増多における血清 G-CSF値の検討.

第52回日本血液学会総会 1990.3.30.東京.

3. 感染症 ･炎症

長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本虞子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :エリス

ロマイシン長期投与例の臨床像と末梢血好中球機能について.第30回日本胸部疾患学会総会(1990.4.ll.東京)･

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,内田博
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也 :TBLIiにて肺胞腔内器質化のみられた症例の検討.第13回日本気管支学会総会 (1990.6.1.福岡).

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本慶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,内印博

也 :TBLIiで器質化肺炎の像を呈 しステロイド治療に反応しなかった3例.第65回日本結核病学会,第35回日

本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

菊本直樹,冨岡洋海,岡崎美樹,井上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :呼吸不全

をきたし,鳥の死骸より,オーム病クラミジアを検出し得たオーム病の 1例.第66回日本結核病学会,第36回日

本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.神戸).

南部静洋,岩田猛邦,種田和.iE,郡 義明,田口善夫,富井啓九 弓場吉哲,三野真里,柚木由造,小橋陽一

郎,市島国雄,相原雅典 :剖検時肺微生物培養結果からみた呼吸器黄色ブ ドウ球菌感染症の検討.

第 5回奈良県感染症研究会 1990.1.20.奈良.

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,弓場吉哲,三野貢里,柚木由浩,市島国雄,

小橋陽一郎 :進行する気管支拡張症の検討.厚生省びまん性肺疾患調査研究班会議 (1990.1.25.東京).

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩,市島国雄,

小橋陽一郎 :臨床診断 DPB 症例における剖検肺の検討一時にエリスロマイシン (EM)療法の影響について.

第30回日本胸部疾患学会総会 1990.4.ll.東京.

南部静洋,岩田猿邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,富井啓介,相原雅典 :剖検時肺微生物培養結果からみ

た終末呼吸器感染症におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の動向と抗菌剤感受性について.

第38回日本化学療法学会総会 1990.5.18.長崎.

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,三野真里,柚木由浩,市島国雄,小橋陽一

那 :進行する気管支拡張症の検討.第13回日本気管支学会総会 1990.6.1.福岡.

三野真里,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,弓場吉哲,柚木由浩,小橋陽一

那,市島国雄 :EpidermodysplasiaverruciformiSの経過中に DPB を合併した1例･第35回日本胸部疾患学会

近畿地方会 1990.6.16.大阪.

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,富井啓介,三野頁里,柚木由浩,小橋陽一郎,大野陽

一郎 :ATLの肺浸潤を先行 した DP13の一例.第13回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 1990.7.28.東京.

郡 義明,赤坂尚司,岩田猛郡,種田和清,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野頁里,柚木由浩,有田真知

千 :島との接触歴が不明のクラミジア肺炎の2例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.12.1.神戸.

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,三野美里,柚木由浩,有田真知子 :慢性下

気道感染症におけるエリスロマイシン中止例の検討.厚生省びまん性肺疾患調査研究社会議 1990.12.7.東京.

西山秀樹,前川暢夫,他 5施設 :呼吸器感染症に対する CefminoxとFosfomycin併用療法の検討.第38回日

本化学療法学会西日本支部総会 (1990.12.6･岐阜)･

西山秀樹,榎本淑子,福田正子,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀田禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫 :ガマガ

エルの肝生食後に発症 した肺吸虫症の一例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.神戸).

鈴木雄二郎,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,西山秀樹,前川暢夫 :当科で経験 した放射性胸膜炎,

心嚢炎の検討.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.大阪).

西山秀樹,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫 :組織学的に好酸球性肺炎と診

断された宮崎肺吸虫症の一例.第4回西日本寄生虫疾患臨床検討会 (1990.9.14.愛媛).

西山秀樹,前川暢夫,久世文事,川合 活,稲葉宣雄,小田芳郎,坂東憲司,黒田直明,岩田猛邦,種田和

宿 :呼吸器感染症に対する Cefminox と Fosfbmycin併用療法の検討.第38回 日本化学療法学会西日本支部総

会 (1990.12.7.岐阜).

三宅淳史,和田 淳,久保田 章,川野示真子,小西明美,松村栄久,石田 直 :難治性胸水に対するストレ

プトキナ-デ/ス トレプトドルナーゼ胸腔内注入療法の検討.第25回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (1990.

7.14.広島).

河南昌樹,森田基之,藤井英彦,平井講造,吉本健朗,中原保治,門屋 誠,松山栄一,田村忠雄,松森 昭

:遷延するウイルス性心筋炎と考えられた1イ札 日本循環器学会第69回近畿地方会 1990.6.30.和歌山.
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河南里江子,河村哲治,池上裕美子,中原由紀子,中原保治,平田教至,国部伸也,望月吾郎,松山栄一,田

村忠雄 :エリスロマイシンが奏効した難治性アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の 1例.

第 2回日本アレルギー学会春季臨床集会 1990.4.17.東京.

中原由紀子,平田教至,河南里江子,河村哲治,中原保治,望月吉郎,松山栄一,田村忠雄,田中 亨,大野

暢宏,橋平 誠,宮本好博 :縦隔膿癖の1例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪)･

河村哲治,平田教至,池上裕美子,河南里江子,中原保治,中良由紀子,望月吉郎,田村忠雄,桐谷良一 :W

iliams-Campbell症候群の成人例と考えられた2例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.6.16.大阪.

河村哲治,橋本尚子,平田教至,河南里江子,中原由紀子,中原保治,望月吉郎 :びまん性粒状影を示 し呼吸

不全を呈したマイコプラズマ肺炎の1例･日本胸部疾患学会第36回近畿地方会 1990.12.1.神戸.

河南昌樹,河村里江子,田村忠雄,桂 栄孝 :腎生検にて結節性動脈周囲炎を証明し得た 1例.

第4回京都腎臓セミナー 1990.ll.10.京都.

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩,市島国男,

小橋陽一郎,相原雅典 :剖検時肺微生物培養結果からみた呼吸器黄色ブ ドウ球菌感染症の検討.第 5回奈良感染

症研究会 (1990.1.20.奈良).

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,市島国雄,小橋陽一郎,相原雅典 :剖検時

肺徽生物培養結果からみた終末呼吸器感染症におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の動向と抗菌剤感受性につ

いて.第38回日本化学療法学会総会 (1990.5.18.長崎).

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩,市島国雄,

小橋陽一郎 :Cellularinterstitialpneumonia,Follicularbronchiolitisの所見を呈したリウマチ肺の 1例.第35回

日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,三野真里,柚木由浩,小橋陽一郎,大野陽

一郎 :ATLの肺浸潤を先行したDBPの 1例.第13回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1990.7.28.東京).

4.気管支喝息 ･アレルギー

石原享介,中井 準 :慢性気管支鴨息例における定期吸入療法の標準的治療法としての可能性.

第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.10.東京).

石原享介,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :夏型過

敏性肺炎例の発症翌年の無症状期気管支肺胞洗浄所見 :転居例,非転居例の比較.第13回日本気管 支学会総会

(1990.6.1.福岡).

坂本唐子,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,右原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :妊婦の

気管支哨息一当科通院症例の臨床的検討,第65回日本結核病学会,第35回 日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.

6.16.大阪).

石原享介,菊本直樹,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,岩崎博信,梅田文一,中井

翠 :本院における鴨息死の実態とその予防の可能性.第 2回兵庫県アラキドン酸 (肺｣研究会 (1990.ll.10.神

戸).

岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,吉井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩 :本院にお

ける成人気管支鴨息の実態.厚生省成人気管支鴨息研究班:妊会議 1990.2.7.東京.

三野美里,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,弓場吉哲,柚木由浩,小橋陽一

郎,市島国雄 :本院における肺好酸球性肉芽腫症5例の検討.第30回日本胸部疾患学会総会 1990.4.10.東京.

柚木由浩,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野美里 :自動車整備工に認め

られた TDIによると思われる過敏性肺臓炎の1例.職業性アレルギー研究会 D2.7.13.大阪.

柚木由浩,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野美里,郷間 厳,市島国雄,

小橋陽一郎 :10年来の気管支鴨息治療中胸部Ⅹ線上浸潤影を呈 した一例.第50回びまん性肺疾患研究会 1990.9.

8.大阪.

柚木由浩,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野真里,郷間 厳,市島国雄,
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小橋陽一郎 :ステロイドに反応しなかった PIE症候群の1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.12.

1.神戸.

石田 肩,松村栄久,三宅淳史 :好酸球性肺炎における BALF中好酸球の超徴形態学検討.第13回日本気管

支学会総会 (1990.6.2.博多).

石田 厄 :嘱息入院患者の非呼吸器合併症の検討.第2回 日本アレルギー学会春季臨床集会 (1990.4.20.東

戻).

松村栄久,全 勝弘,三宅淳史,石田 直 :BALF中])ンパ球で金に対する DLST陽性を証明しえた金肺炎

の 1例.第25回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (1990.7.13.広島).

石田 直,古谷活寿美 :好酸球性肺炎における気管支肺胞洗浄液 (BAT,F)中好酸球の超徴形態 学的検討.節

22回日本臨床電子顕微鏡学会総会 (1990.9.19.大津).

望月吉郡,田村忠雄,桂 栄孝 :好酸球性肺炎の臨床的検討.第45回国立病院療養所総合医学会 1990.ll.9.

横浜.

河南里江子,橋本尚子,平田教至,河村哲治,中原由紀子,中原保治,望月吾郎,松山栄一,桂 栄孝 :好酸

球性肺炎の臨床的研究.第40回日本アレルギー学会総会 1990.ll.18.長崎.

中原保治,橋本尚子,平田教至,河村哲治,河南里江子,中原由紀子,望月吉郎,桂 栄孝 :肺好酸球性肉芽

腫の1例.日本胸部疾患学会第36回近畿地方会 1990.12.1.神戸.

吉本健朗,久保明美,望月吉郎,松山柴山,田村忠雄,巽 英二 :NFLX によって IM 型反応を呈したと考

えられる薬剤アレルギーの1例.第133回日本内科学会地方会 1990.12.1.大阪.

岡本 豊,菅原佳子,荏幡 正,田中健一-:TDIを用いたモルモット鴨息モデルの検討.第41回 日本アレル

ギー学,長崎,1990.ll.14.

加藤元一,村上元膚,川合 溝,田中健一 :TDI感作モルモット気管支嘱息モデルにおける胃粘膜血流の検

討,第41回日本アレルギー学会,長崎,1990.ll.14.

5. その他

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本窟子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :術後気

管支断端癖に対する内視鏡的治療経験ICyanOaCrylateを使用 した2例-.39回近畿気管支鏡懇話会 (1990.3.1.

大阪).

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本唐子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :全麻下

肺洗浄による肺胞蛋白症の治療効果と予後.第13回日本気管支学会総会 (1990.6.2.福間).

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本庶子,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,三浦昌

坐,内田博也,山田栄一 :重篤な眼病変を併発した Wegener'sgranulomato-sisの 1例.第65回日本結核病学会,

第35回日本胸部疾患学会,近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,奥村富久丸,加藤

洋 :心不全にて発症 し,重篤な経過をとったサルコイドーシスの 1例.第10回日本サルコイドーシス学会総会

(1990.ll.16.福岡).

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,藤原

洋,庄村東洋 :嚢胞液中の CEA,CA125が高値を示した thymiccystの1例. 第66回日本結核病学会,第36

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1･神戸)･

石原享介,菊本直樹,冨岡洋海,岡崎美樹,井上信之,坂本定子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :白然気胸

の外来治療の試み.第66回日本結核病学会,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.神戸)･

岡崎美樹,川本未知,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準 :気管支結石症を伴った Tracheobronchopathiaosteochondrop】astica の1例.第66回日本結核病学会,第36

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･12･1･神戸)･

平賀裕,菊本直樹,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本京子,石原享介,岩崎博信,梅田文

一,中井 準,藤原 洋,西内 素,庄村東洋 :当院で経験 した肺分画症の症例 (同上).
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菊本直樹,岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本庶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井

準 :レーザー焼灼にて,自覚症状の改善した Tracheobronchopathiaosteochondroplastica の1例.第41回近畿

気管支鏡懇話会 (1990.12.19.大阪)･

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,三野美里,柚木由浩,小橋陽一郎 :10年間

の経過で著名な線維化を来したサルコイドーシスの一例.間質性肺疾患研究会 1990.5.25.東京.

三野真里,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,富井啓介,弓揚言哲,柚木由浩,小橋陽一

郎,市島国雄 :労作時呼吸困難を主訴とし血清 ACE高値を呈したびまん性肺疾患の1例.

第49回びまん性肺疾患研究会 1990.6.2.大阪.

富井啓介,柚木由浩,三野美里,弓場吉哲,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦 :啄血を契

機に発見された陳旧性肺塞栓症の1例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 平2.6.16.大阪.

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,富井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩,市島国雄,

小橋陽一郎 :Cellularinterstitialpneumoniafollicularbroncholitisの所見を呈したリウマチ肺の一例.

第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.6.16.大阪.

郡 義明,岩田猛邦 .･贋原病肺の検討 (自験7例)

厚生省びまん性肺疾患調査研究姓 特発性間質性肺炎分科会ワークショップ 1990.9.26.東京.

郡 義明,岩田猛邦 :贋原病肺の検討 第 2回 (自験 5例)

厚生省びまん性肺疾患調査研究班 特発性間質性肺炎分科会ワークショップ 1990.10.26.東京.

郷間 厳,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野美里,柚木由浩,大峠和彦,

松尾収二 :アントトロンビンⅢ欠乏症に合伴した肺塞栓後の巨大ブラを伴った 1例.

第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.12.1.神戸.

三野真里,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,柚木由浩･,郷間 厳,市島国雄,

小橋陽一郎 :ACE 高値を呈した細気管支胞隔炎の1例.

第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.12.1.神戸

富井啓介,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,三野責里,柚木由浩 :13年間の経過を観察

しえた RA に伴う間質性肺炎の1剖険例.

第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 1990.12.1.神戸.

三野真里,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,富井啓介,柚木由浩,有田真知子,市島国

雄,小橋陽一郎 :RAlung(開胸肺生検例)6例の臨床病理学的検討.

厚生省びまん性肺疾患調査研究斑会議 1990.12.7.東京.

鈴木雄二郎,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,西山秀樹,前川暢夫 :成人型特発性肺へモジデロー

シスの一例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･6.16･大阪)･

杉田孝和,小林秀机,中谷清樹,堀川禎夫,鈴木堆二郎,西山秀樹,前川暢夫 :発煙筒の煙を吸入後に発症 し

た ARDSの一例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.16.大阪).

西村尚志,千葉 秀,柴田美弥,小柳津竜樹,長谷川吉則,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司 :気管憩室の一例.

第40回近畿気管支鏡懇話会 (1990.8.2.大阪).

村上直也,名村裕弘,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司,木田彰雄,望月得郡,谷口佑二,長浮史朗 :MRIで

病変を描出しえた放射線脊髄症の1例.第133回日本内科学会地畿地方会 (1990.12.1.大阪).

小柳津竜樹,池田宗一郎,千葉秀,柴田美弥,西村尚志,長谷川吉則,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司,泉

春暁 :NO2,HF ガス吸入による急性呼吸不全の1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.大阪).

石田 直,松村栄久,三宅淳史,川野示英子,小西明美,中山朝夫,綱谷良一,北市正則 :発熱,胸痛を主訴

とし,胸部多発性結節影を呈 したインドネシア人女性の1例･第48回びまん性肺疾患研究会 (1990.2･10･大阪).

松村栄久,石田 直,三宅淳史 :呼吸困難で来院 しびまん性陰影を呈した中年女性の1例.第35回岡山胸部疾

患懇話会 (1190.2.27.岡山)

石田 直,松村栄久,三宅淳史 :33年の経過後呼吸不全を呈LBALにて微石を証明しえた肺胞微石症の1例.

第25回日本胸部疾患学会中国四国地方会(1990.7･14.広島)
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望月吉郎 :在宅酸素療法と呼吸 リハビリテーション.第17回姫路市医師会秋季大会 1990.10.26.姫路.

西坂泰夫,小田芳郎,稲葉宣雄,永松良介 :内科的に治癒せしめ得た Mallory-Weiss症候群を合併した特発性

食道破裂 (Boerhaave症候群)の 1例.第65回日本結核病学会 ･第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.6.

12.大阪).

西坂泰夫,小田芳郎,稲葉宣雄 :肺病変より Sj6ren症候群 (SjS)の合併が考えられた SLEの1例.第131回

日本内科学会近畿地方会 (1990.6.30.大阪).

田中健一,西川正明,尾池達也,今井敏明,朝板哲也,山田親久,吉田克己 :集団検診でみられた血清 トリグ

リセライド値の変動について 第18回日本総合健診医学会 (1990.1.26.東京)･

西川正明,田中健一,朝枝哲也,今井敏明,山田親久,吉田克己,乾 修然 :健康労働者多数に観察された血

清 トリグリセライド値の分布.第63回日本産業衛生学会,(1990.4.3.熊本)･

今井敏明,田中健一,朝枝哲也,西川正明,山田親久,吉田克己,乾 修然 :健康労働者多数に観察された動

脈硬化指数の分布.第63回日本産業衛生学会 (1990.4.3.熊本).

明枝哲也,田中健一.有機則改正に伴ういくつかの問題点一京都工場保健会における健康診断の経験から-罪

63回日本産業衛生学会有機溶剤中毒研究会 (1990.4.3.熊本).

山根英之,小林豊生,朝枝哲也,田中健一,乾 修然 :過剰適応型職場不適応型職場不適応を示す心身症患者

の心理特性について.第29回日本心身医学会 (1990.6.1,福間).

〔関連施設誌上発表〕

1. 結核 ･非定型抗酸菌症

池田宣昭 :抗結核薬 RFP の使用法.日本医事新報 No･3461,p･128-129(1990.8.25)

山鳥英世,池田宣昭,伊藤公一,永井 覚 :肺結核排菌患者のマスク着用とその意義.基礎と臨床 第24巻12

号,p･441-445,(1990.9.20)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川 幹,片上信之,坂本麻子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井準,岡田行功,

庄村東洋 :縦隔1)ンパ節結核と胸囲結核とを合併 した1手術例.結核,65(4):293-297,1990.

2. 腫 痕

福岡正博,有吉 寛,古瀬清行,仁井谷久暢,本宮雅吉,長谷川浩一,富永慶暗,栗山喬之,吉田清一,木村

仁,栗田雄三,中島重徳,中井 準,大田情夫,山本英彦,太田和雄 :

非小細胞肺癌化学療法における RecombunantHumanG-CSF(rG･CSF注)の効果.BIOTHERAPY,4

(5):1038-1044,1990･

長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本慶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,那須通

寛,庄村東洋,内田博也 :術後早期に再発をきたして死亡した肋骨原発軟骨肉腫の1例. 日本胸部臨床,49(6)

:504-509,1990.

冨岡洋海,長谷川 幹 岡崎美樹,片上信之,坂本唐子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,那須通

寡,庄村東洋,穂積健之 :縦隔膜癌との鑑別を要 した壁外性食道平滑筋腫の1例. 日本胸部臨床,49(6):525-

529,1990.

長谷川 幹,片上信之,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本安子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :非小細

胞肺癌脳転移例の予後と放射線脳照射の臨床的意義,Prognosisof灯on-SmallCellLungCancerwithlirainMe-

tastasesandtheCinicalRoleofCraniallrradiation肺嘆.30(6),833-840,1990.10月.

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,牧田泰正 :癌性髄膜炎に対する OmmayaResevoirの

使用経験.肺癌 30(1):79-85,1990.

南方良章,小林秀机,杉田孝和,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :当科における肺癌

症例の検討一和歌山の肺癌の特徴および問題点に関する考察-.日本胸部臨床,19:573-578,1990.

坂東憲司 :肺癌の BedsideEpidemiology･済生,732:57-59,1990.

中原保治,中原由紀子,松山栄一,西園寺正士,木下暗希,桂 栄孝 ･啄疾細胞診における脂肪染色.国立姫
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路病院紀要.1:14-20,1990.

中原由紀子,中原保治,石田 直,河南里江子,松山栄一,桂 栄孝 :肺腺様嚢胞検索中に発見された Tra-

cheobronchopathiaOsteoplasticaの一例 ACaseofTracheobronchopathiaOsteoplasticaDetectedbyBroncho-

scopicalExaminationf♭rAdenoidCysticCarcinomaoftheLung,肺癌.30(3):441-445,1990.

中原由紀子,中原保治,牛田仲一,松山栄一,横見瀬裕保,宮本好博,西園寺正士,木下晴希,桂 栄孝 :肺

原発悪性線維組織球腫の 1例.国立姫路病院紀要.1:9-13,1990.

中原由紀子,中原保治,松山栄一,田村忠雄,西平友彦,桂 栄孝 :大腸癌検索中に発見された Pseudo-Bar-

tter症候群の 1例.医療.44(6):639-642,1990.

石田 直,中村聡人,清谷哲也,福瀬達朗,和洋 仁,玉田二郎 :びまん性悪性胸膜中皮腫様の胸廓内転移を

来 した腎癌の 1例,肺癌.30(2):289-294,1990.

冨井啓介,田口善夫,種田和清,岩田猛邦,左野 明,黒田康正 :致死的出血を来 した肺癌副腎移転の2例.

肺癌.1990.30(7):1029-1033.

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,牧田泰正 :痛性髄膜炎に対する OmmayaResevoirの

使用経験.肺癌 (199030(1):79-85.

3. 感染症,炎症

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本慶子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,小山道

夫 :子宮体癌手術 1年後に発症 した LegionellapneumophilaSerogroup2による激症肺炎の 1例-BAL,TBLB

における免疫姫織学的検討-.日本胸部疾患学会雑誌,28(3):511-518,1990.

長谷川 幹,坂本唐子,中井 準 :血中 ACTH 高値を示 し多臓器にクリプ トコッカス感染症を併発 した肺小

細胞癌の1例.肺癌,30(4):575-581,1990.8月.

岩田猛邦 :慢性気管支炎,びまん性汎細気管支炎,気管支拡張症および副鼻腔気管支症候群の診断基準とその

鑑別.内科.1990.65(6):1018-1021.

岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,南部静洋,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩 :DPB と

気管支拡張症.TherapeuticResearch1990ll(3):516-518.

泉 孝英,猪熊茂子,岩田猛邦,長井苑子,中田紘一郎 :座談会 ･間質性肺炎のステロイ ド療法.呼吸.1990

9(8):927-940.

泉 孝英,岩田猛邦,工藤期二 :座談会.びまん性汎細気管支炎 の最近 の話題. Medico 199021(7):16-

33.

岩田猛邦 :9･呼吸器疾患;細気管支炎.日野原重明,阿部正和編.1990 今日の治療指針.281-283. 医学書

院刊.1990.

郡 義明,岩田猛邦 :石OOP Medicina199027(5):872-881.

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,三野真里,弓場吉哲,柚木由浩,市島国雄,

小橋陽一郎 :剥離性間質性肺炎 (DIP)の 1例一慢性好酸球性肺炎 (CEP)との関連について.日本胸部疾患学会

雑誌.199028(4):645-650.

岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,冨井啓介,三野美里,弓場吉哲,柚木由浩,市場国雄,

小橋陽一郎 :進行する気管支拡張症の検討.厚生省びまん性肺疾患研究粧業績集.1990p114-115.

冨井啓介,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里 :レ線上副

鼻腔異常を認めない気管支拡張症の検討.日本胸部疾患学会雑誌.199028(4):551-557.

冨井啓介,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩,黒田康正,

小橋陽一郎 :高分解能 CT で経過を追うことのできた急性 ルーブス肺臓 炎の一例. 日本胸部疾患学会雑誌.

199028(5):786-791.

鈴木雄二郎,杉田孝和,小林秀机,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,西山秀樹,前川暢夫 :膿胸症例に対する

ウロキナーゼ固定化 トロッカーカテーテルの開存性の検討.呼吸,9:610-612,1990.

西山秀樹 :呼吸器感染症一外来管理を中心に-.メディカメントニュース,1990年 4月15日号.

中原保治,中原由紀子池上裕美子,石田 直,牛田伸一,望月吾郎,松山柴- :経皮的穿刺吸引にて診断 した
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肺ノカルジア症の1例.日本胸部疾患学会雑誌.28(4):651-655.1990.

石田 直,池上裕美子,富田誠人,田村忠雄,中元倫世 :食道狭窄をきたした Stevens-JohrlSOn'sSyndrome

の1例.内科 Vol･65,No･2･pp･353-356,1990.

4. 気管支嘱息,アレルギー

石原享介,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :経時的

気管支肺胞洗浄からみた夏型過敏性肺炎の肺障害,日本胸部疾患学会雑誌,28(5):714-722,1990.

石原享介 :慢性気管支嘱息に対する定期吸入療法.現代医療,22増Ⅲ:182-186,1990.

石原享介,坂本唐子,中井 準 :嘱息死の現況と対策.臨床成人病,20(10):9ト95,1990.

西村尚志,坂東憲司,黒田直明,縄田隆平,長谷川吉則,小柳津竜樹,柴田美弥,千葉 秀,池田宗一郎 :ア

ス トブラフによる塩化メタコリン吸入試験での気管支鴨息患者と慢性肺気腫患者における気道過敏性の比較研究.

大阪府済生会中津病院年報,1(2):10-15,1990.

5. その他

石原享介,長谷川 幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本庶子,岩崎博信,梅田文一,中井 準,石井晶

坐,桜井信男,多田公英 :地域基幹病院における在宅酸素療法の実態 とその問題点. 呼吸,9(7):871-877,

1990.

坂本唐子,冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,多田公

英,桜井信男,石井昌生 :在宅酸素療法中の慢性呼吸不全患者の心理的背景について.-質問紙による調査結果

から-.呼吸,9(8):997-1004,1990.8月.

石原享介,中井 準 :COPD の急性増悪 Medicina,27(10):1896-1897,1990.9月.

木村謙太郎,石原享介,来生 哲,蝶名林直彦,藤本繁夫,町田和子 :Homeoxygentherapy(HOT)呼吸,

9(10):1175-1190,1990.10月.

冨岡洋海,長谷川 幹,岡崎美樹,片上信之,坂本麻子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準, :肺摘

除術後気管支断端癖に対する内視鏡的治療経験.-cyanoacrylateを使用した1例.

気管支学,12(6):64卜644.1990.

田口善夫,

神田裕史,

津病院年報,

石田 直,

1例,内科,

田中健一 :

岩田猛邦 :内科エマージェンシーと救急手技-69,肺炎.Medicina199027:190711909.

脇田 昇,千原久幸,黒田直明,坂東憲司 :高齢者気胸に対する手術治療の検討.大阪府済生会中

1(2):28-31,1990.

池上裕美子,冨田誠人,田村忠雄,中元倫世 :食道狭窄をきたした Stevens-Jonson'sSyndromeの

65(2):353-356 1990.

中小企業の疾病像,公衆衛生,54(7),441-444,1990.

免 疫 学 分 野

〔学 会 発 表〕

桂 義元 :胸線におけるT細胞分化の機構,シンポジウム ｢生体高次調節の基礎｣.1990.2.6.

Gyotoku,J.,Watanabe,Y･,Katsura,Y･:ThemostilnmatureTcellprecursorsintheadultthymus･lothIn-

ternationalConferenceonLymphaticTissueandGermina]CentresinImmuneReactions･France,1990･7･2･

Katsura,Y･,Mazda,0.,Gyotoku,J･,Ideyama,S･,Hosono,M∴ Analysisofthecellsinvolvedintheintra-

thymictolerance･10thInternationalConferenceonLymphaticTissuesandGerminalCentresinImmuneRe-

actions,France,1990.7.4.

桂 義元 :胸腺におけるT細胞分化構講 :細胞間相互作用と Factorについて.第 8回胸腺免疫研究会,特別

講演.1990.7.7.
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細野正道,井手山 晋,桂 義元 :新生仔免疫寛容誘導一寛容誘導細胞の胸腺内分布とT細胞クローン消失の

場について.第61回日本動物学会.1990.10.5.

李 美於,細野正道,細川友秀,細川昌則,富田由美子,行徳淳一郎,桂 義元,竹田俊男 :老化促進モデル

マウス (SAM)での末梢Tリンパ球サブセットの加齢変化について.第14回日本基礎老化学会.1990.10.15.

花田敬吾,加藤秀樹,細野正道,細川友秀,陳 文黙,細川昌則,竹田俊男 :老化促進モデルマウス,SAM-

p/1の抗体産生ヘルパーT細胞低応答性を統御している遺伝子群について. 第14回日本基礎老化学会.1990.

10.15.

細野正道 :T細胞寛容誘導 :負の分化誘導における造血系細胞の役割.第10回血液幹細胞シンポジウム.1990.

ll.16.

トウ ユンメイ,行徳淳一郎,桂 義元 :胸腺内および骨髄におけるT前駆細胞頻度の決定.第20回日本免疫

学会総会.1990.ll.27.

行徳淳一郎, トウ ユンメイ,稲葉カヨ,村松 繁,渡部良広,桂 義元 :T細胞の分化増殖におけるマクロ

ファージの役割.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.27.

井手山 晋,行徳淳一郎,桂 義元 :Microi･it.法により再建 した培養胸腺の免疫組織学的検索. 第20回日本

免疫学会総会.1990.ll.27.

苫名 充,渡部良広,藤本真慈,勅使河原計介,須藤哲央,桂 義元 :胸腺ストローマ細胞株 TSト4による

サイトカインの産生.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.27.

勅使河原計介,岩井一宏,真弓光文,神尾昌則,内山 卓,桂 義元 :Ⅰし2受容体 (p75):リンパ球系細胞

における発現とその性状.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.28.

藤本真慈,山岸秀夫,桂 義元 :αβT細胞において TEA の転写抑制に関与する新しいサイレンサー.第20

回日本免疫学会総会.1990.ll.28.

喜納辰夫,苫名 充,行徳淳一郎,桂 義元 :I)ンパ球-ス トローマ細胞表面分子.第20回日本免疫学会総会.

1990.ll.28.

松田 修,桂 義元 :T細胞 トレランスにおける樹状細胞 (DC)とB細胞の cooperation･第20回日本免疫学会

総会.1990.ll.29.

細野正道,井手山 晋,稲葉宗夫,桂 義元 :抗 MIs一新生仔免疫寛容誘導 :異なる投与細胞による胸腺内で

の ClonalAnergyと ClonalDeletionの誘導.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.

饗場祐一,松田 修,行徳淳一郎,桂 義元 :マウス胎児胸腺臓器培養系を用いた SEB に対するトレランス

誘導機構の解析.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.

岩井一宏,桂 義元,熊谷俊一,井村裕夫 :IgG抗 DNA抗体産生におけるJlldlOB細胞の関与. 第20回日本

免疫学会総会.1990.ll.29.

相葉宗夫,稲葉カヨ,細野正道,石田尊啓,熊本隆之,村松 繁,増田 徹,池原 進 :CD5陽性胸腺 B細

胞と樹状細胞による MIs特異的免疫寛容誘導とその作用の異同.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.

村上恭子,西尾彰攻,森 由美子,細野正道,栗林景容,増田 徹 :マウス自己免疫性胃炎-T細胞のクロー

ンによる発症機序の解析.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.

花田敬吾,加藤秀樹,細野正道,細川友秀,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の免疫応答に関する研

究.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.29.

Fujimoto,S･,Gyotoku,J･,El-Farrash,M･,Germeraad,W･,Watanabe,Y.,Teshigawara,K.,Harada,S.,Katsu-

ra,Y∴ InhibitionofHIV replicationinahumanTcelllinebyantisenseRNAexpressedinthecell.1stIn-

ternationalSymposium onAIDSandReproduction･Italy,1990･12･13･

〔誌 上 発 表)

細野正道 :胸腺外におけるT細胞 トレランス獲得.臨床免疫,22(6):470-476,1990.
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桂 義元 :免疫 トレランス概説 (生体における意義と成立ち).臨床免疫,22(7):974-951,1990.

桂 義元,八木田秀雄,宮坂昌之 :T細胞の分化一研究の課題と展望. Medical lmmunology,19(4):417-

427,1990.

桂 義元,井手山晋,苫名 充,渡部良広 :胸腺ス トローマ細胞株上でのT細胞分化. 代謝, 増刊号, 27:

187-195,1990.

桂 義元,行徳淳一郎,井手山 普 :T細胞の初期分化と胸腺ス トローマ細胞. 血液 ･腫癌科,21(3):233-

243,1990.

細野正道 :免疫寛容の細胞分子機構.生体防御,7:49-58,1990.

Inaba,K･,Hosono,M･,Inaba,M∴ ThymicdendriticcellsandBcells･Intnl･Rev･Immunol.6･･117-126,

1990.

Umezawa,M･,Hanada,K･,Naiki,H･,Chen,W･-H･,Hosokawa,M･,Hosono,M.,Hosokawa,T.,Takeda,T.:

Effectsofdietaryrestrictiononage-relatedimmunedysfunctioninthesenescence-acceleratedmouse(SAM).J･

Nutri.120:1393-1400,1990.

Yoneda,N･,Tatsumi,E･,Kawanishi,M･,Teshigawara,K･,Masuda,S･,Yamamura,Y･,Inui,A･,Yoshino,G･,

Oimomi,M.,Baba,S･,Yamaguchi,N･:DetectionofEpstein-Barrvirusgenomeinbenignpolyclonalprolifera-

tiveT cellsofayoungmalepatient･Blood,76'･172-177,1990.

臨床生理学分野

〔学 会 発 表〕

久野健忘 :換気力学 Ⅰ(司会),第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9)

大井元晴,陳 和夫,杉浦直治,室 繁郎,中野恭幸,若山俊明,久野健忘,福井基成 :胸郭外陰圧式人工呼

吸器と lPPV の併用効果,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.9)

陳 和夫,大井元晴,杉浦直治,野口哲男,中村敬鼓,久野健忘,栗山隆信,平井正志,福井基成 :閉塞性睡

眠時無呼吸症候群に対する Acetazolamideの効果,第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4.ll)

福永隆文,杉浦直治,筒井多圭志,川上賢三,田中聖子,三嶋理晃,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :気道イ

ンピーダンスの閉塞性障害検査としての有用性の検討,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

川上賢三,杉浦直治,筒井多重志,福永隆文,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘 :オレイン酸肺水腫犬における

気道及び肺組織胸郭インピーダンスの特性変化について,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

三嶋理晃,福永隆文,杉浦直治,田中豊子,筒井多圭志,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :COPD 症例 の吸

気初期位相における ChestFlow (Vo.1) と換気 ドライブおよび換気力学的特性との関係について,第30回日本胸

部疾患学会総会,1990.4･

松井保憲,桐谷良一,久世文事,三嶋理晃,佐藤公彦,伊藤春海 :肺 Mycobacterium avium complex症に於

ける気管気管支粘液線毛輸送能の検討,第3()回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

三嶋理晃,福永隆文,杉浦直治,田中聖子,筒井多重志,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :呼吸器疾患におけ

る安静呼吸時の ChestFlow と MouthFlow の位相差について,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

Kawakami,K.,Tanaka,E･,Fukunaga,T･,Mishima,M･,and Kuno,K･:Airwayandtissueimpedancein

pulmonaryedemaindog.KyotoMeetingC,n CurrentApproachesin RespiratoryPhysiology･Kyoto,Japan･

1990.5.

杉浦直治,佐川弥之助,三嶋理晃,福永隆文,川上貿三,田中豊子,筒井多重志,久野健忘,西村浩一,泉 孝

莱 :呼吸器疾患における安静呼吸時の ChestFlow と MouthFlowの位相差について,第10回京阪神肺機能研究

会,1990.5.
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中野恭幸,室 繁郎,川上賓三,三嶋理晃,佐藤公彦,久野健忘,川又 純,川西健登 :知覚障害により発見

された肺小細胞癌の1例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.6.

杉浦直治,三嶋理晃,川上賢三,福永隆文,筒井多重志, 田中豊子,久野健忘 :COPD の安静呼吸時におけ

る ChestFlowと MouthFlowの位相差の増大因子に関する考察,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.6.

酒井直樹,福井基成,佐川弥之助,川上質三,三嶋理晃 :限局性胸膜中皮腫の 1例,第35回日本胸部疾患学会

近畿地方会,1990.6.

筒井多圭志,川上賢三,中村吉法,陳 和夫,三嶋理晃,大井元暗,佐藤公彦,久野健忘,藤田葉子,竹田俊

男 :両側胸水を呈 し,CA125倍が高値を示 した結核性胸膜炎の一例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会(1990.

6)

大井元晴,陳 和夫,福井基成,王 浩,久野健忘 :安静呼吸時, ChestNegativePressure Ventilation

(CNPV)時の呼吸と鼻抵抗との関係,第27回日本臨床生理学会総会 (1990.10.13)

三嶋理晃,福永隆文,川上貿三,田中聖子,久野健忘,杉浦直治,佐川弥之助 :胸郭の呼吸初期膨 張速度 :

寸 ｡.1の neuromusculardriveとしての意義について,第27回日本生理学会総会,1990.10.

陳 和夫,福井基成,関 剛 ,大井元晴,久野健忘 :過換気症候群患者の過換気後の低酸素血症に関する検

討,第27回日本臨床生理学会総会 (1990.10.13)

川上賢三,杉浦直治,筒井多重志,福永隆文,田中埜子,三嶋理晃,久野健忘 :オレイン酸肺水腫における気

道および肺胸郭インピーダンスの椿性変化について,第27回日本生理学会総会,1990.10.

三嶋理晃,福永隆文,川上貿三,田中豊子,久野健忘,杉浦直治,佐川弥之助 :胸郭の呼吸初期膨張速度 :

寸 ｡.1 の neuromusculardriveとしての意義について,第27回日本生理学会総会,1990.10.

陳 和夫,福井基成,川上賢三,三嶋理晃,大井元晴,久野健忘 :運動後過換気発作を呈 し,過換気後,低酸

素血症を呈 した過換気症候群の2例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12)

福永隆文,川上賢三,杉浦直治,田中豊子,酒井直樹,三嶋理晃,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :安静呼吸

時における気道 ･胸郭インピーダンスの呼吸相による変化,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

三嶋理晃,杉浦直治,福永隆文,川上賢三,酒井直樹,田中埜子,久野健忘 :呼吸サイクルにおける気道抵抗

の変動が ChestFlow と MouthFlow の位相差に与える影響について,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,

1990.12.

杉浦直治,三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,酒井直樹,田中豊子,久野健忘,西村浩一,泉 孝英 :抵抗負荷

が ChestFlowと MouthF】owの位相差に及ぼす影響について,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

三嶋理晃,田中豊子,酒井直樹,杉浦直治,福永隆文,川上賢三,久野健忘 :133Ⅹ e を用いた閉塞性障害にお

ける残気率および airtrappingの肺内分布の検討,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

若山俊明,酒井直樹,川上質三,陳 和夫,三嶋理晃,大井元晴,久野健忘,王 金城 :術前化学療法が奏効

し摘出が容易となった縦隔原発 yolksactumorの 1例,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990･12.

酒井直樹,福永隆文,川上賢三,杉浦直治,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘,小山 弘,西村浩一,泉 孝英

:胸部 CT のコンピューター処理による肺気腫指標作成の試み,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,川上賢三,三嶋理晃,久野健志 :びまん性過誤腫性肺脈管筋腫症

の 1例,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,岡村明治,川上貿三,三嶋理晃,久野健忘 :肺クリプ トコッカス

症の2治験例,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

〔研究会その他〕

陳 和夫 :興味ある呼吸器疾患症例.犬上愛知郡医師会 (1990.6)

陳 和夫 :血液ガスの臨床,第 4回石川富山血液ガス分析コントロールサーベイ (1990･7･21)

陳 和夫,福井基成,大井元晴,久野健忘 :過換気発作の誘因と発作後の低酸素血症.第15回呼吸調節研究会
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(1990.9.21)

川上貿三,三嶋理晃,福永隆文,田中聖子,杉浦直治,久野健忘 :ランダム波オシレーション法とボディープ

レチスモグラフを併用 した呼吸インピーダンス測定システムの検討,第 5回日本エム ･イー学会秋季大会,1991.

10.

久野健忘,福永隆文,三嶋理晃,酒井直樹,川上賀三,大井元晴,陳 和夫 :呼吸不全管理のシステム化に関

するアンケー ト調査の結果について,厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班平成 2年度第 3回総会,1990.12.

陳和夫,福井基成,大井元晴,久野健忘 :閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療経過に関する検討.第 6回睡眠呼

吸障害研究会 (1991.2.16)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :癌性胸膜炎にて発症 し,12年間

生存中の女性肺癌の 1例,第54回日本肺癌学会関西支部会,1991.3.

吉田 仁,田中義人 平林正孝,中川正格,岡村明治,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :確定診断がつ か なか

った Anaplasticmalignancyの 1例,第54回日本肺癌学会関西支部会.1991.3.

大井元暗 :非挿管下補助呼吸,新潟人工呼吸研究会 (1991.3124)

三嶋理晃 :安静換気時における ChestFlow と MouthFlow との位相差に関する研究-シュミレーションが研

究発展に果たした役割を中心として-第 3回筑波大学臨床医学系呼吸器内科グループ研究会,1991.1

0ku,Y･,Mishima,M･,Ohi,M･,Chin,K･,Kuno,K :Thedynamiccontrolofbreathing duringexercise

andhypercapnla･OxfordConference4th meeting on controlofbreathinganditsmodelling perspective,

Denver,U･S.A･1989.

OhilM･,Chin,K･,Fukui,M･,Kuno,K･:Influencesofnasalresistanceonventilationduringspontaneous

breathingandduringchestnegativepressureventilation･The3rdInternationalConferenceonPulmonary

RehabilitationandHomeVentilation･(Denver,1991.3.13.)

田久保康隆,杉浦直治,坪井知正,佐川弥之助,酒井直樹,福井基成,川上貿三,佐藤公彦 :成人発症特発性

乳び胸の 1例.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会.(1990.12.15)

野口哲男,宮原 亮,前川豊行,鎌苅邦彦,福田正悟,佐藤公彦 :職息発作後 Lance-Adams症候群を呈 した

1例.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会.(1990.12.15)

平井豊博,市谷迫雄,弘野慶次郎,坪井裕忘,渡辺裕介,加藤泰史 :レ線上片側優位に移動する陰影を呈 した

BOOP が疑われた 1例.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12.15)

関野 -,木村哲郎,島田一恵,陳 和夫,大井元晴,久野健忘 :NIPPV の臨床適用.第13回臨床生理学教

室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12.15)

宮原 亮,野口哲男,鎌苅邦彦,福田正悟,佐藤公彦 :重症気管支嘱息による AirLeakSyndromeの 1例.

第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990･12.15)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清 :気管支原性嚢胞症に対 し大網充填術を施術 した 1例.第13回臨床

生理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12･15)

大塚直紀,平田博通,山間新八 :TIiLIiで診断した肺放線菌症の 1例. 第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器

料)研究会 (1990.12.15)

栗山隆信,塩田 康,北岡治子,粘液水腫に伴う睡眠時無呼吸症候群の 1例.第13回臨床生理学教室 (理学呼

吸器科)研究会 (1990.12.15)

水谷 哲,鍵問 均,服部 登,北 英夫,中野恭幸,室 繁邸,藤田正憲,別所敏子,松本 明,岸本寿男

:鳥との接触歴を認めず Chlamydiapsitaci(Budgerigar様)に対するCF値の有意な上昇を示さなかったオウム

病の2例.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990･12･15)

石部裕一 :エンドトキシン血症における HPV反応抑制機序について.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)

研究会 (1990.12.15)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清 :肺循環時間の垂直分布に関する新たな検討.第13回臨床生理学教

塞 (理学呼吸器科)研究会 (1990･12.15)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清 :重症筋無力症 3例の比較検討.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸
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器科)研究会 (1990.12.15)

西川忠男,安田隆三郎,麻柄達夫,勝山和彦,島田一恵,木村哲郎,関野 - :啄血を主訴とする胸部大動脈

膚の 1例.第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12.15)

太田和夫 :AnthropometryofScoliosis･第13回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12.15)

陳 和夫 :Breathingduringsleepwithmildhypoxia(軽度低酸素下睡眠時呼吸に関する検討.第13回臨床生

理学教室 (理学呼吸器科)研究会 (1990.12.15)

Oku,Y･G.M･Saidel,N･S･Cherniack,M･D･Altose,E･N･Bruce･Respiratorysensationandoptimization

ofbreathingatheoreticalanalysis･FASEB:4(4),A5309,1990･(Abstract)

Oku,Y･E･N･Bruce,D･W･Hudgel･Potentiationofhypoxicresponsebyprotrlptyline･Am･Rev･Res･Dis°

141(4)A669,1990･(Abstract)

OkuY･T･E･Dick･Changesinphaseresettingcharacteristicsafterunilateralpontinelesion･Kentucky

RespiratoryConference･107,1990.(Abstract)

Oku,Y･G･M･Saidel,N･S･Cherniack,M･D･Altose･Effectsofwiufulcontrolofventilationduringpro-

gressivehypercapnia･Am･Rev･Res･Dis:143(4)A593,1991･(Abstract)

〔分 担 執 筆〕

大島駿作編集 :新呼吸器病学,金芳堂,1991.第 3章4.呼吸調節 P35-38,第 5章 2.呼吸不全,3.睡眠呼吸

障害,4.呼吸調節障害 P･258-270(大井元晴)

大島駿作編集 :新呼吸器病学,金芳堂.1991.4章吸入療法, 酸素療法ならびに呼吸管理. 2.酸素療法, 3.

人工気道の確保,4.人工呼吸,5.肺理学療法.p･137-149(陳 和夫)

三嶋理晃 :胸部外傷,臨床呼吸器病学,1990.

三嶋理晃 :呼吸器の発生と先天性呼吸器疾患,臨床呼吸器病学,1990.

〔原 著〕

川上単三,三嶋理晃,福永隆文,田中聖子,杉浦直治,久野健忘 :ランダム波オシレーション法とボディープ

レチスモグラフを併用した呼吸インピーダンス測定システムの検討,医用電子と生体工学28(2):83,1990.

三嶋理晃,杉浦直治,福永隆文,川上貿三,田中豊子,筒井多圭志,久野健忘 :COPD 症例の吸気初期位相

における ChestFlow (Vo.1) と換気 ドライブおよび換気力学との関係について,厚生省特定疾患呼吸不全調査研

究軌 1989年度報告書.1990.

三嶋理晃,杉浦直治,川上賢三,福永隆文,酒井直樹,田中豊子,久野健忘 :閉塞性障害における安静時の

ChestFlow と MouthFlow の位相差増大の検討一閉塞性障害を原因とする呼吸不全患者の気道病態の検査法と

しての意義-,厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班平成 2年度研究報告書 :206-208,1991.

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,杉浦直治,筒井多圭志,田中空手,久野健忘 :第 1回バイオエンジニアリン

グシンポジウム論文集 No･900(4):71-72,1990.

三嶋理晃 :安静換気時における ChestFlow とMouthF】owの位相差に関する研究-シミュレーションが研究

発展に果たした役割を中心として-,第 3回筑波大学臨床医学系呼吸器内科グループ研究会論文集,1991.

久野健忘,福永隆文,三嶋理晃,酒井直樹,川上賢三,大井元晴,陳 和夫 :呼吸不全管理のシステム化に関す

るアンケー ト調査の結果について,厚生省特定疾患呼吸不全調査研究斑平成 2年度研究報告書 :170-172,1991.

Oku,Y･,T･EDick:PhaseresettingoftheresplratOryCyclebofbreandafterunilateralpolntinelesionin

cat.J.Appl.Physiolinpress･1991.

Yoshida,H･,Tanaka,Y･,Hirabayashi,M･,Nakagawa,K･,Mishima,M･,Kuno･K :VerticalDistributionof

PumonaryVascularTransitTime,PulmonaryCirculationResearch,1:1-4,1990.
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〔総 説〕

久野健忘,大井元晴,三嶋理晃,陳 和夫 :在宅酸素療法,現代医療22(3):71-76,1990.

大井元暗,陳 和夫,筒井多重志,福永隆文,久野健忘 :結核後遺症,病態生理の立場から(換気),結核65(1

2):847-854,1990.

三嶋理晃,川上賢三,久野健忘 :ランダム波と bodyboxを用いた気道および肺組織 ･胸郭インピーダンスの

分離測定 :臨床医16(12),1990.

陳 和夫,大井元晴,久野健忘 :肥満と呼吸調節 (上気道含む).呼吸と循環,38(5):403-409,1990.

Chin,K･,Ohi,M･,Kuno,K･:Breathingofhyperventilationsyndromepatientsatrest,thehyperventila-

tionstageandtheposthyperventilationstage･Controlofbreathinganddyspnea,editedbyT･Takishima,N･

S･Cherniack･AdvancesinthebiosciencesVol･79･PergamonPress,oxford,1991,p･179-182.

臨床生理学分野関連施設

〔学会 ･研究会発表〕

石部裕一,塩川泰啓,楳田高士,泉 貴文,中村正人,末包慶太 :エンドトキシンによる低酸素性肺血管収縮

反応抑制作用.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4).

関野 -,木村哲郎,島田一恵,津田善造,福井基成,陳 和夫,大井元暗,久野健志,平井正志,栗山隆信

:鼻マスク IPPV による睡眠時補助呼吸.第30回日本胸部疾患学会総会 (1990.4)･

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男 :当院における腸骨動脈痛手術症例の検討. 第147回近畿外科学会 (1990,

4,14).

麻柄達夫,西川忠男,安田隆三郎 :心臓再手術症例の検討,第 5回滋賀医大第 2外科同門会 (1990.5.13)･

西川忠男,安田隆三郎,麻柄達夫 :HancockValovの再弁置換症例の検討, 第29回滋賀県循環器疾患研究会

(1990.5.19).

石部裕一,塩川泰啓,楳田高士,泉 貴文,中村正人,末包慶大 :エンドトキシンの低酸素性肺血管収縮反応

への作用一反復投与の影響.第37回日本麻酔学会総会,(1990, 5).

石部裕一,楳田高士,塩川泰啓,泉 貴文,中村正人,末包慶太 :エンドトキシンの低酸素性肺血管収縮反応

-の作用一経時変化の検討.第37回日本麻酔学会総会,(1990,5).

弘野慶次郎,市谷通雄,坪井裕志,渡辺裕介,佐々木正人,越智宏幌,波多 信,寺川和彦,久野健忘 :肺葉

切除後の換気血流シンチの検討一換気血流分布について,第 7回日本呼吸器外科学会総会 (1990, 5,8).

前川豊行,野口哲男,宮原 亮,鎌苅邦彦,福田正悟,佐藤公彦 :急性呼吸不全を呈したオーム病の 1例,節

8回滋賀医学会総会,1990, 5.

木村哲郎,関野 -,島田一恵 :肺結核後遺症患者における閉塞性障害と睡眠時低酸素血症.滋賀呼吸器疾患

談話会 (1990,5,ll)

弘野慶次郎 :肺葉切除後の換気血流シンチの検討.第10回京阪神肺機能研究会 (1990,5,26)

石部裕一,塩川泰啓,楳田高士,泉 貴文,中村正人,宇野洋史,末包慶大 :エンドトキシンの低酸素性肺血

管収縮反応-の作用-イブプロフェン前投与の効果.第 6回日本麻酔薬理学会 (1990,6,16)･

前川豊行,宮原 亮,坪井知正,鎌苅邦彦,福田正悟 :好酸球性肺炎,BOOP等との鑑別を要 したオウム病の

一例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990,6,16)･

水谷 哲,鍵岡 均,服部 登,北 英夫,室 繁郎,藤田正憲 :NSE産生を証明し得たサルコイドーシス

の一例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990, 6,16).

阪本勝彦,厳西真規,田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,馬止 裕,河本政
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一,後藤研三 :肺感染症,腹部腫癌にて入院中イレウスを発症 し開腹にて結核性腹膜炎と診断された 1例.第35

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990,6,16).

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,赤井容子,増田理恵 :兄弟において連続発生 した水痘肺炎の治験

例.第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990, 6,16).

厳西真規,藤村直樹,阪本勝彦, 田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,加藤幹夫,日置辰一朗 :RA,CRFの治療

中,輸血 1週間後に出現 しステロイドに反応し,播腫性アスペルギルス症にて死亡 したびまん性肺疾患の 1例.

第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990,6,16).

服部 登,鍵岡 均,水谷 哲,北 英夫,室 繁郎,藤田正憲 :胸水を伴わない両側性気胸にて発症 した宮

崎肺吸虫症の一例,第35回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990,6,16).

坪井裕志,市谷迫雄,弘野慶次郎,渡辺裕介,佐々木正人,平井豊博,佐々木正道,新宅雅幸 :肋骨原発 ma･

lignant丘broushistiocytomaの 1例.第33回日本胸部外科学会関西地方会 (1990,6,15).

西川忠男,安田隆三郎 :びまん性悪性胸膜中皮腫の 2切除例.第33回日本胸部外科学会関西地方会 (1990, 6,

15).

勝山和彦,安田隆三郎 :経皮的弁形成術後に心不全をきたしたため弁置換術を施行 した3例.第33回日本胸部

外科学会関西地方会 (1990.6.15.)

麻柄達夫,安田隆三郎 :心臓一再手術例の検討.第33回日本胸部外科学会関西地方会 (1990.6.15.)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,川上貿三,福永隆文,三嶋理晃,佐藤公彦,久野健志,佐川弥之

助 :Radionuclide丘rstpasstechiniqueを用いた肺循環時間の垂直分布の検討 2. 第 2回肺循環研究会 (1990.

6.24.)

麻柄達夫,安田隆三郎 :60才以上の高令者 ASD手術症例の検討. 第69回日本循環器学会近畿地方会 (1990.

6.30.)

渡辺裕介,市谷迫雄,弘野慶次郎,坪井裕志,佐々木正人,佐々木正道,新宅雅章 :atypicalcarcinoid の3

例.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :憂状発育を呈 した食道平滑筋腫

の 1例.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,川上貿三,三嶋理晃,久野健忘 :術前確定診断が得られず開胸術

を施行 した肺末梢病変の検討.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正清,川上貿三,三嶋理晃,久野健忘 :両肺びまん性散布性陰影を呈 し

た肺癌症例の検討.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正清,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :空洞形成を認めた肺癌症例の臨

床的検討.第53回日本肺癌学会関西支部会 (1990.7.21.)

勝山和彦,安田隆三郎 :5年以上経過 して再手術を行 った肺癌の2症例.滋賀県外科医会 (1990.7.28.)

麻柄達夫,安田隆三郎 :65才以上の心臓手術症例の検討.第21回近畿心臓外科研究会 (1990.8.4.)

Ishibe,Y･,Umeda,T･,Suekane,K･:ModulationoHlypOXicpulmonaryvasoconstrictionresponsebyanesthe-

ticdrugs･8thAsian-AustralasianCongressofAnaesthesiologists,Seoul,Korea,(1990･9･)

Ishibe,Y･,Shiokawa,Y.,Umeda,T･,Suekane,K･,Izumi,T.:Effectsofibuprofenontheendotoxin-induced

inhibitionofthepulmonarypressorresponsetohypoxiainthedogs･1990AnnualMeetingofAmericanSociety

ofAnesthesiologists･La§VegasUSA (1990･10･)

水谷 哲,室 繁郡,重吉康史,藤田正憲,松本明子,別所敵子 :烏との接触歴を認めず Chlamydiapsittaci

(Burdgerigar様)に対するCl値の有意な上昇を示さなかったオーム病の2例.第 8回クラミジア研究会 (1990.

9.25.)

北 英夫,中野恭幸,室 繁郎,服部 登,水谷 哲,鍵問 均,藤田正憲 :大阪在住の韓国人女性に発症 し

たウェステルマン肺吸虫症の 1例.第 8回クラミジア研究会 (1990.9.25.)

堀川禎夫,杉田孝和,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫,池田起男,三木央吉 :"Streptococcusmilleri" gro-

upによる膿胸,肺化膿症の6例.第 8回和歌山県感染症研究会 (1990.9.28.)
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平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正格,川上貿三,三嶋理晃,久野健忘 :非切除非小細胞肺癌症例に対す

る化学療法の意義に関する検討.第31回日本肺癌学会総会 (1990.10.31.)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正浩,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :肺癌無症状発見例の臨床的検討.

第31回日本肺癌学会総会 (1990.10.31.)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正浩,岡村明治,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :非小細胞肺癌術後病

期 1期症例に於ける術後再発に影響する因子に関する検討.第31回日本肺癌学会総会 (1990.10.31.)

市谷通雄,弘野慶次郎,坪井裕志,渡辺裕介,平井豊博,加藤泰史 :巨大ブラの両側手術における呼吸器機能

の術前術後の変化.第43回日本胸部外科学会総会 (1990.10.)

弘野慶次郎,市谷適雄,坪井裕志,渡辺裕介,平井豊博,佐々木正人,加藤泰史 :腰痛様陰影を呈 した興味あ

る気管支結石症の 1例.第26回日赤医学会総会 (1990.10.25.)

勝山和彦,安田隆三郎 :当院における破裂性腹部大動脈癖症例の検討.第12回滋賀救急医療研究会 (1990.10.

13.)

石部裕一,高津 徹,山住 勲 :頚椎可動制限を有する患者に対するブラー ド喉頭鏡の使用経験.第10回日本

臨床麻酔学会総会 (1990.ll.)
麻柄達夫,安田隆三郎 :術中 SEP測定が有用と思われた解離性大動脈癖の手術例.滋賀県外科医学会 (1990.

ll.17.)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正格,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :肺クリプ トコッカス症の 2治療

例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正格,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :肺好酸球肉芽腫症の 1例.第36

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,岡村明治,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :びまん性過誤腫性肺

脈管筋腫症の 1例,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1･)

前川豊行,野口哲男,宮原 亮,鎌苅邦彦,福田正悟,佐藤公彦 :5年間無症状であった肺胞蛋白症の 1症例.

第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

鎌苅邦彦,野口哲男,宮原 亮,前川豊行,福田正悟,佐藤公彦 :高グロブリン血症を伴うぴまん性間質性形

質細胞肺炎の-症例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

木村哲郎,関野 一,島田----忠,津田善造,陳 和夫,大井元暗,久野健忘 :間欠的な夜間人工呼吸により管

理 している,筋ジス トロフィーによる慢性呼吸不全の 1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12･1.)

西川忠男,勝山和彦,麻柄達夫,安田隆三郎,松本正朗 :初回手術より5年以上経過した再発肺癌の2切除例.

第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

勝山和彦,西川忠男,麻柄達夫,安田隆三郎 :虚血性心疾患術後に発生 した肺癌の 2症例.第36回日本胸部疾

患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :肺小細胞癌に認められた薬剤

起因性 SIADH の3例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

北 英夫,中野恭幸,室 繁郎,服部 登,水谷 哲,鍵岡 均,藤田正憲 :大阪在住の韓国人女性に発症 し

たウェステルマン肺吸虫症の 1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990･12･1･)

宝 繁郎,中野恭幸,北 英夫,服部 登,水谷 哲,鍵間 均,藤田正憲,大林 正,沢田真治 :肺癌化学

療法中に左上葉に限局する空洞性病変で始まったカ リニ肺炎の 1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.

12.1.)

榎本淑子,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :当科における肺胞

上皮癌症例の検討.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1･)

西山秀樹,榎本淑子,福田正子,中谷清樹,小林秀机,杉田孝和,姫川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫,西川利

正,荒木恒治,多田正己 :ガマガェル肝生食后発症 した肺吸虫症の 1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会

(1990.12.1.)

住友伸一,益崎裕章,阪本勝彦,厳西真規,梅宮正志,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :療切除
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を行なった肺動静脱藩 (PAVF)の1例.第36回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

益崎裕幸,阪本勝彦,厳西真規,梅宮正志,美崎幸平,住友伸一,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :縦隔贋

痩,多発性ブラ,肺線維症などの胸部病変に加え,多彩な合併症を呈した VonRecklinghausen症の 1例.第36

回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1990.12.1.)

服部 登,水江和考,藤田正憲,若林 葦 :右大動脈弓,左肺動脈起始の左鎖骨下動脈を認めた心寄形の 1例.

第133回日本内科学会近畿地方会 (1990.12.1.)

勝山和彦,安田隆三郎 :大動脈弁置換術後に発症 した偽性上行大動脈癖の-治験例.第70回日本循環器学会近

畿地方会 (1990.12.8.)

岡田知代,服部 登,鍵岡 均,水谷 哲,北 英夫,室 繁郎,中野恭幸,藤田正憲 :Bibasilar honey･

combingを認め,全身倦怠,食欲低下で発症 1週間後に発熱と急速な両肺陰影出現, 呼吸不全を呈 した 1例.

第51回びまん性肺疾患研究会 (1990.12.15.)

前川豊行,野口哲男,宮原 亮,鎌苅邦彦,福田正悟,佐藤公彦 :サルコイドーシスの経過中に肺結核を合併

し,急性の経過をとり DAD で死亡した 1例.第51回びまん性肺疾患研究会 (1990.12.15.)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,川上貿三,三嶋理晃,久野健忘 :確定診断が付かなかった Ana･

plasticmalignancyの 1例.第54回日本肺癌学会関西支部会 (1991.1.26.)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正清,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :いわゆる縦隔型肺癌症例の検討.

第54回日本肺癌学会関西支部会 (1991.1.26.)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘 :癌性胸膜炎にて発症 し12年間生

存中の女性肺癌の1例.第54回日本肺癌学会関西支部会 (1991.1.26.)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,岡村明治,原 文雄,井上 昇 :肺の Benignlymphoepithelial

lesion(BLEL)の 1手術例.第79回日本病理学会総会 (1991.1.)

関野 -,木村哲郎,島田一恵,津田善道,福井基成,陳 和夫,大井元晴,久野健忘,平井正志,鎌苅邦彦

:鼻マスク IPPVによる補助呼吸の検討.厚生省特定疾患呼吸不全調査研究社平成 2年度第 2回総会 (1991.1.)

村上三千代,小林千恵子,栗山隆信 :在宅人工呼吸療養への援助一在宅療養移行-の援助-.大阪呼吸ケア研

究会第 1回研究会,1991.1.

加藤泰史,市谷迫雄,弘野慶次郎,坪井裕志,渡辺裕介,平井豊博 :食道破裂の1例.第19回京都大学胸部疾

患研究所 胸部外科教室研究会 (1991.2.9.)

中川正清 :講演,血族について.尼崎市医師会 (1991.2.)

中田和伸,辻本一也,難波隆一郎,雑賀艮典,足立 至,末吉公三,楢林 勇,栗山隆信 :肺疾 患 におけ る

81mKrガスと99mTc-MAAによるⅤ/Q比頻度分布の測定.第230回日本医学放射線学会関西地方会,1991.

3.

弘野慶次郎,市谷通雄,坪井裕志,渡辺裕介,平井豊博,加藤泰史 :腫癌様陰影を呈した点で特異な気管支結

石症の1例.第42回近畿気管支鏡懇話会 (1991.3.27.)

勝山和彦,安田隆三郎 :急性心筋梗塞後合併症に対する緊急外科治療の経験. 第13回滋賀救急 医療研究会

(1991.3.9.)

石部裕一,塩川泰啓,楳田高士,宇野洋史,末包慶太 :低酸素性肺血管収縮反応とェンドトキシン,第38回日

本麻酔学会総会 (1991.3.)

〔誌 上 発 表⊃

石部裕一 :気管内吸引法,臨床医16,346-351,1990.

石部裕一 :総説 低酸素性肺血管収縮,呼吸(9):1430-1439,1990.

新田澄郎,荒川みち生,石部裕一,大貫恭正,金沢 実,小池加保児 :座談会一肺水分量測定は役に立つか,

呼吸(9):1305-1331,1990.

弘野慶次郎 :肺葉切除数ヶ月以降の換気 ･血流シンチの検討一肺気量との対比,日本呼吸器外科学会雑誌 4
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(4):400-407,1990.

藤原裕樹,垣鍔典也,高橋宏明,今井啓介,田島定夫,栗山隆信 :下顎骨切り術により改善をみた舌根沈下型

閉塞性無呼吸症候群の1例,日本気道食道会報42(4):352-358,1990.

前川豊行,野口哲男,宮原 亮,鎌苅邦彦,福田正悟,佐藤公彦 :日本胸部臨床50(1).1990.

杉田隆彰,安田隆三郎,渡田正二,尾上雅彦,田畑良宏,森 握視 :Bj6rk-Slinley弁,minovstrutfactureの

1手術治験例,日本胸部外科学会誌38(6)97,1049,1990.

杉田隆彰,安田隆三郎,西川忠男,麻柄達夫 :PTAV 後の AVR の 1例一経皮的大動脈弁形成術後に大動脈

弁置換術を要 した1例,日本胸部外科学会誌38(8)96,1336,1990.

杉田隆彰,安田隆三郎,麻柄達夫,西川忠男 :Shufbrd 3型右側大動脈弓に発症 した解離大動脈癌破裂の1袷

験例,日本胸部外科学会誌38(12)122,2474,1990.

杉田隆彰,安田隆三郎,麻柄達夫,西川忠男,松本正朗 :同一区域内に発生した同時性重複原発性肺癌の 1治

験例,胸部外科44(12),155,1991.

島田一恵 :気胸,medicina27(10),1911,1990.

Ishibe,Y･,Shiokawa,Y･,Umeda,T･K,Suekane,K･:Effectofendotoxinonthehypoxicpulmonaryvasocon-

strictioninthedogs,PulmonaryCirculationResearch1990,33-36,1990.

胸部外科学 ･補助臓器学分野

〔学 会 発 表〕

シンポジウム ･特別講演

人見滋樹 :肺癌手術成績はこの40年間で向上したか～診断 ･補助療法 ･術式の変遷～,第46回兵庫県肺癌懇話

会,特別講演,1990.2.

人見滋樹 :欧米における肺移植の現況と我々の基礎的実験成績,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会特別講演,

1990.12.

人見滋樹 :肺移植の現状,第22回奈良県呼吸器疾患研究会特別講演,1990.ll.

和田洋巳,福瀬達郎,張 兼益,呉 俊雄,高橋 豊,神頭 徹,乾 健二,水野 浩,河原崎茂孝,田村康

一,人見滋樹 :シンポジウムsl2小細胞がんの外科 小細胞癌の外科-cN2症例に対するネオアジュバント,

第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

高橋 豊,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :Nd-YAG レーザー照射による気管支粘膜の炎症性変化 と修復過

程,シンポジウムⅢ (気道病変の治療一基礎と臨床-)第13回日本気管支学会総会,1990.6.

青木 稔 :-ノーバー大学胸部外科での心 ･肺移植に参加して,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,特別講

演,1990.12.

1. 腫 妨

人見滋樹 :肺癌の早期発見,読売テレビ,1990.9.

人見滋樹 :肺癌の診断と治療の最近の進歩,彦根医師会講演会,1990.12.

玉田二郎,人見滋樹 :腺癌のすべて,日本肺癌学会セミナー,1990.6.

田村康一,人見滋樹,小坂真二,宮本信昭 :気管の腫癌性病変に対する AnteriorMediastinalTracheostomy

の経験,第14回呼吸器疾患勉強会,1990.7.

水野 浩,神頭 徹,河原崎茂孝,乾 健二,呉 俊雄,川 島正裕,平井 隆,渡部 智,田村康一,和田洋

己 人見滋樹 :放射線治療後右上葉切除を施行し術後気管支唐を生 じた肺癌症例-の大網による療閉鎖,第53回

日本肺癌学会関西支部会,1990.7.

河原崎茂孝,室 恒太郎,有安哲哉,福瀬達郎,張 謙益,乾 健二,水野 浩,神頭 徹,渡部 智,田村
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康一,和田洋巳,人見滋樹 :左上薬歴癌切除後病理にて診断がつかず,1年後右肺に再発した腰痛の 1例,第53

回日本肺癌学会関西支部会,1990.7.

神頭 徹,奥村典仁,呉 俊雄,高橋 豊,平井 隆,長谷川誠紀,河原崎茂孝,水野 浩,乾 健二,渡部

智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :肺小細胞癌の NeoadjuvantChemotherapy,第33回日本胸部外科学会,

関西地方会,1990.6.

神頭 徹,高橋 豊,平井 隆,長谷川誠紀,奥村典仁,呉 俊雄,小林 淳,河原崎茂孝,水野 浩,戟

健二,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :肺小細胞癌の外科的治療,第 7回呼吸器外科学会総会,1990.

5.

神頭 徹,高橋 豊,平井 隆,長谷川誠紀,奥村典仁,呉 俊雄,小林 淳,河原崎茂孝,水野 浩,戟

健二,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :肺小細胞癌の外科治療, 第7回日本呼吸器外科学会,1990.

5.

乾 健二,高橋 豊,平井 隆,長谷川誠紀,横見瀬裕保,和田洋巳,人見滋樹,高橋正治 :術前放射線照射

の気管支吻合部に及ぼす影響 (299),第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

乾 健二,平井 隆,奥村典仁,小林 淳,高橋 豊,長谷川誠紀,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,川島

正裕,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :BAIおよび放射線療法にて気管支食道療を呈 した1例,(p-43),第13回

日本気管支学会,1990.6.

小林 淳,松倉 規,川島正裕,奥村典仁,長谷川誠紀,呉 俊雄,平井 隆,河原崎茂孝,乾 健二,水野

浩,神頭 徹,渡部 智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :肺嚢胞に発生 した肺癌切除症例の検討,第52回日

本肺癌学会関西支部会,1990.2.

室 恒太郎,有安哲哉,福瀬達郎,張 謙益,乾 健二,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,渡部 智,田村

康一,和田洋巳,人見滋樹,笠原勝幸 :胸壁合併切除を行った肋軟骨腫の 1例,第53回日本肺癌学会関西支部会,

1990.7.

室 恒太郎,山田 孝,平田敏樹,八木 健,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :気管支内軟骨腫の一例,罪

13回日本気管支学会総会,1990.6.

長谷川誠紀,呉 俊雄,奥村典仁,平井 隆,高橋 豊,小林 淳,平井 隆,横見瀬裕保,河原崎茂孝,戟

健二,水野 浩,神頭 徹,渡部 智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :N2小細胞肺癌手術例の検討,第 7

回日本呼吸器外科学会総会,1990.5.

高橋 豊,呉 俊雄,長谷川誠紀,奥村典仁,小林 淳,平井 隆,横見瀬裕保,乾 健二,河原崎茂孝,水

野 浩,神頭 徹,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :N2肺癌,手術成績の検討,第30回日本胸部疾

患学会総会,1990.4.

高橋 豊,呉 俊雄,長谷川誠紀,小林 淳,奥村典仁,平井 隆,横見瀬裕保,乾 健二,河原崎茂孝,水

野 浩,神頭 徹,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :TIN2肺癌手術例の検討,第 7回日本呼吸器

外科学会総会,1990.5.

呉 俊雄,和田洋巳,増谷 弘,山本隆一,淀井淳司,人見敵樹 :肺癌における ADF発現の免疫姫織学的検

討,第31回日本肺癌学会総会,1990.10.

呉 俊雄,松倉 規,川島正裕,高橋 豊,長谷川誠紀,小林 淳,奥村典仁,神頭 徹,長谷川誠紀,平井

隆,河原崎茂孝,乾 健二,横見瀬裕保,水野 浩,神頭 徹,渡部 智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :

広範な胸腔内神経線維腫を示 した vonRecklinghausen氏病の-成人例,第52回日本肺癌学会関西支部会,1990.

2.

福瀬達郎,有安哲哉,張 謙益,室 恒太郎,乾 健二,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康一,和田

洋巳 人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :開胸創部に再発 したびまん性胸膜中皮腫の 1例.第53回日本肺癌学会関

西地方会,1990.7.

福瀬達郎,有安哲哉,張 謙益,室 恒太郎,乾 健二,河原崎茂孝, 水野 浩,神頭 徹,田村康一,和田

洋巳,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :若年者肺癌切除症例の検討.第31回日本肺癌学会総会,1990.ll.

福瀬達郎,有安哲哉,張 謙益,室 恒太郎,乾 健二,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康一,和田
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洋巳,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :小細胞癌の C-N2症例に対するネオアジュバント.第31回日本肺癌学

会総会,1990.ll.

川島正裕,乾 健二,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 ･･腎癌の

柿.縦隔転移に対する外科治療の1症例,第52回日本肺癌学会関西支部会,1990.2.

松倉 規,乾 健二,川島正裕,鳥羽紀成,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,渡部 智,田村康一,和田洋

巳,人見滋樹 :CDDPを含む BAI療法及び放射線療法施行後,食道合併症を来した2症例の検討,第52回日本

肺癌学会関西支部会,1990.2.

有安哲哉,福瀬達郎,室 恒太郎,張 謙益,神頭 徹,水野 浩,乾 健二,河原崎茂孝,田村康一,和田

洋巳,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :当科における小型進行肺癌手術例の検討 (p-53),第31回日本肺癌学会総

会,1990.10.

2. 胸腺 ･免疫

池 修,人見滋樹,和田洋巳,渡部 智,清水慶彦 :再手術により10年以上生存中の浸潤性胸腺腫の3例,

第 7回日本呼吸器外科学会,1990.5.

水野 浩,平井 隆,渡部 智*,長谷川誠紀,神頭 徹,河原崎茂孝,乾 健二,呉 俊雄,田村康一,和

田洋巳,人見滋樹 :前縦隔発生のBリンパ腫の症例 :胸腺研究会 :1990.6.

水野 浩,神頭

智,田村康一,

6.

水野 浩,神頭

康一,和田洋巳,

会 :1990.10.

長谷川誠紀,戟

康一,和田洋巳,

徹,河原崎茂孝,乾 健二,呉 俊雄,有安哲哉,張 謙益,福瀬達郎,室 恒太郎,渡部

和田洋El,人見滋樹 :縦隔悪性旺細胞性腫疫の手術症例 :日本胸部外科学会関西地方会 :1990.

徹,河原崎茂孝,乾 健二,平井 隆,長谷川誠紀,呉 俊雄,奥村典仁,渡部 智,田村

人見滋樹 :悪性旺細胞性膜疫に対する NeoAdjuvantTherapy:第43回 日本胸部外科学会総

健二,呉 俊雄,奥村典仁,平井 隆,河原崎茂孝,神頭 徹,水野 浩,渡部 智,田村

人見滋樹 :10年の経過後,切除及びSVC再建を施行した MG合併胸腺腫の一例,第33回日本

胸部外科学会関西地方会,1990.6.

TakahashiY･,InuiK･,WadaH･,HitomiS･,TakahashiM･:SafeSingleDoseofIrradiationFollowedbyBro-

nchoplastyinDogs,IntraoperativeRadiationTherapyThirdInternationalSymposium,1990.ll.

呉 俊雄,和田洋巳,淀井淳司,増谷 弘,多賀谷 温,藤井信吾,南部吉彦,人見滋樹 :胸腺におけるADF

発現の検討,第 9回日本胸腺研究会,1990.2.

呉 俊雄,和田洋巳,増谷 弘,人見滋樹,淀井淳司 :胸腺における ADF発現の検討,第43回日本胸部外科

学会総会,1990.10.

3. 人工材料

田村康一,水野 浩,人見滋樹,夏目 徹,池 修,奥村典仁,清水慶彦 :高度の抗血栓性を有する人工血

血管一超長期間生体内哩植後の変化-,第28回日本人工臓器学会,1990.9.

渡部 智,呉 俊雄,奥村典仁,中村達雄,清水慶彦,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康一,和田洋

巳,人見滋樹 :ポリグリコール酸不織布の胸部外科-の応用-特に人工胸膜としての応用-,第33回日本胸部外

科学会関西地方会,1990.6.

渡部 智,中村達雄,松井輝夫,清水慶彦,玄 丞焦,筏 義人,水野 浩,河原崎茂孝,人見滋樹 :生体内

分解吸収性ポリ乳酸肋骨接合ピンとその臨床的応用,第28回日本人工臓器学会大会,1990.9.

4. 移 植

青木 稔 :心,心肺,肺移植の実際,第31回日本胸部外科学会卒後教育セミナー,ワークショップ,1990.10.

横見瀬裕保,和田洋巳,人見滋樹,G･A･Patterson:肺保存におけるVerapamilの効果,第26回日本移植学会

総会,1990.ll.

長谷川誠紀,人見滋樹 :イヌ肺移植における FK506とCyAの併用効果,第 8回京都大学移植研究会,1990.

8.
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長谷川誠紀,平井 隆,和田洋巳,青木 稔,乾 健二,横見瀬裕保,人見滋樹 :犬同種左肺移植 におけ る

FK506と CyclosporineA の効果の組織学的検討,第26回日本移植学会総会,1990.10.

長谷川誠紀,AlexanderPatterson:肺保存における Verapamilの効果,第 7回京都大学移植研究会, 1990.

1.

平井 隆,長谷川誠紀,山崎文郎,横見瀬裕保,乾 健二,青木 稔,人見滋樹 :犬同種肺移植における FK

-596の免疫抑制効果 (第 3報),第7回日本呼吸器外科学会,1990.5.

平井 隆,長谷川誠紀,乾 健二,横見瀬裕保,和田洋巳,人見滋樹 :犬同種肺移植におけるFK-506とCy-

dosporineA の免疫抑制効果の比較検討,第 6回肺および心肺移植研究会,1990.1.

5. 一般疾患

人見滋樹 :胸部X線読影の ABC その(1),生野区医師会講演会,1990.9.

人見滋樹 :胸部Ⅹ線読影の ABC その(2),生野区医師会講演会,1990.12.

北市正則,川谷暁夫,西村浩一,長井苑子,松井祐佐公,木野稔也,泉 孝英,人見滋樹 :びまん性肺疾患の

開胸肺生検の対象疾患の推移について～京大胸部研での25年間の検討から～, 第31回日本胸部疾患学会総会,

1991.4.

渡部 智,呉 俊雄,河原崎茂孝,乾 健二,水野 浩,神頭 徹,田村康一,和田洋巳,清水慶彦,人見滋

樹 :最近経験した存管支結石症 2例における結石の走査型電顕及びⅩ線分析による検討,第7回日本呼吸器外科

学会総会,1990.5.

K Chihara,MEWard,andPT Macklem :HumanRibCageDistortability,WorldConferenceonLung

Health,May20-24,1990.

K Chihara,A Zapletal,MEWardandPT Macklem :Aformulatodeterminecross-sectionalareaoftherib

cage･AmericanPhysiologlCalSocietySpecialityMeetingOct･6-10,1990.

横見瀬裕保,和田洋巳,人見滋樹 :自家右上幹分岐部を用いた分岐部形成術の開発,第7回研究集会<気管気

管支再建術>,1990.8.

水野 浩,川島正裕,神頭 徹,河原崎茂孝,乾 健二,平井 隆,長谷川誠紀,呉 俊雄,渡部 智,田村

康一,和田洋巳,人見滋樹 :広背筋皮弁をもちいた胸壁の再建 :第33回日本胸部外科学会関西地方会 :1990.6.

横見瀬裕保,和田洋巳,乾 健二,平井 隆,高橋 豊,長谷川誠紀,青木 稔,人見滋樹 :気管気管支創傷

治癒改善の為の工夫,第 7回日本呼吸器外科学会総会,1990.5.

横見瀬裕保,和田洋巳,乾 健二,平井 隆,長谷川誠紀,高橋 豊,人見滋樹 :新しい気管分岐部再建術式
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瀧 俊彦,岡田賢二, 竹田秋郎,三宅正幸, ワシン トン州立大学医学部バイオメンブレン研究所 E･D.Nu-

delman,箱守仙一郎 :肺扇平上皮癌患者の リンパ節から作成 した Galβト4GIcNacβト3Gaalβト4G】cNacβト

3Ga】βLRを認識する人型 IgG3モノクローナル抗体の癌特異性の検討.第43回日本胸部外科学会総会,1990.

10.

田中 亨,大野暢宏,橋本 誠,宮本好博 :縦隔hemangiomaの 1例,第53回日本肺癌学会関西支部会,1990.

7.

大野暢宏,田中 亨,橋平 誠,宮本好博 :肺原発骨肉暢の 1例,第52回日本肺癌学会関西支部会,1990.2.

宮本好博,田中 亨,大野暢宏,橋平 誠 :肺癌に対する気管分岐部再建術一特にその吻合術式について,節

7回日本呼吸器外科学会,1990.7.

大野暢宏,田中 亨,橋平 誠,宮本好博 :孤立性気管支乳頭腫の 1例,第13回日本気管支学会総会,1990.

6.

橋平 誠,田中 亨,大野暢宏,官本好博 :気管,気管支内再発に対して再手術を行った肺癌症例の検討,節

13回日本気管支学会総会,1990.6.

奥村典仁,神頭 徹,長谷川誠紀,呉 俊雄,平井 隆,小林 淳,高橋 豊,河原崎茂孝,乾 健二,横見

瀬裕保,水野 浩,渡部 智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :N2肺小細胞癌 3年生存例の検討, 第52回日本

肺癌学会関西支部会,1990.2.

奥村典仁,渡部 智,神頭 徹,長谷川誠紀,呉 俊雄,平井 隆,河原崎茂孝,乾 健二,水野 浩,田村

康一,和田洋巳,人見滋樹 :汎血球減少症を合併 した肺癌の 1手術例,第147回近畿外科学会,1990.4.

奥村典仁,神頭 徹,長谷川誠紀,呉 俊雄,平井 隆,乾 健二,河原崎茂孝,水野 浩,渡部 智,田村

康一,和田洋巳,人見滋樹,北市正則 :多発性結節影を呈 した肺 p】asmacellgranulomaの 1例,第35回日本胸

部疾患学会近畿地方会,1990.6.

2. 胸腺 ･免疫

伊藤元彦 :postthymomectomymyastheniagravisの研究,厚生省がん研究助成金 "有森班"班会議,1990.10.



- 72- 京大胸部研紀要 第24巻 第 1号

伊藤元彦 :胸腺腫治療における放射線治療の役割,厚生省がん研究助成金 "有森姓''鉦会議,1990.10.

池田貞雄,畠中陸郎,小鯖 覚,渡部 智,千葉 渉,安田雄司,石田久雄,小西孝明,薄井 聡,山本恭通,

松原義人,船津武志 :巨大な浸潤型胸腺腫場に対するプラス トロン型開胸法,第4回肺癌手術手技研究会,19g0.

12.

池田貞雄,畠中陸郎,光岡明夫,小鯖 覚,松原義人,塩田哲広,小西孝明,石田久雄,山本恭通,住友伸一,

船津武志 :巨大な浸潤型胸腺腫場に対するプラス トロン型開胸法,第 7回日本呼吸器外科学会,1990.5.

桑原正喜,糸井和美,有安哲哉,柳原一広 :前縦隔膜療38例の臨床的検討,第30回日本胸部疾患学会総会,

1990.4.

糸井和美,柳原-広,大久保憲一,有安哲哉,桑原正喜,兼松隆志 '･胸腔内浸潤を伴う悪性胸腺腫に対する外

科治療の経験,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

桑原正喜,柳原-広,有安哲哉,大久保憲一,糸井和美 :縦隔奇形腫 8例の臨床的検討,第33回日本胸部外科

学会関西地方会,1990.6.

寺町政美,佐坂徳浩,北村文夫,中村隆澄,宮本信昭 他 1名 :胸腺扇平上皮癌の1例,第33回日本胸部外科

学会関西地方会,1990.6.

黄 政龍,北野司久,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫 :縦隔膜疫に対する術前画像診断 としての気縦隔

CT･気縦隔 MRIの臨床的意義,第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

岡田英彦,長崎二三夫,公文正仁,谷口隆司,橋本圭司,今井弘行 :胸腺の炎症性腫輝の1例,第53回日本肺

癌学会関西支部会,1990.7.

伊藤元彦,安倍隆二,滝 俊彦 :Postthymomectomymyastheniagravisに関するprospectivestudy,日本胸部

外科学会総会,1990.10.

久貝忠男,石川清司,国吉実行,下地光好,板東 徹,源原圭一郎 :縦隔原発旺細胞性腫湯-3症例と治療に

関する文献的孝察-,第7回日本呼吸器外科学会総会,1990.5.

板東 徹,石川清司,国吉実行,下地光好,久貝忠男,野原正史,山内和雄,源河圭一郎 :縦隔腫癌の診断 ･

治療に関する検討,第52回日本臨床外科医学会総会,1990.ll.

田中文啓,黄 政龍,辰巳明利,北野司久,三野真理,岩田猛邦 :後縦隔原発傍神経節腫の1切除例,第36回

胸部症患学会近畿地方会,1990.12.

康 天志,黄 政龍,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :小児縦隔腫壕の2切除例,第147回近畿外科学会,

1990.4.

黄 政龍,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :術前診断として気縦隔造影 ･MRIが有用であった

胸腺腫の1手術例,1990.4.

松本和也,前里和夫,土屋和之 :前縦隔に発生した神経原性鷹揚の1例,第33回日本胸部外科学会関西地方会,

1990.6.

瀧 俊彦,張 謙益,岡田賢二,竹田秋郎,倉田昌彦 :気管狭窄の見られた von Recklinghausen 氏病に合

併した縦隔神経原性腫癌の2切除例,第13回日本気管支学会総会,1990.6.

田中文啓,吉谷 信,江崎 寛,五十部 潤,井上律子,伊東政敏,森 厚,白木 硬,上村博幸 :サルコ

イドーシスを合併した悪性胸腺腫の一切除例,第9回日本胸腺研究会,1990.2.

山本恭通,光岡明夫,松原義人,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,住友伸一,小鯖 覚,畠中陸郎,船津武志,

池田貞雄 :胸腺原発と考えられるホジキン病の一例,第52回日本肺癌学会関西支部会,1990.2.

川島正裕,佐藤雅樹,山田 孝,平田敏樹,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :胸腺カルチノイドの1例,静

岡県外科医会第156回集談会,1990.12.

糸井真一,三宅正幸,岡田賢二,竹田秋郎,瀧 俊彦 :後縦隔に発生した嚢状 リンパ管腫の1例,第148回近

畿外科学会,1990.12.

小阪真二,松倉 規,中村聡人,福瀬達郎,玉田二郎 :扇平上皮癌成分を含む巨大縦隔成熟奇形腫の1切除例,

第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

大竹洋介,岡田英彦,公文正仁,谷口隆司,今井弘行,土光茂治,御前 隆,浜本康平 :臨床的悪性胸腺腫の
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3例,第52回日本肺癌学会関西支部会,1990.2.

3. 結 核

立石昭三,カレッド･レシャー ド:第Ⅲ世界における結核対策-の国際協カー北イエメンでの経験から,第36

回三重大学胸部外科教室研究会,1990.8.

李 永浩,李 民実,生島宏彦 :当院における短期滞在外国人結核15例の検討,第36回日本胸部疾患学会近畿

地方会,1990.12.

安田雄司,山本恭通,薄井 聡,小西孝明,石田久雄,千葉 渉,小鯖 覚,渡部 智,畠中陸郎,松原義人,

船津武志,池田貞雄 :膿胸症例に対する外科療法,第36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

辰巳明利,北野司久,黄 政龍,田中文啓,康 天志 :膿胸に対する有茎性大網法に対するアンケー ト調査成

績 (第2報),第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

北野司久,辰巳明利,黄 政龍,康 天志,田中文啓,長崎二三夫 :有感性膿胸に対する有茎性大網充填術,

第43回日本胸部外科学会,1990.10.

辰巳明利,田中文啓,黄 政龍,北野司久 :低肺機能を伴った難治性有療性膿胸に対する大網法の 1手術例,

第22回奈良県呼吸器疾患研究会,1990.ll.

美崎幸平,梅宮正志,阪本勝彦,巌西真規,田中 茂,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,馬止 裕,河北議

三郎 :最近の当院における膿胸症例の検討,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

森脇秀明,佐藤雅樹,川島正裕,山田 孝,平田敏樹,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :頭蓋内結核腫及び

副腎腫大を伴った粟粒結核の1例,第76回日本結核病学会東海地方学会.1990.ll.

川西雅士,佐坂徳浩他 3名 :当院における非定型的抗酸菌の検出状況について,第43回高知県医師会医学会,

1990.8.

平川公義,立石昭三,他 :近畿地区国療における抗酸菌症の現状-入院時ツベルクリン反応の検討,第65回結

核病学会総会 (C-25)1990.3.

坂谷光則,立石昭三,他 :近畿地区国療における抗酸菌症の現状-患者家族歴の検討,第65回結核病学会総会

(C-26)1990.3.

井上修平,立石昭三,他 :近畿地区国療における抗酸菌症の現状-昭和60年新入院患者についての総括,第65

回結核病学会総会 (C-23)1990.3.

中谷光一,立石昭三,他 :近畿地区国療における抗酸菌症の現状-入院時抗酸菌検査成績について.第65回結

核病学会総会 (C-24)1990.3.

須知雅史,森 亨,立石昭三,カレッド･レシャー ド:イエメンアラブ共和国とタンザニア連合共和国にお

ける結核対策の比較検討,第65回結核病学会総会 (A-16)1990･3.

上田英之助,立石昭三,他 :近畿地区国療における抗酸菌症の現状一結核病棟における入院早期死亡例の解析.

第65回結核病学会総会 (B-14)1990.3.

4. 人工材料

中村達雄,清水慶彦,渡部 智,松井輝夫,奥村典仁,島本偉志,高橋展也 :肋骨の曲げ強度と応力モーメン

トの基礎的研究 (肋骨接合材,人工肋骨のためのバイオメカニクス),第28回日本人工臓器学会大会,1990.9.

中村達雄,清水慶彦,渡部 智,奥村典仁,伊藤喜昌 :人工気管軟骨 (気管内腔保持材)としての TトNi形状

記憶合金ステントの応用,第43回日本胸部外科学会総会,1990･10.

中村達雄,清水慶彦,松井輝夫,奥村典仁,白木兼人,西谷光司,斉藤巧清 :生体内吸収性乳酸-カプロラク

トン共重合体モノフィラメント縫合糸の分解と生体に対する影響,第12回バイオマテ リアル学会大会,1990.10.

辰巳明利,北野司久,長崎二三夫,黄 政龍,康 天志 :漏斗胸に対する吸収性 strut(PLA)を用いた胸骨挙

上法,第8回日本呼吸器外科学会総会,1990.5.

川島正裕,佐藤雅樹,山田 孝,平田敏樹,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :PLA プレ- トによる胸骨骨

折整復術の1例,第58回日本胸部疾患学会東海地方会,1990.ll.

AHaverich,SHilt,SDemertzis,M Aoki,FSiclari:ComperativeInVivoStudvOn4TypesOfPresealed
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VascularProtheses,The4thAnnualMeetingofEuropeanSocietyforVascularSurgery,1990.9.

松延政一,清水慶彦 :血液透析を利用 した体外循環型肺補助装置の開発と呼吸不全管理-の応用,第17回日本

集中医療学会総会,1990.6.

松原義人,池田貞雄 :Non-porousTypeの人工気管を用いた気管再建に関する実験的研究, 第42回日本気管

食道科学会総会ならびに学術講演会,1990.10.

松原義人,池田貞雄,小解 党,塩田哲広,小西孝明,石田久雄,安田雄司,千葉 渉,薄井 聡,山本恭通,

畠中陸郎,船津武志,J･Brenner,H･DahlkeEthiconGermany･SurgicalResearch:吸収性材料を用いた人工気

管の実験的研究,第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

松原義人,池田貞雄,小鯖 覚,塩田哲広,石田久雄,小西孝明,山本恭通,住友伸一,光岡明夫,畠中陸郎,

船津武志 :人工気管の実験的研究,一桂型人工気管モデルVに対する有茎大綱片の応用-,第 7回日本呼吸器外

科学会,1990.5.

黄 政龍,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :胸骨正中切開後の胸骨縫合における吸収性ポリ乳酸

(PLA)胸骨接合 ピンの検討,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

黄 政龍,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久,佐野 明,黒田康正 :肺癌による上大静脈症候群に

対して Gianturcoexpandablewirestentを使用 した 1例,第53回日本肺癌学会関西支部会,1990.7.

渡部 智,奥村典仁,中村達雄,清水慶彦,玄 丞焦,筏 義人,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康

一,和田洋巳,人見滋樹 :ポ1)グリコール酸不織布の胸部外科-の応用一縫合補強材から人工胸膜-I,第43回

日本胸部外科学会総会,1990.10.

渡部 智,中村達雄,清水慶彦,乾 健二,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康一,和田洋巳,人見滋

樹 :生体内吸収性ポリグリコール酸不織布の人工胸膜としての応用,第12回日本バイオマテリアル学会大会,

1990.10.

池 修,清水慶彦,和田良一,玄 丞焦,筏 義人,渡部 智,人見滋樹 :徐放性抗癌剤による癌性胸膜炎

の局所療法,第 7回日本呼吸器外科学会総会,1990.5.

池 修,清水慶彦,奥村典仁,中村達雄,渡部 智,岡田敏行,筏 義人 :ポリL乳酸および自己骨膜を用

いた人工気管の検討,第 7回日本呼吸器外科学会総会,1990.5.

池 修,清水慶彦,和田良一,玄 丞休,渡部 智,筏 義人 :癌の局所療法に対するシスプラチン徐放剤

の検討,第 6回日本 DDS学会,1990.7.

奥村典仁,中村達雄,池 修,夏目 徹,渡部 智,清水慶彦,白木兼人,筏 義人,人見滋樹 :mesh に

よる人工気管の研究,第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

5. 心 ･血管

五十部 潤,田中 亨,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,西尾 斉,山口正人,上村博幸 :SJM

弁置換後著明な溶血をきたした3例,第40回国立療養所循環器疾患研究会,1990.2.

五十部 潤,田中 亨,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,西尾 斉,山口正人,上村博幸 :右室低

形成を伴う先天性三尖弁閉鎖不全症の-手術例,第 8回岐阜小児循環器懇話会,1990.1.

上野陽一郎,江崎 寛,五十部 潤,井上律子,西尾 斉,山口正人,上村博幸,伊東政敏 :急激な縦隔陰影

の拡大をきたした AAE の 1例,第41回岐阜循環器疾患研究会,1990.7.

五十部 潤,鳥羽紀成,江崎 寛,井上律子,上野陽一郎,伊東政敏 :右室低形成を伴う三尖弁閉鎖不全症の

1例,第36回三重大学胸部外科学教室研究会,1990.8.

五十部 潤,鳥羽紀成,江崎 寛,上野陽一郎,井上律子,西尾 斉,山口正人,上村博幸,伊東政敏 :下大

静脈左房還流の-治験例,第41回国立療養所循環器疾患研究会,1990.ll.

五十部 潤,鳥羽紀成,江崎 寛,上野陽一郎,井上律子,伊東政敏 :右室低形成を伴う三尖弁閉鎖不全症の

1手術例,第45回国立病院療養所総合医学会,1990.ll.

藤田章二,島本光臣,山崎文郎,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之, 中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :VSD+

IEに対し,VSD閉鎖及び三弁置換 (MVR,AVR,TVR),肺動脈弁切除を施行した 1症例,第235回東海外科学会

総会,1990.ll.



1991年 3月 - 75-

植田充宏,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一一郎,山崎文郎,大久保憲一,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :当院

における僧帽弁置換術の検討-再手術例について-,第4回心臓血管外科ウインターセミナー,1990.1.

大竹洋介,園田隆次,田宙英次,光岡明夫 :狭心症を合併 した閉塞性動脈硬化症に対する腹膜外到達法による

血栓内膜除去術の2例,第 2回態本血管外科談話会,1990.9.

鈴木仁之,篠崎 拓,島本光臣,山崎文郎,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,秋山文弥 :CAIiG 術後急性

期心房細動 (AfJの検討,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

島本光臣 :解難性大動脈癖の外科治療,東海心臓外科懇話会,1990.1.

島本光臣 :心臓大血管手術手技の進歩と将来展望-急性A型解離,日本胸部外科学会関西地方会学術セミナー,

1990.2.

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野暢一郎,山崎文郎,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :急性

A型大動脈解離の術後管理,日本心臓血管外科学会第20回学術総会,1990.2.

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,山崎文邸,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :一時

的末梢側バルーン閉塞併施 Thromboexclusion法の遠隔成績,日本心臓血管外科学会第20回学術総会,1990.2.

山崎文郡,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :当院

における弁膜手術例の検討一再手術例を中心に,日本心臓血管外科学会第20回学術総会,1990.2.

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,山崎文郡,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :心臓

粘液腫13例の手術経験,静岡県心臓血管外科医会第 1回集談会,1990.3.

山崎文郎,島本光臣,上野陽一郎,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,篠崎 拓,秋山文弥 :自己

血貯血法を用いた開心術の経験,静岡輸血懇話会第 5回学術集会,1990.3.

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,山崎文郡,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :心臓粘液腫13例の

手術経験,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

花剛 申治,篠崎 拓,島本光臣,山崎文邸,大久保憲一,植田充宏,鈴木仁之,秋山文弥 :心臓手術後,消化

器手術症例35例の検討,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990･6.

山崎文郎,篠崎 拓,島本光EB,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :PTCA後に LMT

狭窄をきたした2例に対する CABG の経験,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990･6.

島本光臣,篠崎 拓,山崎文郎,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :CAI〕G 後左室流

出部圧較差が増加した HCM,シェーグレン症候群の 1例,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

山崎文郎,島本光臣,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,藤田章二, 中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :Bentall

術後 Agranulocytosisの 1例,日本胸部外科学会第 3回指定施設連絡協議会,1990.5.

植田充宏,島本光臣,山崎文郎,花岡伸治,鈴木仁之,藤田章二,中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :胸腹部大

動脈癖破裂の2治験例,静岡県外科医会第154回集談会,1990.6.

植田充宏,篠崎 拓,島本光臣,山崎文郎,大久保憲一,花岡伸治,鈴木仁之,秋山文弥 :遺伝性球状赤血球

症合併僧帽弁狭窄症の 1手術例,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

鈴木仁之,島本光臣,山崎文郎,植田充宏,花岡伸治,藤田章二,中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :三枝病変

患者に対する完全血行再建術についての検討,三重大学胸部外科教室第36回研究総会,1990.8.

花岡伸治,島本光臣,山崎文郎,植田充宏,鈴木仁之,藤田章二,中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :体外循環

後,高アミラーゼ血症についての検討,三重大学胸部外科教室第36回研究総会,1990･8.

島本光臣 :A-C バイパス術において動脈グラフトは, 手術成績を向上するか ?,三重大学胸部外科教室第36

回研究総会,1990.8.

山崎文郎 :開心術における自己血輸血の検討,静間輸血懇話会,1990.9.

佐藤農二,後藤 彰,安野 誠,山崎文郎,島本光臣 :マイクロバブルディテクターによる4種類の膜型肺の

比較検討一静脈 リザーバーの違いによる気泡捕捉能について-,第28回日本人工臓器学会大会,1990.9.

藤田章二,島本光臣,山崎文郎,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :腸骨動脈

癌結さつ後の癌血栓化に関する考察-腹部大動脈櫛術後症例について-,第8回静岡県血栓症研究会,1990.9.

島本光臣,山崎文郎,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,篠崎 拓,秋山文弥 :パネルディスカッションー遠隔
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成績から見たA型解離の治療法針,遠隔成績から見た急性A型解離の治療方針,第43回日本胸部外科学会総会,

1990.10.

島本光臣,山崎文邸,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,篠崎 拓,秋山文弥 :(ビデオ)上行 弓部 置換術-

Piehler変法 (AVR 術後6年真性大動脈癌),第43匝旧 本胸部外科学会総会,1990.10.

6. 移 植

安田雄司 :ラット移植肺における急性拒絶反応に関する超徴形態学的研究,第22回日本臨床電子顕微鏡学会総

会ならびに学術講演会,1990.9.

7. 一般疾患

清水慶彦,間 藤太郎,相馬俊臣 :-ンドル事故による気管 ･気管支前後壁縦断,食道破裂の-救命例,第7

回気管気管支再建手術研究集会,1990.8.

桑原正喜 :自然気胸の診断と治療,守口市医師会講演会,1990.12.

大久保憲一,柳原-広,糸井和美,桑原正喜 :多発性の空洞陰影を呈し,診断に難渋した肺化膿症の一例,罪

36回日本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

糸井和美,柳原-広,大久保恵一,桑原正喜 :過誤腫性肺脈管筋腫症の1例,第36回日本胸部疾患学会近畿地

方会,1990.12.

池田貞雄,山本恭通,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,小鯖 覚,住友伸一,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,

船津武志 :肺クリプトコッカス症のラテックス凝集反応による血清学的診断と治療成績,第30回日本胸部疾患学

会総会,1990.4.

松原義人,船津武志,畠中陸邸,小鯖 覚,塩田哲広,石田久雄,小西孝明,山本恭通,光岡明夫,住友伸一,

池田貞雄 :胸部疾患における縦隔鏡検査の意義,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

石田久雄,塙 健,山本恭通,小西孝明,塩田哲広,住友伸一,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,

船津武志,池田貞雄 :気管軟化症の外科治療に対する実験的研究,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

小西孝明,山本恭通,石田久雄,塩田哲広,小鯖 覚,住友伸一,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,船津武志,

池田貞雄 :両側気胸に対する外科治療,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

藤村直樹,池田貞雄 :開胸肺生検にて診断された BOOP症例の長期予後,第30回日本胸部疾患学会総会,

1990.4.

小西孝明,山本恭通,石田久雄,塩田哲広,安田雄司,小鯖 覚,住友伸一,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,

船津武志,池田貞雄 :食道嚢腫の1切除例,第147回近畿外科学会,1990.4.

石田久雄,山本恭通,小西孝明,塩田哲広,安田雄司,小鯖 覚,住友伸一,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,

船津武志,池田貞雄 :外傷性血気胸に対する手術症例,第147回近畿外科学会,1990.4.

桑原正喜,糸井和美,有安哲哉,柳原-広 :Quolityoflifeを考慮した気管支拡張症の治療,第7回日本呼吸

器外科学会総会,1990.5.

桑原正喜 :外来診療でみられる呼吸器疾患の pitfall,守口市医師会講演会,1990.ll.

糸井和美,柳原-広,有安哲哉,桑原正喜 :開胸術後硬膜外モルヒネ注入の評価,第7回日本呼吸器外科学会

総会,1990.5.

有安哲哉,柳原-広,糸井和美,桑原正喜 :気管支内結石に起因した先天性食道憩室に伴う食道気管支庫の一

例,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

柳原一広,大久保憲一,有安哲哉,糸井和美,桑原正喜 :肺動静脈療の2例,第33回日本胸部外科学会関西地

方会,1990.6.

岡田賢二,張 賢益,竹田秋郎,瀧 俊彦,倉田昌彦 :胸腔内局所麻酔剤注入による術後疹痛の除去,第33回

日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

岡田賢二,竹田秋郎,瀧 俊彦 :胸腔内局所麻酔剤注入による術後疹痛の除去,第43回日本胸部外科学会総会,

1990.10.

北野司久,康 天志,黄 政龍,辰巳明利,長崎二三夫 :大網外科の臨床的の応用,第33回日本胸部外科学会
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関西地方会,1990.6.

黄 政龍,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :両側異時性気胸の検討(第 2報),第30回日本胸部疾

患学会総会,1990.4.

田中文啓,江崎 寛,上野陽一郎,井上律子,伊東政敏,森 厚,白木 硬,上村博幸 :胸腔内持続吸引に

ても再膨張を得られない気胸例における気管支鏡検査の有用性の検討,第13回日本気管支学会総会,1990.6.

康 天志,黄 政龍,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :外傷性中間気管支断裂の 1手術例,第33回日本胸部

外科学会関西地方会,1990.6.

黄 政龍,田中文啓,辰巳明利,北野司久 :食道憩室を伴う成人の先天性食道気管支癖の1手術例,第36回日

本胸部疾患学会近畿地方会,1990.12.

寺町政美,佐坂徳浩,北村文夫,中村隆澄,宮本信昭 :肺動静脈療に対する外科治療,第 7回日本呼吸器外科

学会総会,1990.5.

佐坂徳浩,宮本信昭,寺町政美,中村隆歪,北村文夫 :閉塞性肺疾患における外科治療,高知県胸部疾患研究

会,1990.7.

根本 正,鳥羽紀成,津田 透,寺田泰二,松延政一,外村聖一,清水慶彦 :気胸を合併した塵肺の肺縫縮術

後,呼吸不全となった1症例,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

寺田泰二,松延政一,鳥羽紀成,根本 正,津田 透,外村聖一,清水慶彦 :術中迅速病理詮における細胞診

の有用性,第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

根本 正,松延政一,鳥羽紀成,津田 透,寺田泰二,外相聖-,清水慶彦 :低肺機能患者の開胸術一肺縫縮

術に於ける術後呼吸不全の術前評価,第43回日本胸部外科学会総会,1990.10.

鳥羽紀成,寺田泰二,根本 正,津田 透,松延政一,外相聖一,清水慶彦 :左肺全摘術後の胸腔内ガス注入

により術前の著しい縦隔変位の改善を認めた1手術例,第33回日本胸部外科学会関西地方会,1990.6.

前里和夫,松本和也,土屋和之 :胸腔内タルク投与によると思われる炎症性肉芽腫の 1例,第33回日本胸部外

科学会関西地方会,1990.6.

松本和也,前里和夫,土屋和之,藤村直幸,山本栄司,石田長次,小山修平,内藤元康,松川泰贋,水野志文,

津崎彰士,牧野尚彦 :気管支性のう腰の2例,第147回近畿外科学会,1990.4.

前里和夫,松本和也,土屋和之 :当院における肺真菌症手術例の検討,第7回日本呼吸器外科学会総会,1990.
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田中文啓,江崎 寛,五十部 潤,井上律子,伊東政敏,森 厚,白木 硬,上村博幸 :続発性気胸の臨床

的検討,第30回日本胸部疾患学会総会,1990.4.

磯和理貴,清谷哲也,武藤 真,山中 晃 :肺分画症手術例の検討,第7回日本呼吸器外科学会総会,1990.

5.

磯和理貴,清谷哲也,山中 晃 :気管気管支形成術施行症例の検討,第217回北陸外科学会,1990.9.

磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :気管気管支形成術施行例の検討,第26回日

本赤十字社医学会総会,1990.10.

磯和理責,樽谷哲也,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄,高田仲弘 :肺犬糸状虫症の2例,第26回日

本胸部疾患学会北陸地方会,1990.10.

山中 晃,磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄 :肺癌が疑われた肺放線菌症の1例,第26回

日本胸部疾患学会北陸地方会,1990.10.

美崎幸平,益崎裕章,阪本勝彦,梅宮正志,住友伸一,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :気道異物の 2例.

第41回近畿気管支鏡懇話会,1990.12.

塩田哲広 :遺伝子解析による肺原発 リンパ増殖性疾患の診断,第 2回 DNA診断フォーラム,1990.12.

石田久雄,塙 健,山本恭通,小西孝明,塩田哲広,安田雄司,住友伸一,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,

松原義人,船津武志,池田貞雄 :キチンスポンジによる気管軟化症の実験的研究,第13回日本気管支学会総会,

1990.6.

田中文啓,江崎 寛,五十部 潤,井上律子,伊東政敏 :特発性血気胸の臨床的検討,第7回日本呼吸器外科
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学会総会,1990.5.
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-889,1990･

4. 人工材料

清水慶彦 :呼吸器外科における補填材料,手術44(6):803-807,1990.

清水慶彦 :コラーゲン･シリコーン複合体による人工食道の開発,機能材料10(9):20-23,1990.

清水慶彦 :外科用接着剤の現状,日本医事新報.3428:169,1990.

清水慶彦 :-イブリッド人工臓器の現状と課題,気管 (56-59),-イブリッド人工臓器の現状及び将来展望に

関する調査報告書,医薬品副作用被害救済 ･研究振興基金,1990.3.

清水慶彦 :人工臓器 (385-391), リポゾーム ･マイクロカプセル (393-399),バイオサーファクタント,サイ

エンスフォーラム,1990.2.

T･Nakamura,Y･Shimizu,SIWatanabe,S･Hitomi,M.Kitano,J･Tamada,SIMatsunobe:New Bioabsor-

bablePledgets& Non-wovenfabricsMadefrom Polyglycolide(PGA)forPulmanarySurgery:ClinicalExperi-

ence,TheThocacicandCardiovascularSurgeon:38,81-85,1990･

中村達雄 :｢人工気管の実験及び臨床成績｣に対する討論,胸部外科,45(5):402-403,1990.

中村達雄,清水慶彦 :ポリ乳酸類による生体内吸収性外科用埋植材料 の開発, 病態生理 :9(6):478-488,

1990.

中村達雄 :人工気管.手術,44(6):803-807,1990.

南部昌生,田村康一,他 4名 :高含水 (ポリビニルアルコール)ゴムの用途探索一関節,心,肺の癒着防止-,

医科機械学,60(8):358-362,1990.

夏目 徹,田村康一,河原崎茂孝,清水慶彦 :コラーゲ ン止血材一形状の改良と止血効果-,人工臓器, 19

(3):1235-1238,1990.

NatsumeT.,IkeO･,OkadaT,,ShimizuY.,IkadaY･,TamuraK･:ExperimentalStudiesofaHybridArtificial

EsophagusCombinedwithAutologousMucosalCells,ASAIO Transactions36(3):1990.

S･Watanabe:Biomechanicalproperties()fnewpinresemblehumanbone,RespiratoryNews(SyntexLabo-

ratories),10(1):7,1990.

渡部 智 :<レポー ト> Brown大学 Arti丘calOrgans/BiomaterialS研究室を訪問して,生体材料,8(1):40-

41,1990.

渡部 智,奥村典仁,夏目 徹,池 修,中村達雄,清水慶彦,岡田敏行,筏 義人 :人工腎外シャント用

カニューレの改良一皮慮との接着性を求めて-,人工臓器,19(3):1105-1108,1990.
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0.Ike,Y.Shimizu,T.Okada,T.Natsume,S･Watanabe,Y･IkadaandS･Hitomi:NeoesophagealEpithe-

1izationonanArtifiCalEsophaguswithCollagenLayerStructure,ClinicalImplantMaterials,AdvancesinBi0-

materials,9:621-626,1990･

Kei-ichiHirai,YasuhikoShimizuandTsunetoshiHino:Epithelialregenerationincollagen-coatedandunc-

coatedpatchgraftsimplantedintodogtracheas,J･Exp･Path･,71,51-62,1990･

松原義人,小鯖 覚,池田貞雄,塙 健,塩田哲広,石田久雄,小西孝明,光岡明夫,畠中陸郎,船津武志

:人工気管の実験および臨床成績,胸部外科,43(5):368-374,1990.

Yin-ChaoTseng,Suong-HyuHyon,Yoshitolkada,YasuhikoShimizu,KoichiTamuraandShigekiHitomi:

InvivoEvaluationof2-CyanoacrylatesasSurgicalAdhesives,JournalofAppliedBiomateria]S,Vol･1:111-119,

1990.

池 修,人見滋樹,清水慶彦,和田良一,渡部 智,玄 丞焦,筏 義人 :癌性胸膜炎患者に対するアドリア

マイシン･ポリL乳酸マイクロスフェアの使用,DrugDeliverySystem,5(1),23-27,1990.

池 修,和田良一,草ノ井容子,渡部 智,玄 丞焦,筏 義人,清水慶彦 :ポリD,L乳酸を用いたシスプ

ラチン徐放剤の検討,DrugDeliverySystem,5(1),29-32,1990.

池 修,清水慶彦,岡田敏行,奥村典仁,夏目 徹,渡部 智,筏 義人,人見滋樹 :ポリ乳酸および自己骨

膜を用いた人工気管の検討,日本人工臓器学会会誌,19(3),1126-1129,1990.

池 修,夏目 徹,清水慶彦,岡田敏行,奥村典仁,渡部 智,筏 義人,田村康一,人見滋樹 :自己粘膜の

播種を併用 したコラーゲ ンを用いた人工食道の検討,日本人工臓器学会会誌,19(3),1169-1172,1990.

池 修,清水慶彦,和田良一,奥村典仁,玄 丞焦,渡部 智,筏 義人 :癌の局所療法に対するシスプラチ

ン徐放剤の検討,日本呼吸器外科学会雑誌,4(6),699-703,1990.

5. 心 ･血管

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :急性A型大動脈解離に対する人工血管

置換術の工夫,日本心臓血管外科学会雑誌,19(4):617-619,1990.

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :前下行枝-の左 IMAG 3年間の成績

-SVG との比較検討,日本心臓血管外科学会雑誌.19(4):8411842,1990.

島本光臣,山崎文郎,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁之,藤田章二,中村隆之,篠崎 拓,秋山文弥 :新規経口

DopamineProdrug,TA-870の臨床評価,薬理と治療.18(ll):4667-4678,1990.

上野陽一郎,大久保憲一,山崎文郎,島本光臣,篠崎 拓,秋山文弥 :"Complex''型左室粘液腫の 1治験例,

日本胸部外科学会雑誌.38(9):1479-1482,1990.

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,吉谷 信,秋山文弥 :急性A型大動脈解離一術前術後の大動

脈造影の検討,日本心臓血管外科学会雑誌.19(5):1084-1086,1990.

上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,大久保憲一,植田充宏,秋山文弥 :成人型動脈管憩室動脈痛の3治験例,

日本胸部外科学会雑誌.38(8):1356-1361,1990.

上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,古谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :成人型動脈管憩室動脈癌,日本心臓血

管外科学会雑誌,19(6):1343-1345,1990.

6. 一般疾患

桑原正喜,糸井和美,有安哲哉,柳原-広,那須隆志,福瀬達郎 :気管支内異物 (カニの肉)により肺炎,膿

胸をきたした-切除例,気管支学,12(3):328-332,1990.

桑原正喜,糸井和美,柳原-広,有安哲哉,小林 淳 :食道憩室の破裂により縦隔炎を来 した 1例,日本胸部

外科学会雑誌,38(8):111-115,1990.

桑原正喜,柳原-広,有安哲哉,糸井和美,那須隆志 :ⅠVH療法中に発症 した Septicpulmonaryemboliの-

治癒例,日本胸部疾患学会雑誌,28(9):1257-1262,1990.

糸井和美,高嶋義光,平田敏樹,室 恒太郎,カレッドレシャー ド:肺動静脈療の経験一特に CUSA の適応

について-,日本胸部外科学会雑誌,38(7):106-110,1990.
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玉田二郎,人見滋樹 :｢術前検査と術前準備｣術前呼吸機能検査,外科治療,62:605-610,1990.

高橋 均,寺町政美,宮本信昭他 3名 :気管支鏡にて発見された非定型的気管支閉鎖症の 1例,気管支学,12

(3):304-310,1990.

石川清司,源河圭一郎,下地光好,久貝忠男,板東 徹,国吉貢行 :まれな気胸の2例とその治療法に対する

工夫,国立療養所沖縄病院医学雑誌,ll:62-65,1990.

下地光好,久貝忠男,板東 徹,石川清司,国吉実行,源河童一郎 :気管支性嚢腫 (横隔膜型)の 1切除例,

国立療養所沖縄病院医学雑誌,ll:66-69,1990.

渡部 智,青木 稔,人見滋樹,小林 淳,高橋 豊,神頭 徹,千原幸司,田村康一,和田洋巳,清水慶彦

:有茎性大綱片補填による肺癌手術後膿胸気管支療閉鎖術の 2例一閉鎖後気管支粘膜の血流測定,日本呼吸器外

科学会雑誌,4(5):537-544,1990.

糸井和美,平田敏樹,秋山仁一郎,宝 恒太郎,山田 孝,八木 健,カレッドレシャー ド,高嶋義光 :オキ

シセル綿とメチル ･シアノアクリレー トによる胸膜肺全摘術後気管支胸膜癖の内視鏡的治療, 気管支学, 12(5)

:536-539,1990.

池田貞雄,小西孝明,石田久雄,塩田暫広,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,船津武志

:肺クリプ トコックス症の血清学的診断-ラテックス凝集反応によるスクリーニングテス トの有用性-,日本医

真菌学会雑誌,31(1):59-65,1990.

田中文啓,江崎 寛,五十部 潤,上野陽一郎,井上律子,伊東政敏,森 厚,白木 硬,上村博幸 :特発

性血気胸 4例の治療経験,胸部外科,43(12):1056-1059,1990･

田中文啓,吉谷 信,江崎 寛,五十部 潤,井上律子,伊東政敏,森 厚,白木 硬,上村博幸 :開胸摘

出によらざるをえなかった気管支異物の3例,胸部外科,43(6):47ト474,1990.

北野司久 :有茎性大網法,第30回卒後セ ミナーテキス ト,胸部外科における再手術 :81-19,1990.

楠目 馨,千原幸司,他 5名 :慢性関節 リウマチに伴 った follicu▲arbronchio▲itis(液胞性細気管支炎)の開胸

肺生検の 1例,日本胸部疾患学会雑誌,28(6):906-912,1990.

西村浩一,千原幸司,他10名 :Pulmonarylymphangioleiomyomatosis(肺 リンパ脈管筋膜症) におけ るⅩ線

CT と開胸肺生検標本との比較検討,日本胸部疾患学会雑誌,28:691-697,1990.

松村理司 :症状,所見からの重症度判断,medicina,27(5):746-747,1990.

松村理司 :呼吸不全の見かた,医薬の門,30(3):40(152)-44(156),1990.

立石昭三 :民族の死生観の差から ｢病い｣の意味を考える一正面から対決することを避ける日本一,医学と福

普,42(5):31-32,1990.

久場睦夫,仲宗根恵俊,宮城 茂,宮国泰夫,嘉数朝一,宮国孝彦,大城盛夫,石川清司,国吉貢行,源河童

一郎,前里和夫,岩政輝男 :気管支分岐異常を伴 った先天性気管支閉鎖症の 1例,気管支学,12(5):546-553,

1990.

板東 徹,人見滋樹,神頭 徹,美崎幸平,千原幸司 :右肺全摘術後6時間内に左肺急性血栓塞栓症により死

亡 した-剖検例,日本呼吸器外科学会雑誌,4(4):446-471,1990･

弘野慶次郎 :肺葉切除数ヶ月以降の換気 ･血流シンチの検討一肺気量と対比-,日本呼吸器外科学会雑誌,4

(4):400-407,1990.

岡田賢二,倉田昌彦,瀧 俊彦,竹田秋郎,張 謙益,沢田真治 :縦隔膜療様陰影を呈 した胸腔内異物性肉芽

腫の 1例,日本胸部臨床,49(3):249-252,1990.

岡田賢二,倉田昌彦,瀧 俊彦,張 謙益,竹田秋郎,大林 正,沢田真治 :葉問部に発生 した Castremanリ

ンパ腫の 1切除例,日本胸部臨床,49(8):688-692,1990.

TakeshiHanawa,Sadaolkeda,TakeshiFunatsu,YoshitoMatsubara,RikuroHatakenaka,AkioMitsuoka,

SatoshiKosaba,TetsuhiroShiota,HisaoIshida,TakaakiKonishi:DevelopmentofanewsurglCalprocedurefor

repairingtracheobronchomalacia,THEJOURNALOFTHORACICAND CARDIOVASUCLAR SURGE-

RY,100(4):587-594,1990･

福瀬達郎,中村聡人,小阪真二,玉田二郎 :転移性肺腫癌を疑った肺犬糸状虫症の 1例,呼吸器外科学会雑誌,
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4:93-99,1990.

河上 聡,木本達哉,野口正人,橋本 徹,長谷光雄,高嶋義光,西村-雅 :Neuro丘bromatosisを合併 しな

いlateralthoracicmeningoceleの 1例,臨床放射線,35(2):301-304,1990.

〔著 書〕

伊藤元彦 :いわゆる"postthymomectomymyastheniagravis''に関するretro-spectivegroupstudy･有森 茂編

:胸腺腫研究の進歩,p119-129.東海大学出版会,1990.

伊藤元彦 :気管支腺の機能と構造,吉田清一はか編, 肺表面活性物質の現在,67-72, 真興交易医書出版部,

1990,

TatsuoNakamura,Y･Shimizu,S･Watanabe,K･Shiraki,S･-H･Hyon,T･Shimamoto,Y･Ikada:Bioabsor-

bableNon-wovenfabricforSurgery,MedicalTextileforImplantation,329-332,H･Plank,M･Daunereds,

SpringerStuttgart,1990･

Osamuike,YasuhikoShimizu,ToshiyukiOkada,TohruNatsumi,SatoshiWatanabe,Yoshitolkadaand

ShigekiHitomi:NEOESOPHAGEALEPITHELIZATION ON AN ARTIFICIALESOPHAGUSWITH

COLLAGEN LAYER STRUCTURE.

ClinicalImplantMaterials,editedbyG.Heimke,U･Solt6szandA･JIC･Lee,AdvanceinBiomaterials,Vo】9,

E】sevierSciencePub一ishersB.Ⅴ.,Amsterdam,62ト626,1990･

OSAMU IKE,SHIGEKIHITOMI,RYOICHIWADA,SATOSHIWATANABE,SONG-HYU HYON,

YOSHITO IKAI)A AND YASUHIKO SHIMIZU :CLINICAL STUDIES OF ARRIAMYCIN-CON-

TAINING POLY (LLACTIC ACID)MICROSPHERES ADMINISTERED INTO THE PLEURAL

CAVITY OFPATIENTSWITH PLEURITISCARCINOMATOSA.

ClinicalImplantMaterials,editedbyG.Heimke,U･Solt6szandA･J･C･Lee,AdvanceinBiomaterials,Vo1

9,EIsevierSciencePublishersB.Ⅴ･,Amsterdam,627-632,1990･

4月13日

6月5日

6月20日

7月18日

10月24日

11月16日

12月9日

〔1990年胸部外科主催招請講演会〕

前田昌純先生 (香川医大 二外)講演会 ｢気管気管支形成について｣

Dr.Mulshine講演会

第6回肺移植勉強会 菊池晴彦先生 (京大 脳外)講演 ｢脳死について｣

第7回肺移植勉強会 三好新一郎先生 (阪大 -外)講演 ｢ドナー肺の選択｣
第9回肺移植勉強会 石橋道男先生 (阪大 泌尿器)講演 ｢ドナーカー ドと移植ネットワーク｣
Dr.RobertW.Makuch講演会 ｢医学統計について｣

公開京都肺移植セミナー Dr.Pearson,Dr.Low,Dr･Schafers講演

Dr.F.G.Pearson

｢トロント大学における肺移植の問題点｣

Dr.Donald E.Low

｢ワシン トン大学における肺移植の現況｣
Dr.HIJ･Schafers

｢-ノーバー医科大学における肺移植の経験｣
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分 子 病 理 学 分 野

〔学 会 発 表〕

嘉納辰夫 :リンパ球分化に於ける前駆細胞-ス トローマ細胞間の相互作用.平成元年度京大胸部研学術講演会,

(1990.1.27.)

鈴木康弘,藤田葉子,増田 稔,佐藤敦夫,桐谷良一 :肺サーファクタントアポ蛋白に対する特異抗体による

格子状 ミエリン形成の阻害.第79回日本病理学会総会,(1990.3.29.)

桐谷良一,佐藤敦夫,久世文事,北市正則,黒住真史,鈴木康弘,田口善夫,郡 義明,岩田猛邦,小橋陽一

郎 :びまん性汎細気管支炎における泡沫細胞集族の成立過程に関する検討.第30回日本胸部疾患学会総会,(1990.

4.ll.)

Robertson,B･,Kobayashi,T･,Suzuki,Y･,Grossmann,G･,Ganzuka,M･,Li,WZ.,Nitta,K･,Curstedt,T･:

Inhibitionofneonatalsurfactantfunctionbyamonoclonalantibodytothesurfactant-ass?ciatedhydrophobicpro-

tein,SP-B･InternationalSymposium "SurfactantinClinicalPractice",(Parma,1990･6.4.)

土岐尚之,居石克夫,前田和信,南谷 誠,中野仁雄,鈴木康弘 :非免疫性胎児水腫における抗サーファクタ

ントアポ蛋白 (AP)抗体による免疫組織化学的研究.第26回日本界面医学会総会 (1990.10.6.)

小林 勉,新多恵子,高橋麗子,谷口淳朗,鈴木康弘 :SP-Aお よび SP-Bに対するモノクローナル抗体-サ

ーファクタントの活性阻害とその量について-.第26回日本界面医学会総会 (1990.10.6.)

菩納辰夫,苫名 充,行徳淳一郎,桂 義元 :リンパ球-ス トローマ細胞間相互作用を媒介するス トローマ細

胞表面分子.第20回日本免疫学会総会 (1990.ll.)

Robertson,B･,Berggren,P･,Song,GW,Sun,B.,Suzuki,Y･:ExperimentalneonatalresplratOrydistresssynd-

romeinducedwithmonoclonalantibodytosurfactantassociatedhydrophobicprotein(SP-B).AnnMeetSwed

MedAc礼d1990(Stockholm,1990･12･5･)

喜納辰夫 :リンパ球とス トローマ細胞との細胞間相互作用.第9回京滋幹細胞研究会 (1990.12.)

誌 上 発 表 (原著)

Suzuki,Y･,Kogishi,K.,Fujita･Y･.･Isolationofalowmolecularweighthydrophobicsurfactantapoproteinand

itseffectsontheformationoftubularmyelin･FrogRespRes25:9ト95,1990.

Ikuta,K･,Kina,T･,MacNeil,Ⅰ･,Uchida,N･,Peault,B･,Chien,Y･,Weissman,Ⅰ･L :A developmentalswitch

intymiclymphocytematurationpotentialOccursatthelevelofhematopoieticstemcells･Cell62:863-874,1990.

Tsuru,A･,Nakamura,N･,Takayama,E.,Suzuki,Y･,Hirayoshi,K･,Nagata,K･:Regulationoftheexpre-

ssionofvimentingeneduringthedifferentiationofmousemyeloidleukemiacells･JCellBiol110:1655-1664,

1990.

菩納辰夫 :胸腺間質細胞とTリンパ球との細胞間相互作用.Immunohematology12:199-204,1990.

小林 勉,新多恵子,Curstredt,T･,GrossITlann,G･,Robertson,B･,鈴木康弘 :モノクローナル抗体による肺サ

ーファクタントアポ蛋白 (SP-B)の阻害と表面活性の変化.日本界面医学界雑誌,21,97-103,1990.

小林 勉,元塚雅也,李 文志,Grossmann,G･,Robertson,a,鈴木康弘 :モノクローナル抗体による肺サー

ファクタントアポ蛋白 (SP-B)の阻害 :肺機能と肺組織の変化.日本界面医学雑誌,21,104-110,1990.

鈴木康弘,Ladanyi,E･,増田 稔,佐藤敦夫,桐谷良一 :肺表面活性物質アポ蛋白SP-B･SP-A間結合のSP

-B に対するモノクローナル抗体による阻害.日本界面医学雑誌,21,11ト117,1990.
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〔著 書 (分担執筆)〕

鈴木康弘 :アポ蛋白と表面活性.吉田清一編 肺表面活性物質の現在 pp138-146,新興交易医書出版部,1990.

鈴木康弘 :サーファクタントアポ蛋白による脂質形態の修飾.安田寛基,相原 薫,上田英太郎,野崎正彦編

バイオサーファクタン ト.pp153-157,サイエンスフォーラム,1990.

〔主 催 講 演 会〕

vanGolde,L･M･G･(Professor,TheUtrechtUniversity,TheNetherlands):Pulmonarysurfactantmayplay

animportantroleindefenseofthelungsagainstbacteriaandviruses･(1990･10･9･)

細 胞 生 物 学 分 野

〔学 会 発 表〕

シンポジウム

Nagata,K･,Nakai,A･,Hosokawa,N･,Satoh,M･,Kudo,H･,Takechi,H.,Hirayoshi,K･:Regulationandfunc-

tionofHSP47･KyotoSymposiaonBioscienceⅥ･"TheRoleandRegulationoftheHeatShockResponse''

1990･5･26･Kyoto.

Nagata,K∴ InteractionofHSP47Withnewlysynthesizedprocollagen,andregulationorHSPexpression･

InternationalWorkshop`̀HeatShock''1990･9･19･Ravello,Italy･

Nagata,K･:HSP47-anovelcollagen-bindingstressprotein･Thethirdltaly-JapanJointMeetingonMole･

cularCellBiologyuRegu]ationofCellDifferentiationandEukaryoticGeneExpressionn1990･10･25･Fuku･

oka.

Nagata,K･,Kudo,H･,Takechi,H･,Hosokawa,N･,Satoh,M･,Nakai,A･,Hirayoshi,K･.･Regulationandfunc-

tionofdifferentiation-andtransformation-sensitiveheatshockprotein,HSP47･vIConferenceonDifferentiation

Therapy･1990･11･6･Chiba･

Nagata,K･:RegulationandputativefunctionofHSP47:Anovelcollagen-bindingstressprotein･TheSe-

condTaniguchiConferenceonPolymerResearch."FundamentalInvestigationsontheCreationofBiofunctional

Materials''1190･ll13･Ohtsu,Shiga･

永田和宏 :トランスフォーメイション感受性熟ショック蛋白質 HSP47の発現と機能.シンポジウム ｢熱ショ

ック蛋白 (heatshockprotein)の生理活性｣1990.12.18. 長崎.

小石元締,平岡真寛,阿部光幸,永田和宏 :熟ショック蛋白質合成阻害剤であるQuercetinによって温熱耐性

は阻害される.シンポジウム ｢熱ショック蛋白 (heatshockprotein)の生理活性｣1990.12.18. 長崎.

永田和宏 :耐性から増感--熱ショック蛋白質阻害剤の効果.第 7回日本-イパーサーミア学会大会シンポジ

ウム.1990.10.18. 岡山.

永田和宏 :熱ショック蛋白質 (ス トレス蛋白質)と熱ショック応答.生化学若い研究者の会,第30回夏の学校.

1990.8.3.霧ヶ峰,長野.

一般講演

道下異弘,吉田弥太郎,中村暢宏,永田和宏 :TGF-β1は IL 6,LIFによるM 1細胞の分化を可逆的に抑制

する.第52回日本血液学会総会.1990.3月.

永田和宏,細川陽子,細川洋平,丸井伸行,酒井敏行,西野輔翼,青池 崖,川井啓市,中井 彰,平芳一法



1991年 3月 -87-

:植物フラボノイドによる熱ショック蛋白質の特異的阻害.第49回日本癌学会総会.1990.7.札幌.

平芳一法,都留秋雄,冨田幹夫,山口ゆり,穂積本男,Goeddel,D･Ⅴ･,永田和宏 :D因子/LIFによるマウス

テラトカルチノーマ F9細胞の分化誘導抑制.第49回日本癌学会総会.1990.7.札幌.

岩上昌治,坂田恒昭,鶴田裕治,寺岡 宏,道下員弘,永田和宏,高井康之,緒方正人,藤原大美 :マウス胸

腺及び骨髄ストローマ細胞株におけるTGF-β1とIJIFの発現比較.第20回日本免疫学会総会.1990.ll.東京.

都留秋雄,中村暢宏,平芳一法,永田和宏 :マウス骨髄性白血病細胞の分化に伴う o･アクチエンの変動. 節

43回日本細胞生物学会大会.1990.10.東京.

遺下晃弘,山口正洋,平芳一法,都留秋雄, 中村暢宏,永団和宏 :T(iF-β1による M 1細胞の分化制御.節

43回日本細胞生物学会大会.1990.10.東京.

平芳一法,都留秋雄,山下倫明,冨田幹夫,山口ゆり,穂積本男,Goeddel,D･V･,保川 清,永田和宏 :D囚

予′ノLIF,ⅠⅠ.-6によるマウステラトカルチノーマ F9細胞の分化誘導抑制.第43回日本細胞生物学会大会.1990.

10.東京.

中村暢宏,都留秋雄,平方一法,永田和宏 :M1細胞からのビメンチン特異的プロテアーゼの精製.第43回日

本細胞生物学会大会.1990.10.東京.

中井 彰,佐藤 衛,大居慎治,川谷俊夫,川崎寛中,平芳一法,永田和宏 :HSP47 とプロコラーゲンの細

胞内における結合と解離.第43回日本細胞生物学会大会.1990･10.東京.

小石元紐,細川暢子,佐藤 衛,中井 彰,平芳一法,平岡頁寛,阿部光幸,永田和宏 :熱ショック蛋白質合

成阻害剤である QtIerCetillによって温熱耐性は阻害される.第43回日本細胞生物学会大会.1990.10.東京.

永田和宏,佐藤 衛,中井 彰,平芳一法 :hsp47 の構成的発現はコラーゲンと柏関する.第43回日本細胞

/巨物学会入会.1990.10.東京.

佐藤 衛,中井 彰,宗用言IEE,平芳一法,永田和 宏 :トランスフォーメーションによる grp78の リン酸化

の変化.第43回日本細胞生物学会大会.1990.10.東京.

細川暢上 平芳一法∴工藤比等志,武地 一一･,細川洋平,胃池 島 川井膚 市,永田和宏 :フラボノイドによ

る熱ショック蛋白質発現の修飾.第43回El本細胞生物学会入会.1990.10.東京.

岩上昌治,坂田恒昭,鶴田裕治,寺岡 払 高井康之,緒方正人,藤原大美,遺下員弘,永田和宏 :マウス胸

腺及び骨髄ストローマ細胞株における TGF-β1とLIFの発現比較.第43回日本細胞生物学会大会. 1990.10.

東京.

小石元砲,細川暢子,佐藤 衛,中井 彰,平芳一法,平岡真寛,阿部光幸,永田和宏 :熱ショック蛋白質合

成阻害剤であるQuercetinによって温熱耐性は阻害される.第 7回日本ハイパーサーミア学会大会. 1990.10.

18.岡山.

鶴田裕治,坂田恒昭,岩上昌治,寺岡 宏,道下義弘,永田和宏,高井康之,緒方正人,藤原大美 :マウス胸

腺及び骨髄ストローマ細胞株における TGF-β1と ⅠJIFの発現比較.第13回日本分子生物学会年会.1990.ll.

京都.

/誌上発表〕｢原著〕

NAKAI,A･,HIRAYOSHI,K･,NAGATA,K.･'TransformationofBALB/3T3cellsbysimianvirus40caus-

(lSadecreasedsynthesisofacollagen-bindingprotein(hsp47)･J･Bz●o/.C/tem･265(2):992-999(1990)･

MICHISrIITA,M･,YOSHIDA,Y.,UC､HINO,rI.,NAGATA,K.:Inductionoftull10rneCrOSisfactor-α

anditsreceptorsduringdifferentiationofmyeloidleukemitLCellsalongthem0nOCyticpathway･Apossiblere-

gulatorymechanism forTNF-tl′Ⅰ)rOduction･/･Bl'ol･CAem･265(15):8751-8759(1990)･

TSURU,A.,NAKAMURA,N･,TAKAYAMA,F..,SUZUKI,Y.,HIRAYOSHI,K.,NAGATA,K･'･1くビー

gulationoftheexpressionofvimentingenedllringthedifferel.tiationofI-10tlSCmyぐloidleuke1-1iacells･ノ･Cell

Bl'0/･110(5):16551664(1990)･

lTAKAI,A,,HIRÅYAl/ⅠA,C.,()lrrSUKA,K･,1111iAY()SHI,K･,NAGATA,K･:A 1-OVLliATp-i)illdillg
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heatinducibleproteinofMr-37,000thatissensitivetotransformationinBALB/3T3cells./･Ce/l･P匂′5･tOll143

(3):577-589(1990)･

OHTSUKA,K.,MASUDA,A.,NAKAI,A･,NAGATA,K･:A40-kDaproteininducedbyheatshockand

otherstressesinmammalianandaviancells･Bloc/iem･Biop力′∫･Re∫･Comml〝Zl166(2):642-647(1990)･

UTANI,A.,TANAKA,T･,NISHIGORI,C･,MIYACHI,Y･,IMAMURA,S･,HOSOKAWA,M･,TAKE-

DA,T･,HIRAYOSHI,K･,NAGATA,K･:Anothermechanism ofthedefectintypeⅢ collagenaccumulation

intothetissuesofapatientwithEhlersIDanlossyndrometypeTV:IncreasedintracellulardegradationoftypeIII

procollagen･Lab･Inve∫t･63(2):18ト188(1990)･

HOSOKAWA,N･,HIRAYOSHI,K･,NAKAI,A.,rIOSOKAWA,Y･,MARUl,N･,YOSHIDA,M･,SAKA-

Ⅰ,T･,NISHINO,H･,AOIKE,A･,KAWAI,K･,NAGATA,K∴ Flavonoidsinhibittheexpressionofheatshock

proteins･CellS/rl/rt･Func/･15(6):393-401(1990).

〔著 書〕

NAGATA,K.,NAKAI,A.,SATO,M･,HIRAYOSHI,K･:ChangesinthephosphorylationofBIP/GRP78

duringmalignanttransformation･InHyperthermicOntologyinJapan1989(eds･T･SugaharaandM･Saito)

Taylor& Francis,London,pp･380-381(1990)･

永田和宏 :細胞接着と細胞外マ トリックス.岩波講座 ｢分子生物科学｣第 5巻 ｢情報の伝達と物質の動き1｣

(内田鏡,香川靖雄編)岩波書店,143-168(1990).

道下晃弘,永田和宏 :白血病細胞の分化とサイ トカインレセプター. ｢白血病の分化誘導療法｣(穂積本男,

斎藤政樹,永田和宏編)中外医学社,39-49(1990).

永田和宏 :白血病の分化と細胞骨格.｢白血病の分化誘導療法｣(穂積本男,斎藤政樹,永田和宏編)中外医学

社,136-150(1990).

〔総 説〕

AKIYAMA,S.,NAGATA,K.,YAMADA,K.M.:Cellsurfacereceptorsforextracellularmatrixcompo-

nents･Biochz'm･BioPhy∫.Arta(Reviete.∫ 071Biomembrane∫)1031(1):91-110(1990)･

永田和宏 :M 1細胞のその後一細胞生物学-のインパクト 医学界新聞第1898号,1990年 6月4日.

中井 彰,永田和宏 :コラーゲ ン結合能をもつ熟ショック蛋白質 HSP47-コラーゲン特異的シャペロンとし

て機能か.化学と生物,28(10):626-627(1990).

都留秋雄,中村暢宏,永田和宏 :白血病細胞の分化と細胞骨格.BIOmedica,5(ll):1119-1123(1990)･

細川陽子,永田和宏 :ス トレス (熱ショック)蛋白質 の機能 と疾患.感染 ･炎症 ･免疫,20(3):181-192

(1990).

腫 療 学 分 野

〔著書,原書 ,総説〕

増永慎一朗,平岡夷寛,芥田敬三,西村恭昌,永田 靖,高橋正治,阿部光幸 :悪性腫疫に対する局所温熱療

法と化学療法の併用に関する臨床的検討.日本癌治療学会誌,25:6-12,1990.

西村恭昌,芥田敬三,平岡責寛,増永慎一朗,永田 靖,高橋正治,阿部光幸,小泉勝嗣 :電波レンズ型 430

MHzマイクロ波加温装置 (tiTS-100)の加温域および臨床効果に関する検討.日本-イパーサーミア誌,6:69
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177,1990.

松田忠義,菊池 買,田中良明,竹 卜祥敬,平岡裏寛,曲村恭払 芥田敬三,高橋正治,阿部光幸,不破信和

室加 守,森田帖三 :電波レンズ型 430MHzマイクロ波加温装置の開発に闇する研究 (第Ⅳ報).-共同研究の

臨床評価-.卜∫ヰ-イパーサーミア誌,6 :183-196,1990.

松田忠義,田中義明,竹下祥敬,菊池 晃,平間頁寛,西村恭呂,lrT柑13光幸,芥四敬二,高橋正治,不破イ言和,

森田購三 :電波レンズ型マイクロ波加温装置による癌温熱療法 の臨床 的研究. ｢1本癌治療学会誌,25:1635-

1647,1990.

西村恭呂,平岡責寛,井田敬三,芝本雄太,高橋正治,阿部光率 :切除不能および再発大腸癌に対する放射線

療法の治療成績.日放腫会誌, 2:233241,1990.

松田忠義,高橋正治,築山 厳,小野山時人,上原 智,山下 孝,不破信和 :深在性陸揚に対する温熱併用

放射線治療一多施設による共同研究の解析-.日本-イパーサーミア誌,6:411-424,1990.

高橋正治 :肺癌の放射線療法.新呼吸器癖学第 3版,大島駿作編,金芳堂,京都,1990:pp･159-166.

松田忠義,下山 孝,里見 通,大野忠新,前田適郎,高橋正治,築山 厳,土井 修,上原 智,山下 孝,

石渡淳一 :固形腫疫に対する局所温熱化学療法一多施設による共同研究の解析-.日本-イパーサーミア誌,6

:425-438,1990.

小野公二,笹井啓資,増永憤一朗,北棟義純,伏木雅人,木梨友子,高橋正治,阿部光幸 :低酸素性細胞放射

線増感剤による放射線増感 :臨床面からみた低酸素細胞増感剤の現状と問題点.癌の臨妹,36:22552258,1990.

平岡責寛,増永慎一朗,西村恭昌,永田 靖,李 宇揮,小石元締,光森通英,阿部光幸,高橋正治,罫田敬

三 :乳癌,勝批癌に対する温熱併用放射線治療の臨床評価.癌の臨珠,36:2267-2271,1990.

西村恭呂,平岡貢寛,芝本雄太,阿部光幸,高橋正治,芥田敬三 :切除不能および再発大腸癌に対する放射線

療法の治療成績.日放腫会誌, 2:233-241,1990.

平岡真寛,永田 靖,阿部光幸,高橋正治,中田 学 :乳癌の乳房温存療法と照射技術 :CT シミュレータを

用いた放射線治療計画.日放腫会誌,2,Suppl.2:5-7,1990.

M Fushiki,KOno,KSasai,YShibamoto,KTsutsui,TNishidai,M Tilkahashi,M Abe:Effectofrecombinant

llLImangranulocytecolonystirnulatillgfactorollgrill-tlloc_vtop'･niai1-111iL･(､il-ducedI,yirradiatiol一･lotJRLldiilt

OncuIBioIPh),S,18:3531357,1990.

YNishimtlra,KAkuta,M Hiraokn,SMasunaga,YNagata,M TILkahaslli,M Abe,KKoizumi:hitialclini-

calresultsofa430MHzmicr(-こlVellyPerth(ゝrmiasystelnusingalensapI)licat()r･Radiotherapyal-d01-eOlogy17

:219-227,1990.

YShiba1-10tO,JYamashita,M TiLkalushi∴1'YamLtSaki,IIKikuchi,M Abe :SuPratentOriallnalignantgliO -

1--its:anallとLlysisofradiationtherapyill178enseS･RadiotherapyandO1-cology18:917,1990･

SMasunaga,M Hiraoka,M Takahashi,SJo,K Akuta,YNishimura,Y Nagata,M Abe:Clil-icalresultsof

the,rnlOradiotherapyf(,rlocallvLldval-(ledand/orreL二urrenthrぐiLStC上tnt･er-(､｡1-1ParisonofresultsWithradiotheral)y

alonぐ･IrltJHypertherlllia6:4871497,1990.

TNishidni,Y Ni唱atこt,M Takahashi,M At,(.,NY'1111と10ka,H Ishillar;I.Y Kubo,H ()hta,CKaztlSa:CTsi一

mulator:とLm.W 3-I)plnlmingandsimtllatil.どSystem forradiotllerと-Py:1㌔-rtl.I)es(､ril-tiollOfsystelll･lntJ

RadiatOncol13ioIPhvs18:499-504,1990･

YNagata,TNishidai,M Abe,M Takahaslli,NOkajimLt,NYamaoka,H Ishihara,YKubo,HOhta,CKEtZu-

Sこl:('Tsimulator:ll1-(- 3-r)planllingandsimulatiollSySttl.-forrildiot1-pr叩y:1);-rt2･Clil-icalapplicL.tionlll-i
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