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京 都 大 学

胸 部 疾 患 研 究 所 年 報

平 成 元 年 度

(1989年)

京都大学胸部疾患研究所職員

一･1--

(平成 2年 3月30日現在)

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)

(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):中島道郎,佐藤篤彦,今井弘行,中山

昌彦,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 :樋口京一,講師 (非常勤):馬場満男,岩倉洋一郎,技官 :松下陸

秦,小岸久美子,岩井昭一,技能補佐貞 :松田園子,医員 :内木宏延

生体防御学部門

(感染 ･炎症学分野)

教授 :久世文幸,助教授 :川合 満,講師 :網谷良一,講師 (非常勤):中井 準,岩田猛邦,中西通泰,田中

健一,技官 :本間 トキ工,技能補佐員 :片岡和美,石坪鼻理子

(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 (非常勤):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,技能補佐員 :山田県千子

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 (非常勤):滝島 任,山林 -,中川正清,加藤幹夫,技能補佐

負 :服部央子,石田嘉子
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(胸部外科学分野)

教授 :人見滋樹,助教授 :和田洋巳,講師 (非常勤):生島宏彦,池田貞雄,北野司久,事務補佐員 :間測美栄

子,温井直美,技能補佐員 :石橋浩一,寺本奈尾美

(補助臓器学分野)

助教授 :田村康一,助手 :藤本真慈,講師 (非常勤):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 :書納辰夫,講師 (非常勤):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 :大川欣一,助手 :平芳一法,講師 (非常勤):矢原一郎,穂積本男,北村幸彦,技

官 :島田道子,事務補佐員 :坪田晴子

(腫痩学分野)

教授 :高橋正治,助教授 :倉滞卓也,講師 (非常勤):上野陽里,加納永一,内海博司,事務補佐員 :佐伯有香

(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

(事務部)

事務部長 :馬場博次,管理課長 :北尾幸一,業務課長 :池田忠夫,庶務掛長 :塩見弘之,同主任 :生駒時秀,同

事務官 :地下和美,水原貞子,同技官 :藤木清文,事務補佐員 :能田直子,経理掛長 :西田芳信,同主任 :野元

頼子,山田政庚,西外書夫,同事務官 :小松克巳,山腰俊昭,事務補佐員 :中瀬安子,施設掛長 :谷 泰雄,同

技官 :人見博和,松浦 康,小西喜一郎,医事掛長 :橋本修身,同主任 :西田善吾,同事務官 :野田芳子,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,米谷明子,栄養士 :藤井由

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 :沖田和子

(電子顕微鏡室)

技官 :増田 稔

(附属病院)

病院長 (兼)教授 :久世文章

(第一内科診療科)

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

子,田中栄作,鈴木克洋,医員 :松井保憲,新賓彰男,医員 (研修医):千葉 秀,有田真知子,山口理世,橋

本尚子

(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 :楠目 撃,

西村浩一,安井-清,医員 (研修医):益崎裕幸,浅見則夫

(外科診療科)

科長 (兼)教授 :人見滋樹,外来医長 (兼)助教授 :和田洋巳,病棟医長助手 :神頭 徹,講師 :青木稔,助

辛 :千原幸司,水野 浩,河原崎茂孝,乾 健二,医員 (研修医):川島正裕

(理学呼吸器科)

科長 (兼)教授 :久野健志,外来医長助教授 :佐藤公彦,病棟医長 (兼)助教授 :大井元晴,講師 :三嶋理晃,

助手 :陳 和夫,医員 :中村書法,若山俊明,川上賢三,医員 (研修医):中野恭幸,野口哲男,中村聡人

(検査部)

検査部長助教授 :木野稔也,技師長 :木津 啓,技官 :前田清子,春名和代,黒住奥史,山根すま子,技術補佐
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負 :冨田由美子,植村知子,上田多恵子,技能補佐員 :林すみ子,東 杏枝,大宮初美

(放射線部)

放射線部長 (兼)教授 :高橋正治,技師長 :溝川純一,同主任 :蕨岡信良,技官 :灘井智代子,曽我部康之,田

中龍戒,平井 要,村上雅之,小松龍一,技能補佐員 :小林 忍,大坂奉天

(薬剤部)

薬剤部長 :政田幹夫,同主任 :洋間平和,技官 :藤原妻子,川田昌子,川勝一雄,薬剤師 :奥村秀夫,高橋淳

子,事務補佐員 :東田明子

(手術部)

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 :平野照子,看護婦長 :松田比佐子,山本喜美,丘 恵子,和多田すみ子,西森三保子,副看護婦長 :

斎藤千鶴子,榊 喜久子,稲田ひろ子,看護婦 :松本敏枝,阿部喜代子,荻田孝子,寺戸美枝子,岩佐純子,大

山峯子,小林富貴子,福田千恵子,演村初子,北川繁子,佐保昭子,山本裕子,山西順子,都築千香,川中マス

コ,永井圭子,虞瀬文代,田中澄枝,藤原明子,水上絹子,松原千里,玄 奥利子,能勢和代,田中悦子,山道

業津子,若村智子,蒲田志寿恵,三宅童子,濃野 ヒロ子,若松栄子,高瀬みさを,山中祥子,山口恵子,竹原佳

千,小林裕子,五箇直美,梅田正子,永利明美,田尻春代,高橋わき子,准看護婦 :渡部幸子,湯浅里恵,米滞

カヨ子,松田初枝,坂東フサエ,村西直美,稲垣美智子,内藤敏子,鈴木早苗,看護助手 :原田芳香,森 朝

子,片桐久江,能井美千代,医療技術補助員 :石井里美,技術補佐員 :黒木 ミヨ子,鬼界椎恵子,秋里 棺,早

川泉子,曽我部京子,技能補佐員 :安部川百枝,松本不二

教 官 人 事

胸部外科学分野 河原崎 茂 孝 助 辛

1981年 3月に京都大学医学部を卒業 し,当研究所の胸部外科に入局｡福井日赤呼吸器科にて呼吸器外科の研修

を5カ月間行ったのち,静岡市立静岡病院の心臓血管外科にて,主に循環器外科の修練を3年 7カ月間にわた り

積み,次いで当科にて医員を 2カ月勤めたのち,京都市立病院呼吸器科にて呼吸器外科を3年 3カ月間修練 し

た｡1989年 6月16日から当科助手に就任｡研究テーマは呼吸 と循環のダイナミクスで,京都大学医用高分子研究

センターとの共同研究により,呼吸同調式陰圧式人工呼吸器の開発 とその右心機能に及ぼす影響,呼吸同調式酸

素カニューレの開発などの研究を行い,新 しい学際的研究 として注目されている｡

日本胸部外科学会の認定医 と正会員の資格を取得 している｡ (人見滋樹)

胸部外科学分野 乾 健 二 助 辛

1981年 3月京都大学医学部を卒業 し,当研究所の胸部外科に入局,島田市民病院呼吸器科にて呼吸器外科の修

練を4年 7カ月間積んだのち,当科にて医員を 1年 2カ月勤めた｡1987年 6月 1日より京都大学医学部附属病院
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集中治療室助手 として 2年 2カ月間にわた り,同室の呼吸管理を一手に引き受けた｡同時に当科のみでは経験 し

えない種々の臨床例 を豊富に体験 し,全身的管理の実力を修得 し,臨床医 としての幅 を拡げた01989年 8月 1日

より,当科助手に就任 した｡肺移植の研究を行い,その主たる成果はJ.ThoracicCardiovascularSurgeryに

掲載 された｡1990年 7月か らは西 ドイツの- ノーバー大学に肺移植の臨床的研究のため留学する｡我国で肺移植

が臨床応用 されるときの貴重な人材であ り,西 ドイツ留学により一段 と成長 して帰国されることを期待 してい

る｡

日本胸部外科学会の認定医 と正会員の資格 を取得 している｡

略歴 昭和45年

昭和47年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

平成元年

臨床免疫学分野 長 井 苑 子 助 手

京都大学薬学部卒業

京都大学大学院薬学部修士課程終了

京都府立医科大学卒業

京都大学医学部付属病院研修医

京都大学結核胸部疾患研究所付属病院研修医

間医貞

京都大学医学博士 (請求論文 :肺サルコイ ドーシスの病態生理学的研究)

京都大学胸部疾患研究所助手

(人見滋樹)

長井苑子氏の研究課題 は気管支肺胞洗浄液細胞 を用いた間質性肺疾患を中心 としたびまん性肺疾患の病態生理

学的研究 と気管支肺胞洗浄液細胞診断学的意義に関する研究である｡

病態生理学的研究に関 しては,サルコイ ドーシス,特発性肺線維症 を中心に炎症細胞 と炎症細胞の産生物質に

関する研究 を行い,最近においては,マクロファージの産生するIL-1抑制物質の精製 とその臨床的 ･病態生理

学的意義についての研究において成果を得ている｡ この領域 に関する研究発表 としては,国際的集会においては

招待講演 3を含めて,13の発表,国内学会ではシンポジウムなどにおける招待講演は15におよんでいる｡他に,

発表原著論文は13(国外 5,国内 8),分担執筆,総説は25編である｡

臨床診断学的には,気管支肺胞洗浄液細胞の診断的検討において,国内的には厚生省特定疾患びまん性肺疾患

調査研究班への協力活動のみでな く,アジア各国よりの研修員の指導にあたっている｡ また,昭和63年 には韓

国 ･延世大学校,平成 2年 には韓国 ･仁済医科大学,中国 ･中国医科大学 より指導のため招蒋 され出張 してい

る｡

今後は,肺細胞 を用いた分子生物学的研究への研究の進展が期待 される｡

学術集会記録

平成元年度 京都大学胸部疾患研究所学術講演会

1.講演会次第

日時 :平成 2年 1月27日(土) 午後 1時30分～ 5時40分

会場 :京大会館

開会の辞

(泉 孝英)

所長 大 島 駿 作
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1.チオフラビンTを用いたアミロイド線維蛍光分光定量法の開発 とそのアミロイドーシス病態解明への応用

検査部 内 木 宏 延

2.細胞分化 と中間径フィラメント 細胞生物学 都 留 秋 雄

3.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 分子病理学 書 納 辰 夫

シンポジウム ｢肺の炎症をめぐって｣ 座長

1.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 胸部外科学

2.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

感染 ･炎症芋

3.慢性気道感染症における感染防御 と組織変化-動物モデルによる解析 第一内科

4.病理学的にみたびまん性汎細気管支炎の問題点について 環境呼吸器病芋

幸

豊

一

作

則

文

展

栄

正

世

橋

谷

中

市

久

高

網

田

北

5.好酸球性気道炎症における気道反応 (気管支峠息)のヒト疾患モデルとしての好酸球性肺炎

検査部 木 野 稔 也

6.Endotoxin(ETX)気道傷害に対するMethglpredonisolone(MP)の効果一気管支肺胞洗滑液(BALF)

の抗酸化酸素の変動から 理学呼吸器科 佐 藤 公 彦

7.肺の慢性炎症の場でのTリンパ球の役割 臨床免疫学 長 井 苑 子

8.総合討論

閉会の辞 所長 大 島 駿 作

2.講 演 抄 録

1.チオフラビンTを用いたア ミロイ ド線維蛍光分光定量法の開発 とそのア ミロイ ドーシス

病態解明への応用

検査部 内 木 宏 延

近年種々のアミロイド前駆蛋白質が分離,同定された｡個々のアミロイドーシスの病因を究明する上で,これ

らの前駆体がアミロイド線維を形成する過程をinvitroで動的に捉えうる系の開発は不可欠である｡我々はその

第一歩 として,蛍光分光光度計を用いて,アミロイド線維をinvitroで定量する方法を開発 した｡(i)アミロイ

ド線維が存在 しない場合,チオフラビンTは,350nmで励起すると438nm に弱い蛍光を発 した｡(ii)アミロイ

ド線維が存在 した場合,チオフラビンTは450nmで励起すると482nm に強い蛍光を発 した｡(iii)チオフラビン

T濃度が一定の場合,蛍光強度はアミロイド線維の濃度に比例 した｡従って個々のアミロイド線維の標準曲線を

求めれば,それらをinvitroで定量する事が可能となる｡(iv)アミロイド線維の濃度が一定の場合,チオフラビ

ンT濃度が増加するにつれて蛍光強度はプラ トーレベルに達 した｡これより,アミロイド線維上にチオフラビン

Tの特異的結合部位が存在 している事が示唆される｡ (Ⅴ)アミロイド前駆蛋白質は蛍光を発 しなかった｡我々の

分析法は,前駆蛋白質がアミロイド線維構造をとった時にのみ, これを認識する系である事がわかる｡

次に我々は上記方法を発展させて,マウス老化アミロイ ド線維 (fASsAM) 臓器含有量の定量法を確立 した｡

(vi)チオフラビンT濃度250nm に於いて,17カ月齢 SAM-P/1より得 られた fASsAM沈着肝ホモジェネ- トは明

るい蛍光を発 したが,正常肝ホモジェネ一一トはほとんど蛍光を発 しなかった｡(vii)グアニジン塩酸処理によりア

ミロイド線維構造を破壊 した場合,fASsJ､M沈着肝の蛍光は正常肝 レベルにまで低下 した｡(viii)標準曲線より求

めた fAS sAM濃度 (〝g/mgtissue)と,免疫組織化学及び形態計測により求めたアミロイ ド陽性領域 (%)との

間には,有意な比例関係が得 られた｡(ix)fASsAM濃度測定下限は, 1/Jg/mgtissueであった｡

以上の様に,我々は invitro,invivoにおけるfASsAMの定量法を確立したが,さらに我々は, この測定系の

特徴を駆使 して,前駆蛋白質からfASsAM-の重合過程をinvitroで反応速度論的に解析できる系を確立 した｡

今後 この系を用い, どんな factor(S)が fASsAM重合の引き金を引 くのかを解析して行 きたい｡



- 6 - 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

2.細胞分化 と中間径フィラメン ト

細胞生物学 都 留 秋 雄

マウス骨髄性白血病細胞Mlは,ラットやマウスの胎児線維芽細胞から得 られるconditionedmedium (CM)

で処理することにより,マクロファージ様細胞へ と分化する｡ この CM中の分化誘導因子 として LIF及びIL-6

が同定されている｡ さて, この分化の過程で,細胞は運動能,貧食能を獲得すると同時に,核/細胞質比の減

少,核の偏在等顕著な形態変化を示す｡一方,核の局在等の細胞形態の維持には中間径 フィラメントが関与 して

いることが示唆されている｡そこで今回我々はM1細胞の分化 に伴 う中間径 フィラメントー ビメンチンの発現に

ついて検討を行った｡

まず細胞を35S-メチオニンでラベルし, 2次元電気泳動によってビメンチン合成量の変動を調べた｡未分化M

lではその合成量は痕跡程度であったが,CM処理12-24時間後 より増加 しはじめ,96時間後 まで高いレベルで

維持されていた｡Mlの亜株であるMml(マクロファージ様株)ではさらに高いレベルに維持 されていた｡ ま

た,抗 ビメンチン抗体を用いてWesternblottingを行 ったところ,CM処理 したMlでは未分化Mlに比べ細胞

当た りで17倍のビメンチンが含 まれていた｡またMmlでは45倍量含 まれていた｡ ビメンチンのcDNAを用い

た Northernblottingの結果,未分化 Mlに比べ,CM処理 したMl,Mmlでは,ビメンチンのmRNA量は顕

著に増加 していた｡ また,Nuclearrunonassayを行ったところ,ビメンチンのmRNA転写活性は,CM処理

したMl,Mmlでは未分化Mlに比べ非常に高レベルであった｡

間接蛍光抗体法を用いた観察では,未分化Mlはほとん ど染色されなかったが,CM処理 したMl,Mmlで

は,核周辺が強 く染色 され, またフィラメン ト様染色 もみられた｡さらに電子顕微鏡による観察を行 った とこ

ろ,未分化Mlではほとんどフィラメント構造が観察 されなかったが,CM処理 したMl及びMmlでは,多量の

よく発達 したフィラメン ト構造が多 く観察された｡

以上の結果より,Mlの分化に伴 う核の偏在にビメンチンが関与 してお り, mRNAレベルでの発現調節機構

の存在が示唆された｡

3.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

分子病理学 書 納 辰 夫

Tリンパ球分化増殖の場 として, またMHC拘束性 ･免疫 トレランスの起 こる場 として,ブラックボックスと

して残されてきた胸腺をその微小環境を構成する要素に分解 してその個々の働 きについて調べようという試みが

精力的に進められている｡一般に,株化 した胸腺間質細胞 と胸腺 リンパ球 とをinvitroで共同培養を行 うと, リ

ンパ球の間質細胞への接着及び間質細胞下へのもぐり込みが しばしば観察される｡ このもぐり込みという現象は

以前か らemperipoleisis現象 として胸腺において知 られてきたが,胸腺間質細胞のみならず骨髄間質細胞 と

preB細胞,前脂肪細胞 と頼粒球前駆細胞 という血液系細胞の分化の系における細胞間相互作用の過程でも共通

に認められる現象である｡従って,血液系細胞の分化増殖に重要な相互作用の-ステップであろうと考えられる

が,その分子的メカニズムは言うにおよばず,その果たす役割及び結果 として起 こる細胞生物学的変化について

もまったく解っていない｡我々は,T及びBリンパ球の invitroでの分化を解析 している過程で, この現象が リ

ンパ球分化増殖の初期の段階で引き金を引 く役割を果たしているのではないか と考え, この間題 を追求中であ

り,以下に述べる｡ リンパ球によって様々な程度のもぐり込み活性を示すが,胸腺のみならず骨髄或いはリンパ

節由来の間質細胞に対 しても示される活性である｡マクロファージ或いは典型的な繊維芽細胞に対 しては低い｡

この活性は,培養後30分で認められ,約 4時間でピークに達 し,Mg2+の存在,温度 ･エネルギー代謝 ･細胞骨格

系の機能に依存 した activeな過程である｡ この現象に関与する分子を探る目的で,様々なモノクローナル抗体

を用いて活性阻害実験を行ってきたが,阻害効果は認められず,未知の細胞接着分子が関与 した現象であると考

えられた事から,抗血清レベルでもぐり込み活性を阻止する抗体を作成する事を試みた｡ラットを胸腺間質細胞

株 BA-2により過免疫後,その抗血清を胸腺 リンパ球,各種の リンパ球株化細胞及び赤血球により徹底的に吸収
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して リンパ球に対する反応性 をのぞいた後, もぐり込み活性の阻害実験に用いた｡ これ らの結果から, この抗血

清が認識するス トローマ細胞上の分子量107Kdの蛋白質が この もぐり込み現象に関与 していることが明 らか と

なった｡ この蛋白は約10%の糖鎖を含む糖蛋白であるが,ICAM-1,N-CAM,-バラン硫酸などの既知の分子

とはその分子量及び分布が異なり,違 う分子であると考えられる｡ これまで調べた限 りでは, この分子はいわゆ

る間質系細胞及びある種の繊維芽細胞のみに発現 し,上皮系細胞,Md及び リンパ球には認められていない｡

現在, この蛋白と既知の蛋白との異同について調べると共に,間質細胞 と他の造血系細胞 との相互作用における

この分子の果たす役割について詳 しく解析中である｡

シンポジウム ｢肺の炎症をめぐって｣

座長 感染炎症学 久 世 文 幸

｢炎症｣ という概念の とらえ方は,時代 とともに幾多の変遷 を経ているが,最近の研究の方向を概観 してみる

と,大まかに次の諸点で特徴づけられると思われる｡炎症の病態を病理形態学的所見でとらえてい く姿勢は,塞

本的なもの として重要であるが,炎症をより微視的にとらえる方向,すなわち各種炎症細胞間の相互作用,ある

いはそれに関わる活性物質であるCytokine,Chemicalmediator,Chemotacticfactorなどの詳細な解析が盛

んになっていることが挙げられよう｡ また,最近の研究成果 として,生体を本来守るために備わっていると理解

され, また事実生体防衛に必須のものである好中球,好酸球,マクロファージなどが,その分泌機能などの解析

と共に,場合によっては炎症反応の増幅に働 くことが明 らかになりつつある一面 もある｡ この機会に,当研究所

の各領域での最近の成果を持ち寄 り, ｢炎症｣ という病態を研究 してい く上での多面的なアプローチを概観 して

みたいのが,本 シンポジウムの趣旨である(,

1.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

胸部外科学 高 橋 豊

Nd-YAGレーザーはレーザーか ら発生する熱により気道内病変 を焼灼する｡同レーザーは高出力であるがゆ

え,組織穿通力が強 く,周囲の正常組織への影響 も多大である｡ また,今後, レーザー治療後に肺切除術 を施行

する症例 も増大すると思われ, レーザー治療後の気道組織変性及 び,その修復過程は興味が もたれる｡今回,

我々は雑種成犬を用いてこれを検討 した｡

雑種成犬の気管支粘膜0.5cm2にGOF麻酔下で,Nd-YAGレーザーを200J(白色変性),400J(潰癌形成)

照射 し,その修復過程を気管支鏡,組織学,細胞学的に検討 した｡400J照射群では照射 当日で組織欠損 ･炭化 ･

蛋白変性が観察され, 1日後にfibrin析出,3日後に上皮の組織修復細胞 (TissueRepairCell)が出現 し, こ

れは5日後に扇平上皮化生へ と移行 した｡14日後には一部に線毛円柱細胞 もみられた｡粘膜下では 5日後に大型

の fibroblastがみられ,結合織の再生が始 まり,14日後には気管支腺の再生 もみられた｡200J照射群では照射

当日は蛋白変性のみで, 1日目に組織修復細胞, 3日後 に偏平上皮化生,大型の fibroblastがみられ,細胞浸

潤 ･浮腫などの炎症所見は軽度であった｡

気道粘膜の器械的損傷後の組織修復過程は変性上皮の脱落,基底膜の再生,周囲より南平上皮化細胞の伸展,

細胞分裂,分化 と進んでい く｡ レーザー照射後の組織修復 も基本的にはこれ と同様で,単に時間的な違いだけと

考 えられた｡今回の実験で特 に注目されたのは修復時に出現する組織修復細胞で, これは核 ･細胞質比が大 き

く,核小体 も明瞭で腺癌 ･大細胞癌 にも似た形状であるため,照射後の癌遺残 との鑑別に注意を要すると思われ

る｡
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2.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

感染 ･炎症学 網 谷 良 一

気道における最も重要な防御機構である粘液線毛クリアランス (以下 MCCと略す)が何 らかの原因 (先天的

又は後天的)によって障害されると本来無菌的であるとされている下気道に侵入した微生物が長時間停滞 しやす

くなる｡その際微生物側から粘液分泌を促す物質や上皮傷害性の物質が放出され,益々定着増殖 しやすい環境を

作る｡一方生体側ではMCCの障害を補 うべ く非特異的な炎症反応が惹起され,好中球が局所-遊走集積 し微生

物の排除にあたる｡ しかしながら近年この炎症反応の際の好中球の作用 (活性酸素,蛋白分解酵素の産生)が生

体の気道上皮の傷害をももたらし,益々MCCの障害を増強し次第に気道病変が進展 してい くという,いわゆる

≠悪循環仮説"が提唱されている｡

今回はこの悪循環を構成する主要な要素であるヒト好中球 と病原微生物から産生放出される蛋白分解酵素の気

道粘膜上皮に対する傷害性について invitroに検討した｡

用いた蛋白分解酵素はヒト好中球エラスターゼ (HNE),緑膿菌エラスターゼ (PaE),緑膿菌アルカリプ

ロテアーゼ (PaAP)の 3種で, ヒト鼻粘膜より擦過採取 した線毛上皮に対する傷害性を線毛 ビー ト数の変化,

上皮構築の破壊の程度 (光顕,電顕の両者で判定)によって検討 した｡方法の詳細については 〔化学療法の領

域,5:1479,1989〕を参照のこと｡

結果,考察 :HNE,PaE,PaAPはいずれ も線毛 ビー ト数の低下 と線毛細胞の著 しい剥離脱落を生 じた｡剥

離前の線毛細胞に関しても細胞間の間隙が目立ち,細胞間マ トリックスが HNE,PaE,PaAPの主要な作用部

位であると考えられる｡なお上記の傷害性はいずれも患者の生体内で存在 しうる濃度で認められた｡

3.慢性気道感染症における感染防御 と組織変化一動物モデルによる解析

第一内科 田 中 栄 作

びまん性汎細気管支炎 (DPB)などの慢性気道感染症の病因 ･病態に関しては,不明の点が多 く,特に緑膿菌

に菌交代 してからは,予後不良である｡我々は,組織所見で病変が気道周囲に限局していること,起炎菌である

緑膿菌の補体溶菌感受性が高いことから,慢性気道感染症の組織変化,及び検査所見は,緑膿菌による気道粘膜

側からの慢性の感作の結果惹起 された慢性炎症の結果ではないかと考え,健常マウスを使用して,その再現を試

みた｡臨床分離緑膿菌株を寒天 ビーズに混入 し,気管内に直接注入するという方法により,機械的に細気管支を

閉塞 し少な くとも4週 に渡 る人工的なcolonizationの状態を再現 した｡その結果,組織学的に気道上皮の破

壊,杯細胞の増生,気道周囲のリンパ球 ･泡沫細胞の集積など人の病変に極めて類似 した所見が再現された｡血

清中 ･肺洗浄液中の,IgG･IgAクラスの抗緑膿菌 LPS抗体 も, 2週目より上昇が認められ,肺洗浄液中のリン

パ球のTリンパ球サブセットでも,CD8優位であった｡即ち,人の慢性気道感染症の病態のほとんどの部分が,

細菌の気道内colonizationにより惹起 された慢性炎症の結果 として説明されうると考えられる｡我々は,日常

生活の中で等しく,様々な病原体を吸入 しているにも関わらず,一部の人にのみ慢性気道感染症が発症する｡病

原体のcolonizationを許 した宿主要国の検討が重要と考えられる｡

4.病理学的にみたびまん性汎細気管支炎の問題点について

第二内科 北 市 正 則

われわれはDPB16例を含めて10種類の炎症性気道疾患の開胸肺生検 ･剖検症例141例の病理学的検討をわが国

と英米で行った成績に基づいてDPBの病理学的診断基準を以下の 3項目,(9両肺びまん性の慢性炎症性気道疾

患であること,②細気管支 (呼吸細気管支,膜性細気管支),小葉中心部に慢性炎症の主体が存在すること,③

呼吸細気管支壁を含んで,呼吸細気管支 とこれと隣接 した肺胞管,肺胞の間質に泡沫細胞が集績し, リンパ球系
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細胞が浸潤する所見 (unitlesionofpanbronchiolitis)が認められること,を満たすことと提案 したい｡

上記の診断基準を用いて,わが国の11施設で DPBが疑われて開胸肺生検が施行された37例 を検討 した｡

DPBの臨床診断の手引き (厚生省特定疾患間質性肺疾患調査研究班 1982年12月)を満足 した16例 (clinical

DPB)のうち病理学的にDPBと診断で きた症例 (pathologicalDPB)は 7例 (44%)であった｡一方,病理

学的に DPBと診断で きた18例中,DPBの臨床診断の手引きを満足 した症例 は 7例 (39%)であった｡症例群

の背景因子 として開胸肺生検時の年齢,発症から肺生検 までの期間,慢性副鼻腔炎の羅患率を検討 したが症例群

間に有意差を認めなかった｡ この検討成績か ら現行の DPBの臨床診断の手引きは必ずしも病理組織学的所見を

反映 したもの といえるものではないと考えられた｡

従って,DPBの病態生理学的研究にあたっては clinicalDPBとpathologicalDPBのあることを考慮すべ き

であることが指摘 された｡

5.好酸球性気道炎症による気道反応 (気管支晴息)のヒ ト疾患モデル としての好酸球性肺炎

検査部 木 野 稔 也

気管支嘱息は,(1)気管支平滑筋の撃綿のほか, (2)好酸球を中心 とする気道の炎症性変化の二つの要素か ら

なるという仮説から,Chronicdesquamatingeosinophilicbronchitisと仮称されている｡

この様な仮定は,種々の動物実験のほか, ヒト活性化好酸球の組織障害活性の証明から徐々に明 らかにな りつ

つあるが,共に,その証明力において各々不十分な点を含んでいる｡それは,動物モデル実験においては研究目

的を正 しく設定すれば 多 くの利点を有 しているが,一般的に炎症性メディエータに対する感受性は動物種差が顕

著であるため, どの程度 ヒ トの疾患に帰納 しうるかは不明であ り, また, ヒトの疾患における病態研究は調査研

究から得 られた成績は病気の原因よりも単に結果を示すに過 ぎない場合があるからである｡

そこで,好酸球を中心 とする気道の炎症が, ヒトの気道過敏性 (気管支瑞息)の成立に寄与 しうるとの仮説 を

立証するためには, ヒト疾患モデルの設定が必要 と考え,好酸球性肺炎をモデルとして考察 した結果, 1)好酸

球性肺炎は,肺胞隔壁のみならず気道上皮や粘膜下にも著明な好酸球の浸潤 を認め,気管支肺胞洗浄 (BAL)

にて得た細胞組成には好酸球が著増 し,BAL上清中に好酸球の特異頼粒 に含 まれる組織障害性蛋白 :ECPを

検出した結果,好酸球の活性化 を確認 した｡2)この様な気道炎症を持つ好酸球性肺炎は,ステロイ ド治療にて

CT上既存の肺構築を破壊せずに治癒 したかに見えたが,予後を観察すると著明な気道過敏性 と反応性の元進が

託められ, これは肺炎の広が りと好酸球の多さにほぼ比例 していた｡

以上の成績から,気管支瑞息に認められる好酸球性気道炎症は,単なる結果ではな く,確かに気道過敏性を招

来 し, ヒトにおける鴨息の遷延化の原因になっていることが確認 され,好酸球性肺炎は,そのメカニズムを研究

するためのヒトモデル疾患 とて有用であることが示唆 された｡

6.Endotoxin(ETX)気道傷害に対するMethylprednisolone(MP)の効果一気管支肺洗

滑液 (BALF)の抗酸化酵素の変動から

理学呼吸器科 佐 藤 公 彦

ETX7.5ng/kgをWisterRatに静注 して肺傷害 modelを作製 した (ETX群)0 ETX群の24時間後の死亡率

は36.4%であった (N-99)｡あらかじめ,MP30mg/kgを前投与 してお くと24時間後に巣死するものはな く明

らかな死亡率の改善 を見た (N-20)｡そこで気道傷害を脂質過酸化か ら検討するために BALFの抗酸化酵素

を測定 した｡脂質過酸化の指標であるTBA反応物質は ETX群で有意に増加 し,MP群では対照群 と差がなか

った｡Superoxidedismutase(SOD)は両群 とも有意 に増加 した｡一方,Glutathioneperoxidase(GSH-

PX),Glutathione-S-Transferase(GST),Glutathionereductase(GR)はETX群 で有 意 に増 加 した

が,MP群では変化がなかった｡以上の ことより,MPはSODの superoxide radicalの処理をたすけ,lipid

peroxideの生成を抑制することが推測される｡

ARDSの臨床像は肺水腫であるが,発症機序は過剰な炎症反応 としてとらえられつつある｡ ARDSには有効
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な治療法がな くSteroid治療の適否 も未解決であるが,今回の検討からMPはsuperoxideradicalの消却に貢

献 し脂質過酸化の悪循環を断つ作用を有することが示唆された｡

7.肺の慢性炎症の場でのTリンパ球の役割

臨床免疫学 長 井 苑 子

間質性肺疾患,特にサルコイ ドーシス,過敏性肺臓炎,勝原病性間質性肺炎 (BOOPを含む)では,組織標

本および BALF細胞所見でTリンパ球の増加が認められる｡ これ らのTリンパ球は,さらにサブセットの差異

が臨床的には鑑別診断の一助 となっている｡ しかし,増加 しているT細胞がそのサブセットも含めて病態成立過

程でどのような役割をはたしているのかについては十分に明 らかにされているわけではない｡

特に,間質性肺炎では発症時期がはっきりしないばか りでなく,炎症の収束機序が速やかに進行せず,慢性化

してしまうことが炎症論的な特徴である｡慢性化の要因 としては,抗原の問題,抗原提示細胞の多様性,病変の

肺内限局,あるいは肺外病変による肺病変の修飾などの複雑な問題が想定される0

今回の検討では,BALF細胞 を用いて末梢血細胞 との比較,健常人細胞 との比較か ら, 1.表面形質の解

析, 2.機能的検討から,肺内で増加 しているTリンパ球なかでもCD4陽性細胞, CD8陽性細胞が病態発生的

にどのような役割を果たしているのかについて考察を加えた｡

第一に,BALFCD8+DR+細胞が増加 しているBOOP,勝原病肺では, これらの細胞は自己T細胞増殖のアク

セサリー細胞 として働 く可能性があ り,局所的な自己免疫反応の発現の可能性があるのではないかとの考察をし

た｡第二に,サルコイ ドー シスで増加 しているCD4+細胞は肉芽腫病変形成 に関与するといわれてきた こと,

BALFT リンパ球ではB細胞活性化は認められないことから,最近報告されているCD4陽性細胞サブセットの

中での同定をcytoflowmeterを用いて行い,CD4十CD45~細胞が有意に増加 していることを明 らかにした｡

胸部研特別ゼ ミナール

148回 1990年 1月26日 人遺伝子地図 と遺伝病 三木哲郎 (大阪大学 老年病学)

149回 1990年 3月10日 マクロファージ系細胞群における組織因子の発現･生成 中村 伸 (京都大学 霊長類

研究所)

150回 1990年 3月22日 ヒト水晶体蛋白の加齢変化について 上田泰次 (東京理科大学 理工学部)
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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

〔分 担 執 筆〕

柏崎禎夫,狩野庄吾編集 :免疫 ･アレルギー ･リウマチ病芋.医学書院,1989.Lecture6 アレルギー性疾患

(3)肺アレルギー Lecture7アレルギー性疾患(4)アナフィラキシーとその他のアレルギー,p.70-95,(泉 孝

莱)

三上理一郎,山本正彦,泉 孝英編 :新呼吸器病学.医学書院,1989, 2.免疫性呼吸器疾患 A.肺 と免疫

B.アレルギー性肺疾患 1.アレルギー反応のタイプからみたアレルギー性肺疾患 2.アレルギー性肺疾患

における気管支肺胞洗浄液所見 p.122-124, 5.Goodpasture症候群 6.過敏性肺臓炎 7.PIE症候群

C.免疫不全症候群 に伴 う肺感染症 p.138-160,5.産業性呼吸器疾患 A.概念 と歴史 B.職業性呼吸器疾

患 1.じん(磨)肺 p.2351255 8.全身性疾患に伴 う呼吸器疾患 I.勝原病,肺血管炎および類縁疾患 p.

389-398, F.HLA と呼吸器疾患 10.原因不明の肺疾患 A.サルコイドーシス B.特発性間質性肺炎 ･肺

線維症 概念･歴史 p.421-439,疫学,症状･徴候,検査所見,診断,鑑別診断,予後,治療 C.Bronchiolitis

obliteransorganizingpneumonia(BOO㌢) D.リンパ球浸潤性肺疾患群 E.肺胞蛋白症 F.Histiocytosis

X p.44ト458,(泉 孝英)腫癌性肺疾患 A.肺癌 3d. 免疫療法 p.292-294(門 政男) 9.遺伝的

呼吸器疾患 C.びまん性過誤腫性肺脈管筋腫症 結節性硬化症 p.410-411,E.系統的遺伝性肺疾患 7.

Hermansky-Pudlak症候群 p.418-419,(西村浩一,泉 孝英)

塩川優一,七川歓次,御重清允,本間光夫監修,広畑和志,高久史麿,水島 裕,西岡久毒樹編集 :リウマチ

芋.同文書院,1989 XV その他の リウマチ性疾患 14.サルコイ ドーシス.p.826-831, (泉 孝英)

清水直容総合監修 :結核. ミクス,東京,1989.多剤併用療法の注意点.p.187-194, (泉 孝英)

奥田 稔編集 :メディカル ･ジャーナル社,東京 :好酸球性肺炎における気道反応一気道過敏性元進における

好酸球の関与について.気道浸潤細胞の形態 と機能 (第 1回気道病態シンポジウム),pp.53-58,1989,(木野稔

也,佐竹範夫,安場広高,大島駿作)

池本秀雄企画･監修 :協和企画通信.東京,アレルギー型アスペルギルス症の血清免疫学的診断,Aspergillosis

アスペルギルス症 とその周辺 pp.27-32,1989,(木野稔也)

高久史麿,水島 裕編集 :｢今 日の処方｣南江堂,1990. 5.呼吸器疾患 特発性間質性肺炎 p.199-201,

慢性 ベ リリウム肺 p.213-214(泉 孝英),PIE症候群 p.201-203(安場広高),サル コイ ドー シス p.

203-204(長井苑子),ウェゲナー肉芽腫症 p.205-206(松井祐佐公)

中田 肇,高島 力,伊藤春海編 :胸部 CT 読影 と診断のテキス ト.秀潤社,1989.ⅤⅠ.び まん性肺病変

1.特発性肺線維症 2.びまん性肺胞領域損傷,急性間質性肺炎 3.BOOP 4.LIP 5.勝原病 に伴 う肺

病変 6.肺サルコイ ドー シス 7.好酸球性肺肉芽腫症 8.慢性ベ リリウム肺 9.じん肺,p.118-136,

(西村浩一)

土井 修,松本満臣,河野通雄,松山正也編集 :メジカルビュー社.1989.胸部画像診断の要点 最適診断の

ための役割 と注意点 Ⅰ.びまん性肺疾患の画像診断 末梢気道疾患,p.72-86,(西村浩一,北市正則,泉 孝

莱,伊藤春海,金岡正樹,村田喜代史)

〔綜 説〕

泉 孝英,北市正則 :細気管支病変.代謝,26(4):365-372,1989

泉 孝英,長井苑子 :特集 ｢肺炎 と肺臓炎｣肺臓炎 とアレルギー.臨床科学,25(4):442-448,1989
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泉 孝英 :特集 ｢結核｣ツベルクリン反応.臨床 と微生物,16(4):408-412,1989

泉 孝英 :閉塞性肺疾患をめぐる用語の混乱について.日本胸部臨床,48(9):704-719,1989

泉 孝英 :特集 ｢結核をめぐる現状 と問題点｣結核の感染 と免疫.PharmaciaMedica, 7(10):29-34,1989

泉 孝英 :特集 ｢慢性閉塞性肺疾患｣COPDの周辺.クリニカ,ll(ll):727-738,1989

泉 孝英 :特集 ｢閉塞性肺疾患1990｣閉塞性肺疾患一研究の歴史 ･今後の課港-.最新医学,45(1):5-16,

1990

泉 孝英 :特集 ｢閉塞性肺疾患1990｣閉塞性肺疾患治療の進歩一肺移植の適応と実際.最新医学,45(1):112

-113,1990

泉 孝英 :間質性肺疾患の概念 と分類.日本臨林,48(3)474-479,1990

木野稔也 :特集 ｢アレルギー症患｣昆虫アレルギー---特に吸入性昆虫アレルギーの現況 とその普遍性につい

て.現代医療,21(4):1217-1221,1989

木野稔也 :特集 ｢知 っておきたい100ワー ド-･-現代医学理解のために｣抗アレルギー剤.医学のあゆみ,

150(1):45-45,1989

木野稔也,大島駿作 :特大号 ｢話題の疾患-その診断と治療｣PIE.現代医療,21(7):1980-1987,1989

木野稔也 :特集 ｢ユスリカ ･アレルギーと蚊刺症｣大気中に浮遊する吸入性昆虫抗原.アレルギーの臨床, 9

(9): (No.110):645-648,1989

木野稔也 :特集 ｢気管支瑞息-きめ細かい対応 とベス トの治療｣気管支喋息の原因 ･発症機構 とその対策,吹

入性アレルゲンー種類 と重要度および濃度測定法.MedicalPractice, 6(ll):1781-1784,1989

木野稔也 :｢退院後の生活指導｣ PIEとABPA.臨床成人病,20(1):113-116,1990

北市正則 :BOOP (Bronchiolitisobliteransorganizingpneumnia).臨床成人病,12:2167-2172,1989

北市正則 :特集 ｢間質性肺疾患｣図説,間質性肺疾患の病理学的分類,- とくに原因不明のびまん性間質性肺

炎 ･肺線維症について-.日本臨床,48(3):2-4,1990

北市正則 :特集 ｢間質性肺疾患｣間質性肺疾患に関連する諸検査,肺バイオプシー,-経気管支肺生検 と開胸

肺生検について-.日本臨床,48(3):63-67,1990

北市正則 :びまん性肺疾患の病理,一特に開胸肺生検によって認められるUIPの病変所見について-,病院病

哩, 7(2):8-10,1989

長井苑子,泉 孝英 :ベ リリウム.アレルギーの臨床, 9(12):858-861,1989

長井苑子,竹内 実,泉 孝英 :特集 ｢喫煙の医学｣喫煙の肺における炎症反応,免疫反応に及ぼす影響.最

新医学,44(7):1388-1393,1989

長井苑子,泉 孝英 :サルコイドーシス.MedicalPractice6 (臨時増刊号),820-823,1989

長井苑子 :タバコ病 としての肺気腫.最新医学,45(1):72-79,1989

西村浩一,北市正則,泉 孝英,金岡正樹,伊藤春海 :びまん性汎細気管支炎のX線 CT像 と伸展固定肺標本

との比較検討.臨床放射線,34(7):773-782,1989

〔原 著〕

泉 孝英,長井苑子,西村浩一,北市正則,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作,大塚直紀,

陳 和夫,久野健忘,藤村直樹,田中 茂,川添隆司,中山昌彦,大野聖子,辻 重行,今井弘行,前原順一 :

BOOP症例におけるBALF細胞所見一特にUIP症例 との比較-.日胸疾会誌,27(4):474-484,1989

木野稔也,佐竹範夫,安場広高,川口英人,楠冒 馨,大島駿作,浅本 仁,故倉 恵,大山口 涯,中山昌

彦,中村 昇,辻 重行,中橋弥生,原 洋,中山泰三,杉本幾久雄 :成人気管支晴息患者における定量噴霧

式吸入器 (MDI)の吸入様式の調査 とprocaterol吸入に対する吸入指導前後の気管支拡張効果の検討.呼吸, 8

(ll):1213-1221,1989

松井祐佐公,北市正則,泉 孝英,大島駿作,田中 茂,佐々木義行 :孤立性形質細胞腫の摘出術後に再発 ･

播種 した骨の多発性形質細胞腫の 1例.京大胸部研紀要 22(1, 2):4-10,1989
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長井苑子,竹内 実,泉 孝英 :ヒトBALFマクロファージの IL-1産生遊離 とその制御-喫煙および間質性

肺疾患にみられる制御の異常について-. 日臨免会誌,12(5):53ト536,1989

西村浩一 :慢性肺気腫患者の血清お よび尿中デスモシン量の ELISA法 による測定の検討. 日胸疾会誌,

27(12):1502-1507,1989

江村正仁 :特発性肺線維症症例 におけるBリンパ球活性化所見 に関する検討.日胸疾会誌,27(10):1184-

1192,1989

江村正仁 :特発性肺線維症におけるBcellgrowthfactor,Bcelldifferentiationfactor産生に関する検討.

日胸疾会誌,27(12):1467-1474,1989

安場広高,川口英人,佐竹範夫,福田康二,松井祐佐公,木野稔也,大島駿作 :肺アスペルギス感染症からARDS

に陥 り救命 し得た 1例.日本胸部臨床,48(7):558-563

安場広高,奥田 薫,鰐田利恵子,福田康二,佐竹範夫,松井祐佐公,木野稔也,大島駿作,前原順一 :宮崎

肺吸虫感染を契機 として発症 したと考えられるHES(Hypereosinophilicsyndrome)の 1例.日胸,48(8):651

-655

KawakatsuK,NishimuraK,KawaiM,ChikumaM :Separationanddetem inationoftheophyllinefrom

paraxanthineinhumanserum byreversed-phasehighperformanceliquidchromatography.Journalof

Pharmaceutical& BiomedicalAnalysis 7(8):965-973,1989

福田康二,安場広高,佐竹範夫,木野稔也,大島駿作,節原順一 :気管支棉息者の末梢血好中球のル ミノール

依存性化学発光についての検討. 日胸疾会誌,27(2):200-205,1989

山根すま子,異住真史,木野稔也,陳 文照,北市正則,藤田葉子,鈴木康弘,内木宏延,細川晶則,竹田俊

男 :病理検査データ管理のシステム化 と病理組織診断集計.京大胸部研紀要 22(1, 2):19-27,1989

〔学会記録,報告書,会議録〕

泉 孝英 :原因不明のびまん性間質性肺炎 ･肺線維症に関する再検討.結合組織,21(1):32-33,1989

泉 孝英,長井苑子,北市正則,西村浩一,大島駿作 :喫煙の間質性肺疾患の成立,進展に及ぼす影響に関す

る研究-IPF症例における喫煙状況 と喫煙の IPF症例 における臨床像におよぽす影響にかんする検討一.昭和63

年度喫煙科学研究財団研究年報,p.345-348,1989

泉 孝英,長井苑子,北市正則,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作 :各種環境条件下にお

ける非喫煙者のたばこ煙吸入量 とその生体に及ぼす影響 に関する研究一受動喫煙の BALF細胞に及ぼす影響に

ついて (第 2報)-.昭和63年度喫煙科学研究財団研究年報,p.593-596,1989

泉 孝英 :第27回日本胸部疾患学会総会シンポジウム末梢気道 ･肺胞系の病態- 気道 と肺胞の接点 をめぐっ

て 4.免疫. 日胸疾会誌,27(5):561-564,1989

Izumi,T.:Diffusepanbronchilitis.Atemw:Lungenkrkh,17(7):S2831284,1989

Izumi,T∴SPl,4 Chronicberyllium disease.ProceedingsofthelothAsiaPacificCongressonthe

DiseasesoftheChest.p.97-107,1989

Izumi,T∴Comparsion ofclinicalandpathologicalfindingsbetween asymptomaticindividualsas

detectedbyroutinehealthexaminationandsymptomaticpatientsinidiopathicUIP.Harasawa,M.ed.

InterstitiaIPneumoniaofUnknownEtiology.P.3531359,UniversityofTokyoPress,Tokyo,1989

泉 孝英 :線維化性間質性肺炎一特発性間質性肺炎 ･肺線維症 を中心に-. 日胸疾会誌,27(ll):1268-1273,

1989

Kino,T.andOshima,S∴Determinationofchironomidmidgeairborneallergen,incomparisonwith

moth,:butterflyandcaddisflyallergens.InInternationalSymposium onMiteandMidgeAllergy"

President:Miyamoto,T.,AMeetingsponseredbyTheMinistryofEducation,ScienceandCulture,The

JapaneseGovemment,pp･338-363,1989

木野稔也 :昆虫による気管支晴息のアレルギー学的研究,種々の交叉反応試験による蝶 ･蛾, トビケラ,ユス
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リカアレルギーの独立性の検討 と各々の昆虫に特有な感作抗原分画の分子レベルでの研究(63570162).平成元年

度科学研究費 (一般研究C)研究成果報告書,平成 2年 3月

木野稔也,大野駿作 :シンポジウム ｢アレルギーと呼吸器疾患｣気管支喋息の発症に関連 した環境要因.日本

内科学会雑誌,78(9):1273-1276,1989

Kino,T.andOshima,S∴"Symposium onallergyandrespiratorydiseases.日,Environmentalfactors

effectingpathogenesisofbronchialasthma.,Jpn.J.Med.,28(4):5441546,1989

門 政男,木村 丹,坂谷光則,鈴木 一,永田忍彦,重松信昭 :胸水の診断.呼吸,8(5):469-482,1989

松井祐佐公,門 政男,大島駿作,李 啓光 :肺小細胞癌におけるEtoposideとsplitdoseCDDPandTHP

(PET療法)のpilotstudy.第 3回進行肺癌治療懇話会 抄録集,p14,1989

Kitaichi,M.:Alveolarseptalinflammation:A comparativepathologicalstudyofIPF andBOOP.

InterstitialPneumoniaofUnknownEtiology,editedbyM.Harasawa,Y.FukuchiandH.Morinari,

UniversityofTokyoPress,1989,p.189-199

北市正則 :話題提供 :IPF/UIP症例に関すDr.Colby,DeRemeeの討議の結果について-京大胸部研グルー

プ症例 とMayoClinic症例の比較から-.第40回間質性肺疾患研究会討議録,p.1-13,1989

北市正則 :Symposium :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.ⅠⅠ.DPBとはどのような

病気だろうか. 1.ClinicalDPBとPathologicalDPB.TherapeuticResearch,ll(3):937-940,1990.

山本正彦,伊奈康孝,米田良蔵,斎木茂樹,北市正則,岩井和郎,河端美則,岩田猿邦他 :BronchiolitsObliterans

OrganizingPneumonia(BOOP)の病態について.厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班昭和63年度研究報

告書 (班長,田村昌士),p.72-73,1989

Yamamoto.M.,Ina,Y.andKitaichi,M.:Bronchiolitisobliteransorganizingpneumonia(BOOP):Profile

inJapan.IntrestitialPneumoniaofUnknownEtiology,editedbyM.Harasawa,Y.FukuchiandH.

Morinari,UniversityofTokyoPress,1989,p.61-71

長井苑子 :肺移植の適応 となる症例 と時期をめぐって.京都大学胸部疾患研究所紀要,22(1,2):37-40,1989

Nagai,S.,:ThevalusofBALFcellfindingsfordifferentiationofidiopathicUIP,BOOP,andlnterstitial

pneumoniaassociatedwithcollagenvasculardiseases.InterstitialPneumoniaofUnknownEtiologyEds.by

M.Harasawa,Y.Hukuchi,H.Morinari,UniversityofTokyoPress,p131-136,1989

Nagai,S.,Takeuchi,M.,Izumi,T.,:TheroleofBALFmacrophagesonthepathogenesisoftheepith･

elioidcellgranulomaformationinpulmonarysarcoidosisBasicMechanisimsofgranulomatousinflamma-

tionEdsbyT.Yoshida,M.Torisu,EIsevierSciencePublisherB.V.,p.265-281,1989

Nishimura,K.andltoh,H:IsCTusefulindifferentiatingbetweenBOOPandUIP?In:HarasawaM,

FukuchiY,MorinamiHeds.InterstitialPneumoniaofUnknownEtiology,p.317-325,UniversityofTokyo

Press,1989

西村浩一,北市正則,三尾直士,江村正仁,長井苑子,泉 孝英,金岡正樹,伊藤春海,川口英人 :Pulmonary

lymphangiomyomatosis2例における胸部Ⅹ線 ･CT所見- 特発性肺線維症および肺気腫 との鑑別を中心に一

I.第40回間質性肺疾患研究会討議録,p.50-55

〔学会,研究会発表〕

大島駿作 :免疫学からみた呼吸器疾患研究の進歩.第29回日本胸部疾患学会 (会長講演)(1989.4.5)

大島駿作 :びまん性肺疾患の臨床.第 6回九州呼吸器疾患研究会 (1989.7.1)

大島駿作 :びまん性肺疾患の診断 と治療.日本内科学会生涯教育講演会 (近畿支部)(1990.2.28)

泉 孝英,北市正則,長井苑子,西村浩一,江村正仁,三尾直士,藤村直樹,大島駿作 :特発性肺線維症(UIP)

症例における病変進展機序に関する病理組織学会的検討.第86回日本内科学会講演会 (1989.4.1)

泉 孝英 :特別講演 『線維化性間質性肺炎A.第29回日本胸部疾患学会 (1989.4.7)

泉 孝英 :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』3.慢性気管支炎症 とその周辺.第
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29回日本胸部疾患学会 (1989.4.7)

泉 孝英,長井苑子,北市正則,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作 :各種環境条件下にお

ける非喫煙者のたばこ煙吸入量 とその生体に及ぼす影響に関する研究- 受動喫煙の BALF細胞 に及ぼす影響

について (第 2報).第 4回昭和63年度助成研究発表会 (喫煙科学研究財団)(1989.7.14)

泉 孝英,長井苑子,北市正則,西村浩 一,大島駿作 :喫煙の間質性肺疾患の成立,進展に及ぼす影響に関す

る研究- IPF症例における喫煙状況 と喫煙の IPF症例における臨床像におよぽす影響にかんする検討- .第

4回昭和63年度助成研究発表会 (喫煙科学研究財団)(1989.7.14)

Izumi,T"Nagai,S.,Kitaichi,M.:Acomparisonofhistopathologicalandbronchoalveolarlavagecell

findingsforUIPandBOOP.8thCongressofSocietasEuropaeaPneumologica(1989.9.ll.,Freiburg)

Izumi,T"Nishimura,K"Tamura,M.:Recentclinicalepidemiologyofdiffusepanbronchiolitis.8th

CongressofSocietasEuropaeaPneumologica(1989.ll.,Freiburg)

Izumi,T.,Nagai,S.,Kitaichi,M.,Nishimura,K"Oshima,S.:CanSACEandBALFcellfindingsbeused

asanindicatorofactivityandanindicatorofprognosissarcoidosis?lstWASOGmeeting(1989.10.23.,

Estoril)

泉 孝英司会 :パネル･ディスカッション 『慢性鴨息の治療 と管理』.第64回日本結核病学会 ･第34回日本胸部

疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

泉 孝英 :特別講演『肺移植をめぐって-- どのような疾患のどのような時期に肺移植をお願いすべきか』.第

7回京都大学移植研究会 (1990.1.20)

木野稔也,大島駿作 :シンポジウム ｢アレルギーと呼吸器疾患｣ A.瑞息発症の要因に関連 して 3)自然

環境要因の立場から.第86回日本内科学会総会,(1989.4.1)

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,大山口涯,

中山昌彦,中村 昇,辻 重行,中橋弥生,原 洋 :成人気管支鴨息患者における定量噴霧式吸入治療剤の吸入

様式調査 と吸入方法指導の効果.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4.5)

木野稔也,佐竹範夫,安場広高,大島駿作 :気管支鴨息患者におけるダニ,カイコ蛾規, トビケラ麹,ユスリ

カ全虫体 IgE抗体の検出頻度 と抗体価から見た抗原間の相互関係.第39回日本アレルギー学会総会,(1989.9.

28)

木野稔也,川城丈夫 :シンポジウム｢慢性閉塞肺疾患 と臨床検査｣,司会のことば :慢性閉塞性肺疾患の成因 と

概念の変遷.第36回日本臨床病理学会総会, (1989.10.5)

門 政男,泉 孝英,長井苑子,大島駿作,宮田 健,甲斐広文,小田嘉明 :びまん性間質性肺疾患における

BALF中肺サーファクタントの検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6)

門 政男,松井祐佐公,安場広高,大島駿作,中島道郡,橋本圭司,浅本 仁,小沢佳広,藤村直樹,田中 茂 :

結核性胸膜炎の診断における臨床的検討.第64回日本結核病学会総会 (1989.4.28)

門 政男,松井祐佐公,安場広高,大島駿作,浅本 仁,小沢佳広,今井弘行,橋本圭司,藤村直樹,田中 茂 :

癌性胸膜炎の臨床的検討.第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll.10)

松井祐佐公,門 政男,大島駿作,李 啓光 :肺小細胞癌におけるEtoposideとsplitdoseCDDPandTHP

(PET療漬)の pilotstudy.第 3回進行肺癌治療懇話会 (1989.7.1)

松井祐佐公,川谷暁夫,佐竹範夫,三尾直士,安場広高,西村浩一,北市正則,平田健雄,門 政男,木野稔

也,泉 孝英,大島駿作 :肺小細胞癌における30ケ月以上生存例の検討.第30回日本肺癌学会総会(1989.ll.10)

松井祐佐公,佐竹範夫,安場広高,安井1-清,門 政男,木野稔也,大島駿作 :肺癌における血清 NCC-ST1439

の臨床的検討-SLX との比較-.第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll.10)

平田健雄,安場広高,福田康二,佐竹範夫,松井祐佐公,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作,松延政

一 :エリスロマイシンの好中球による化学遊走因子産生抑制活性の invitroにおける検討.第29回日本胸部疾患

学会総会 (1989.4)

平田健雄,西村浩一,安場広高,福田康二,佐竹範夫,松井祐佐公,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿

作,松延政一 :好中球活性化酸素産生の抑制活性の invitroにおける検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.

4)
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北市正則 :話題提供,IPF/UIP症例に関す Dr.Colby,DeRemeeの討議の結果について一京大胸部研グループ

症例 とMayoClinic症例の比較から-.第40回間質性肺疾患研究会 (1989.5.26)

北市正則 :講演,びまん性肺疾患の病理,-特に開胸肺生検について-.病院病理医協会関西支部 ･第33回関

西支部交見会 (1989.6.10)

北市正則,Colby,T.Ⅴ.:開胸肺生検組織内に少数の肉芽腫性病変が認められたが,IPF/UIPと診断した症例

について.第 9回日本サルコイドーシス学会総会 (1989.9.22)

Kitaichi,M.andColby,T.Ⅴ.:Incidentalsmallgranulomasinthreecasesamong46Openlungbiopsycases

ofidiopathicpulmonaryfibrosis/usualinterstitialpneumonia(IPF/UIP).FirstWASOG(WorldAssociation

ofSarcoidosisandOtherGranulomatousDisorders)Meeting(1989.10.29Estriol)

北市正則,江村正仁,西村浩一,長井苑子,大島駿作,泉 孝英 :特発性肺線維症 (IPF)における肺癌の合併

について一開胸肺生検例 と剖検例の検討から-.第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll.10)

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(1989.

ll.17)

北市正則 :ClinicalDPBとPathologicalDPB.シンポジウム :エ リスロマイシンは何故びまん性汎細気管支

炎に効 くのか.(1989.ll.25)

北市正則,長井苑子,泉 孝英 :勝原病症例における肺病変について,-開胸肺生検症例の検討から1.厚生

省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成元年度第 2回班会議,(1989.1.26)

北市正則 :病理学的にみたびまん性汎細気管支炎の問題点について,シンポジウム｢肺の炎症をめぐって｣. 平

成元年度京都大学胸部疾患研究所学術講演会,(1990.1.27)

長井苑子 :シンポジウム ｢サルコイドーシス｣診断 :活動度.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6)

長井苑子,竹内 実,ティンオン,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 BALFマクロファージ培養上清のβ-インターフェロン活性 とコロニー形成能.第29回日本胸部疾患

学会総会 (1989.4.5)

長井苑子,察発煙,富田由美子,竹内 実,三尾直士,江村正仁,北市正則,大島駿作,泉 孝英,藤村直樹 :

間質性肺疾患におけるOKT8+細胞増加 とOKT8+細胞上の HLA･DR抗原発現についての検討.第29回日本胸

部疾患学会総会 (1989.4.6)

長井苑子,竹内 実,泉 孝英 :シンポジウム マクロファージの基礎 と臨床 :ヒトBALFマクロファージの

IL一Ⅰ産生遊離 とその制御.第17回日本臨床免疫学会総会 (1989.6.7)

長井苑子 :特別講演 ｢サルコイドーシスの BALF細胞からみた病態｣. 第 9回日本サルコイドーシス学会総会

(1989.9.21)

長井苑子,竹内 実,ティンオン,渡辺和彦,泉 孝英 :慢性炎症性肺疾患におけるBALFマクロファージよ

り産生されるIL-1およびIL-1抑制物質の意義.第17回免疫力ンフォアレンス (1989.9.2)

長井苑子 :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 肺の細胞･肺の炎症細胞,シンポジウ

ム エリスロマイシンは何故びまん性汎細気管支炎に効 くのか (1989.ll.25)

長井苑子 :シンポジウム｢肺の炎症をめぐって｣,肺の慢性炎症の場でのTリンパ球の役割.平成元年度京都大

学胸部疾患研究所学術講演会 (1990.1.27)

長井苑子,泉 孝英 :サルコイ ドーシス症例におけるCD4+Tリンパ球の多様性について.厚生省特定疾患

びまん性肺疾患調査研究班 平成元年度第 2回班会議 (1990.1.26)

西村浩一,泉 孝英,三尾直士,江村正仁,長井苑子,北市正則,大島駿作,金岡正樹,伊藤春海 :特発性 UIP

症例における胸部Ⅹ線所見の経過についての検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5)

Nishimura,K.,Nagai,S.,Kitaichi,M.,lzumi,T.,Oshima,S.,Kanaoka,M.,Itoh,H.:Centrilobularnodules

andbronchioloectasisrevealedonhighresolutioncomputedtomographyofdiffusepanbronchiolitisin

Japan.1989AnnualMeetingofAmericanThoracicSociety.(1989.5.17.Cincinnati)

西村浩一,北市正則,三尾直士,江村正仁,長井苑子,泉 孝英,金岡正樹,伊藤春海,川口英人 :Pulmonary

lymphangiomyomatosis2例における胸部X線 ･CT所見一特発性肺線維症および肺気腫との鑑別を中心に-.

第40回間質性肺疾患研究会 (1989.5.26)
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Nishimura,KリNagai,S.,Kitaichi,M.,Izumi ,T.,Oshima,S.,Kanaoka,M.andItoh,H..IChronic

beryllium diseaseandpulmonarysarcoidosis.Differentialdiagnosiswithhighresolutioncomputedtom0-

graphy.1stWASOGMeeting.(1989.10.24.Estoril)

西村浩一 :Ill.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,

シンポジウム エ リスロマイシンは何故び まん性汎細気管支炎に効 くのか (1989.ll.15)

西村浩一-,北市正則,泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎における開胸肺生検 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班平成元年度第 2回班会議 (1990.1.26)

西村浩一,三尾直士,江村正仁,松井祐佐公,門 政男,大島駿作,泉 孝英 :気管支造影によって気管支拡

張所見が認められた自験症例の検討 (1990.1.28)

楠目 撃,長井苑子,富田由美子,竹内 実,大島駿作,泉 孝英 :サルコイドーシス症例におけるBALF･

Tリンパ球のCD 3抗原およびT細胞抗原 レセプター (TCR)の発現状況の Twocoloranalysisによる解析.

第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4)

楠目 馨,長井苑子,北市正則,川谷暁夫,三尾直土,江村正仁,西村浩一,大島駿作,泉 孝英 :IPF(UIP)

の死亡症例の生存期間の解析.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4)

楠目 馨,長井苑子,北市正則,川谷暁天,三尾直士,江村正仁,大島駿作,泉 孝英 :RAに伴ったFollicular

Bronchiolitis(FB)の一例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)

楠目 馨,長井苑子,北市正則,泉 孝英,大島駿作,佐坂徳浩,千原幸司 :両側 自然気胸 と両肺野のびまん

性陰影を呈 し,開胸肺生検にて,Iymphocyticinterstitialpneumonia (LIP)と診断しえた 1例.第128回日本

内科学会近畿地方会 (1989.6.24)

安井-清,北市正則,千原幸司,花岡伸治,原 一郎 :石綿曝露の既往のある鉄工業者にみられた間質性肺炎

を合併 した肺癌の手術例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,京都市 (1989.6.17)

江村正仁,長井苑子,三尾直士,竹内 実,北市正則,大島駿作,泉 孝英 :IPF(IdiopathicUIP)症例にお

けるBALF･Tリンパ球の BCGF,BCDF産生能の検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4)

江村正仁,長井苑子,北市正則,西村浩一-,三尾直士,大島駿作,泉 孝英 .'IPF(UIP),BOOP,勝原病性

間質性肺炎の BALF糸田胞所見 と開胸肺生検像における肺胞胞隔の細胞浸潤像 との比較検討.第29回日本胸部疾患

学会総会 (1989.4)

江村正仁 :Heerfordt症候群にて発症,失明に至 り呼吸困難に対してステロイド剤投与を行わざるをえなかっ

た12年経過観察中のサルコイ ドーシスの 1例.第 9回日本サルコイ ド-シス学会総会 (1989.9)

安場広高 :気管支峠息における血小板,好酸球の相互作用について.第21回京滋臨床アレルギー懇話会(1989.

9.9)

安場広高,木野稔也,佐竹範夫,平田健雄,大島駿作,節原順一,福田康二 :血小板による,好中球および好

酸球の Chemiluminescenceに及ぼす影響.第39回日本アレルギー学会総会 (1989.9.28)

三尾直士,長井苑子,竹内 実,北市正則,江村正仁,大島駿作,泉 孝英 :IPF(UIP)症例開胸肺生検肺由

来の肺線維芽細胞の増殖速度に関する検討.第29回日本胸部疾患学会 (1989.4.6)

三尾直士,西村浩一,大島駿作,泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎 と慢性肺気腫症例の ドジメータ法による気

道過敏性の検討.第29回日本胸部疾患学会 (1989.4.6)

Mio,T.,Nagai,S"Izumi ,T..･proliferativeabilityoffibroblastcelllinesderivedfrom openlungbiopsy

specimensofpatientswithipf(UIP).第21回日本結合組織学会総会 (1989.7.ll)

三尾直士,西村浩一,泉 孝英 :慢性肺気腫 とびまん性汎細気管支炎症例の ドジメータ法による気道過敏僅の

検討.第39回閉塞性肺疾患研究会 (1989.7.30)

三尾直士,長井苑子,泉 孝英 :IPF(UIP)症例開胸肺生検肺由来の肺線維芽細胞の PDGF,FGF,PGE2に

対する反応性に関する検討.第34回 FLDシンポジウム (1990.3.10)

佐竹範夫,木野稔也,安場広高,福田康二,川口英人,大島駿作 :8年間毎年秋に発症するムコール類似真菌

によるアレルギー性気管支肺真菌症 (ABPF)の一例.第 1回日本アレル ギー学会春季臨床集会 (1989.4.15)

佐竹範夫,松井祐佐公,安場広高,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作 :Castleman'sdisease(hyaline

-vasculartype)の 1手術例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)
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佐竹範夫,松井祐佐公,北市正則,泉 孝英,大島駿作 :検診にて発見された BOOPの一例.第34回日本胸部

疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

佐竹範夫,木野稔也,安場広高,大島駿作 :気管支喘息患者における真菌沈降抗体の臨床学的検討.第16回臨

床アレルギー研究会 (1990.3.17)

HtinAung,長井苑子,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作,藤村直樹,泉 孝英 :サルコイドーシス症例Tリン

パ球の IL-1に対する遊走能の検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5)

HtinAung,長井苑子,竹内 実,藤村直樹,泉 孝英 :サルコイドーシス症例Tリンパ球のアンギオテンシ

ン2に対する遊走性の検討.第 9回日本サルコイ ドーシス学会総会 (1989.9.21)

HtinAung,長井苑子,渡辺和彦,竹内 実,三尾直士,江村正仁,北市正則,大島駿作,藤村直樹,泉 孝

莱 :間質性肺疾患におけるIL-1抑制活性の出現状況 とその意義についての検討.第29回日本胸部疾患学会総会

(1989.4.6)

HtinAung,長井苑子,竹内 実,泉 孝英 :IL-1のTリンパ球に対するchemotacticactivityの検討.第31

回京大臨床免疫研究会 (1989.ll.25)

川谷暁夫,長井苑子,北市正則,江村正仁,三尾直士,大島駿作,泉 孝英,藤村直樹 :BALF糸田胞所見上類

似所見を示す過敏性肺臓炎,勝原病性間質性肺炎,BOOPの BALF･Tリンパ球上のCD3抗原強度に関する検

討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.7)

川谷暁夫,西村浩一,長井苑子,北市正則,泉 孝英,大島駿作,小泉 聡,潰本康平 :急速な原因不明の呼

吸不全で死亡 し,DiffuseAlveolarDamageが主病変であった 1剖検例.第63回日本胸部疾患学会近畿地方会

(1989.6.17)

川谷暁天,長井苑子,北市正則,泉 孝英,大島駿作,杉之下俊彦,馬庭 燕 :Sjogren症候群にBOOPの特

徴を有する間質性肺炎の合併が開胸肺生検で認められ,肺生検後に多発性筋炎を発症 した 1例.第128回日本内科

学会近畿地方会 (1989.6.24)

川谷暁夫,北市正則,長井苑子,大島駿作,泉 孝英,酒井秀朗 :慢性間質性肺炎の臨床像 ･病理像を呈 した

が,10数年の経過をもつサルコイドーシスと考えられる開胸肺生検の 1例.第 9回日本サルコイドーシス学会総

会 (1989.9.21)

竹内 実,長井苑子,渡辺和彦,HtinAung,大島駿作,泉 孝英 :健常人 BALFマクロファージから産生さ

れるIL-1活性阻害因子の性状に関する検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5)

浅見則夫,楠目 馨,長井苑子,北市正則,松井祐佐公,泉 孝英,大島駿作 :胃癌切除の16カ月後,BHLで

発見されたサルコイ ドーシスの 1例.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

益崎裕幸,楠目 撃,長井苑子,北市正則,大島駿作,泉 孝英,西田直生志,福田善広 :胸部Ⅹ線上の BHL

が自然寛解 した 5年後に両肺野びまん性陰影の出現 と肝病変を示したサルコイ ドーシスの 1例.第129回日本内科

学会近畿地方会 (1989.9.16)

森田浩嗣,北市正則,泉 孝英,大島駿作,森津みゆき,水野 浩 :1カ月来の関節症状を訴え,検診で両下

肺野の異常影を指摘された BOOPの 1例.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

〔そ の 他〕

泉 孝英 :すきなことをしながら,なおかつ長生きするにはどうしたらよいか- という新 しい健康学が必要.

ベス トコレクション, 3(3):107-108,1989

泉 孝英 :肺線維症の分類 と臨床.第 1回岐阜大学第 2内科関連病院呼吸器疾患研究会 (1989.7.1)

泉 孝英 :貴方 も名医.ClinicMagazine(195), 7:30-31,1989

泉 孝英 :アレルギーと免疫.第19回臨床アレルギー講習会,日本アレルギー協会東海支部(浜松.1989.7.22)

泉 孝英 :ドイツの学会 ･パ リの病院 ･イギリスの学会.呼吸, 8(7):778-779,1989

泉 孝英 :本邦における閉塞性肺疾患.第16回胸部レ線読影カンファレンス講演会,高槻赤十字病院(1989.8.

9)
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泉 孝英 :閉塞性肺疾患の臨床.香川県内科医会呼吸器疾患談話会特別講演会 (1989.8.24)

泉 孝英 :びまん性肺疾患の診断 と治療.新香里病院第43回集談会 (1989.8.25)

泉 孝英 :MayoClinicと京大胸部研における特発性肺線維症症例の比較.呼吸, 8(8)893-896,1989

泉 孝英 :どのような病気の患者にどのような時期に肺移植は行われるべきか.治療学,23(2):162,1989

泉 孝英 (座長):シンポジウム 『鴨息の治療をめぐって』.第 5回肺 と免疫研究会 (1989.9.2)

泉 孝英 :タバコと肺疾患.京都府医師会 ･京都胸部医会学術講習会 (1989.9.26)

泉 孝英 :特別講演 ｢閉塞性肺疾患の定義 ･概念をめぐって｣.筑波市学術講演会 (1989.10.6)

泉 孝英 :特別講演 ｢肺線維症の分類 と臨床｣.第34回滋賀呼吸器疾患談話会 (1989.10.14)

泉 孝英 :サルコイ ドー シスー最近の話題一.滋賀県医師会湖南ブロック県内科医会学術講演会(1989.ll.18)

泉 孝英 :特別講演 ｢鴨息治療の新 しい動向｣.福井県医師会･福井県胸部疾患研究会学術講演会 (1989.ll.26)

Spector,S.L., インタビュアー 泉 孝英 :米国における唯息の現状 誘因 と治療法.MedicalEnglish, 6

(12):8-16,1989

泉 孝英 :呼吸器診療 ワンポイン トNo.4 Q2 最近,非定型抗酸菌症が増えているようですが,本症の診

断のポイン トと肺結核 との鑑別についてご教示 ください. また治療についてもお願いいたします.

泉 孝英 (司会),三上理一郎,小林節雄,滝沢敬夫,横山哲朗 :特集 ｢閉塞性肺疾患 1990｣座談会.最新医

学,45(1):115-135,1990

泉 孝英 :6.サルコイ ドーシス 7.特発性間質性肺炎 (肺線維症) 西谷 裕編.現代難病事典,p.169-

184,東山書房,1990

泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎一研究の歴史と現況-.福井医科大学第 3内科セ ミナー (1990.1.22)

泉 孝英 :衛生学公衆衛生学 ワークショップ 『コア ･カリキュラムと国試ガイ ドライン』特別報告 今後の課

題 ③臨床医学の立場から.主催 衛生学公衆衛生学教育協議会 (1990.1.28)

泉 孝英,長井苑子 :慢性閉塞性肺疾患 とは.臨林看護,16(2):177-180,1990

泉 孝英 :特別講演 ｢肺線維症の臨床｣.第31回松山呼吸器疾患談話会 (1990.2.7)

泉 孝英 :特集 『'90年代の病理 ⅠⅠ』病理診断学に危機を傍観 してはならない.臨床 と病理,8(2):180,

1990

泉 孝英 :びまん性肺疾患 診断 と治療.姫路市医師会肺疾患研究会 (1990.2.22)

泉 孝英 :テーマ ｢原因不明の間質性肺炎｣原因不明の間質性肺炎にはどのような疾患が含 まれどのように分

類 されるであろうか.第 4回近畿呼吸器疾患談話会 (1990.2.24)

泉 孝英 :ちょっと拝見 ｢京都大学胸部疾患研究所 ･付属病院｣.アレルギーの臨床 (118):グラビア貢,1990

泉 孝英 :特別講演 ｢慢性気道感染症の診療 と治療｣.南大阪地区学術講演会 (1990.3.3)

Izumi,T.:SpecialLectureHDuffusePanbronchioilitisinJapan.MonthlyMeetingoftheKoreanAcademy

ofTuberculosisandRespiratoryDiseases.(Seoul,1990.3.18)

泉 孝英 :日本の結核- その歴史 と現状 と将来-.湖北医遵学術講演会 (1990.3.22)

木野稔也 : ｢教育講演｣気管支暗息の成因 と病態.第 8回湖北医連合同学術集会 (1989.6.15)

木野稔也 :長期鴨息治療共同研究中間報告.第 2回京滋鴨息長期治療研究会 (1989.9.2)

木野稔也,川城丈夫 :シンポジウムの焦点 ｢慢性閉塞性肺疾患 と臨床検査｣.薬事 日報臨床検査新聞,第388号,

(1989.9.25)

木野稔也 :特別講演 ｢気管支晴息･アレルギー性鼻炎における昆虫アレルゲンの重要性について｣. 第21回大阪

耳鼻咽喉科アレルギー同好会 (1989.10.14)

木野稔也 :特別講演 ｢気管支鴨息のアレルゲンと病態｣.大阪府臨床衛生検査技師会講演会,(1989.12.2)

木野稔也,大島駿作 :アレルギー性気管支肺真菌症 (ABPF)における気管支粘液栓子の形成 と中心性気管支拡

張.第 2回気道病態 シンポジウム (1990.1.20)

木野稔也 :シンポジウム ｢肺の炎症をめ ぐって｣,好酸球性気道炎症における気道反応 (気管支晴息)のヒト疾

患モデル としての好酸球性肺炎.平成元年度京都大学胸部疾患研究所学術講演会 (1990.1.27)

木野稔也 :成人気管支鴨息におけるアレルゲン検索 と治療.関西医学セ ミナー (1990.2.24)

木野稔也 :特別講演 ｢好酸球 と気道過敏性｣.第 6回炎症 とアレルギー研究会 (1990.3.15)
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木野稔也 :特別講演｢吸入性昆虫アレルギー研究の動機 と問題点｣. 第16回臨床アレルギー研究会(1990.3.17)

北市正則,長 井苑 子 :汎発 性 強皮症+多発 性 筋 炎 が疑 わ れ,UIP型 間 質性 肺 炎 の認 め られ た症 例.

RheumatologyCaseStudies,2:6-7,1989

北市正則,長井苑子,川谷暁夫 :Sjoegren症候群 と多発性筋炎の経過中に発症 した BOOP型間質性肺炎症例.

RheumatologyCaseStudies,2:8-9,1989

北市正則,長井苑子 :LIP型間質性肺炎像の認められたSjoegren症候群症例.RheumatologyCaseStudies,

2:10-ll,1989

北市正則,長井苑子,楠 冒 馨 :Follicular bronchiolitis(渡胞性細気管支炎)の肺病変を示 した RA例.

RheumatologyCaseStudies,2:12-13,1989

北市正則 :講演 ｢IPF (特発性肺線維症)について｣. 第40回神奈川胸部疾患研究会 (1989.5.26)

北市正則 :講演｢胸部X線写真に現れるいろいろな疾病について,特に両側肺をおかす疾患について｣. 社団法

人京都府放射線技師会,中 ･北地区合同勉強会 (1989.5.27)

北市正則 :講演 ｢びまん性肺疾患の病理｣. 聖隷三方原病院 ･県西部浜松医療センター ･静岡県立総合病院 ･三

院合同呼吸器疾患勉強会 (1989.8.19)

北市正則 :｢びまん性肺疾患の病理所見について-UIP,DAD,BOOPを中心に- ｣. 札幌医科大学第三内科講

演会 (1990.2.22)

北市正則,加藤誠也 :Slideconference,開胸肺生検例 と肺手術例を中心に.札幌医科大学第三内科医局(1990.

2.23)

北市正則,小場弘之 :Slideconference,肺手術例 と間質性肺炎の剖検例を中心に.札幌医科大学第三内科医局

(1990.2.25)

Kitaichi,M.:Speciallecture:Theclinicopathologicclassificationofdiffuseinterstitialdiseaseofthe

lung.-PathologiCfeaturesofinterstitialpneumoniaofunknownetiology-.SeoulPaikHospital,College

ofMedicine,InjeUniversity,Seoul,Korea.(March19,1990)

Kitaichi,M.andKhang,S.K.:Slideconferenceonopenlungbiopsyandautopsycases.Departmentof

Pathology,SeoulPaikHospital,InjeUniversity,Seoul,Korea.(March19,1990)

北市正則 :講演,びまん性肺疾患の画像所見 と病理所見-DAD,UIP,BOOPの鑑別診断を中心に-.呼吸器

勉強会 (済生会下関総合病院呼吸器内科,山口大学放射線科,産業医科大学呼吸器内科),(1990.3.24)

長井苑子 :間質性肺疾患の診断におけるBALの有用性について.広島大学第 2内科講演会 (1989.6.9)

SonokoNagai:SpecialLecture:ThesignificanceofIL-1andIL-1inhibitoryfactorinpatientswith

interstitiallungdiseases.68thMonthlyMeetingoftheKoreanAcademyofTuberculosisandRespiratory

Diseases(1990.3.19.)

西村浩一,北市正則 :DPB症例検討,症例呈示.厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班八幡平ワークショ

ップ (1989.7.29)

西村浩一 :間質性肺疾患の CT診断.済生会下関総合病院呼吸器内科カンファレンス (1990.1.10)

西村浩一,北市正則 :肺好酸球性肉芽腫症について,症例呈示.第 1回京滋呼吸器疾患研究会 (1989.ll.4)

〔臨床免疫学分野主催講演会〕

岡部哲郎 :肺小細胞癌の新 しい治療法の開発について (1989.6.1)

太田 健 :間質性肺疾患研究の現状- デンバーでの留学報告- (1989.10.5)

Yu,S.Y.(St.LouisUniversity):Proteins,neutrophilelastase,andproteasesinbronchoalveolarpulmonar-

ylavagefluideofsubjectswithidioipathicpulmonaryfibrosis.(1990.3.1)
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環境呼吸器病学分野 ･臨床免疫学分野関連施設

〔綜 説〕

藤村直樹,泉 孝英 :高齢者疾病の特異病態 と問題点,閉塞性肺疾患.最新医学,44:1156-1160,1989

藤村直樹,泉 孝英 :好酸球性肺浸潤症候群.医学 と薬学,21:855-862,1989

〔原 著〕

杉本幾久雄 :長浜赤十字病院に於 るパラクォー ト中毒症の検討.滋賀医学,ll(1):21-28,1989

中島道郎 :原発性肺真菌症 に対するFuluconazoleの臨床的研究 肺 ク リプ トコックス症並びに肺 アスペルギ

ルス症に対する本剤の効果 とその血中動態について.TheJapaneseJournalofAntibiotics,42(1):127-137,

1989

中山昌彦,辻 重行,三宅清雄他 :第 5回 CPC白血球増多 を伴 い胸部 に異常陰影 を示 した症例--･Colony

StimulatingFactor(CSF)産生悪性腫癌について--.京都医学会雑誌,35(Suppl.):117-139,1989

今井弘行,北市正則 :BronchiolitisObliteransOrganizingPneumonia(BOOP)の自然寛解例の 1例. 日胸

疾会誌,27(7):829-836,1989

斎藤 厚,大島駿作,泉 孝英,中山昌彦,浅本 仁,中島道郎 ほか133名 :Cefotiamhexetilの細菌性肺炎に

対する臨床評価-tefaclorを対照薬 とした二重盲検比較試験-.Chemotherapy,37(1):59-83,1989

Takeyama,M.,Kin°,T.,Guo,L.L.,()taka,A.,Fujii,N.,andYajima,H.:Immuno-affinitypurification

ofspesificantibodiesagainsthumangastlin releasing peptide(h-GRP)by theh-GRP (1-8トlinked

polydimethylacrylamideresin.,Int.J.PeptideProteinRes.,33(6):457-462,1989

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,国鳥睦意,北市正則,難波紘

二 :肺,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-. 冒

胸,49(1):20-31,1990

Shirakawa,T.,Kusaka,Y.,Fujimura,N.,Goto,S.,Kato,M.,Heki,S.,Morimoto,K.:Occupational

asthmafrom cobaltsensitivityinworkersexposedtohardmetaldust.Chest95(1):29-37,1989

Shirakawa,T.,Kusaka,Y.,Fujimura.N.,Goto,S.,Morimoto,K.:Theexistenceofspecificantibodies

tocobaltinhardmetalasthma.Clin.Allergy18:45ト460,1989

瀬戸口純子,沢田 字,小野寺秀記,繁田正子,中井雅彦,中埜幸治,金網隆弘,近藤元治,堀田忠弘,林 英

夫,大沢 旭,中山昌彦 :非小細胞肺癌 に対する MVP療法,-tDDP減量による副作用の軽減-.癌 と化学療

法,16(7):2399-2403,1989

〔学会 ･研究会記録〕

Endo,K.,Ilirata,K.,Takahashi,J.,Matsubayashi,K.,Szaito,A.andNakashima,M.:TheMovement

ReratedPotentialsandVisualEvokedPotentialsintheHumanBrainatHighAltitude,Sutton,J.R"

Coates,G.,Remmers,J.E.ed.,HypoxiaTheAdaptation,p.295,B.C.Deckerlnc.･Tronto･Philadelphia

1990

中島道郎 :肺真菌症に対するアンコテルの使用経験.アンコチル発売10周年記念講演会,p.4,1989.㈱ ファ

ーマインタナショナル,東京
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〔学会 ･研究会発表〕

杉本幾久雄 :著明な高 CP下血症 (横紋筋隔解)を始め多彩な臓器障害を併発 した熱射病の-救命例.第19回滋

賀県臨床神経研究会 (1989.2.4)

杉本幾久雄 :SLADHを呈した小細胞癌の-症例.第38回滋賀県呼吸器疾患談話会 (1989.2.25)

杉本幾久雄 :呼吸管理を要した重症瑞息の二症例/第10回滋賀救急医療研究会 (1989.10.14)

杉本幾久雄 :長浜赤十字病院に於るパラクォー ト中毒症の検討.第25回日本赤十字社医学会線会(1989.10.19)

杉本幾久雄 :長浜赤十字病院に於る体外衝撃波結石破砕法 (ESWL)の統計.第25回日本赤十字社医学総会

(1989.10.19)

杉本幾久雄 :Thestudyof19casesofParaqatpoisoning.XIAPCDC (1989.ll.20.Bangkok)

杉本幾久雄 :死亡率第一位 ｢ガン｣とは何か,どうすればよいか.滋賀県赤十字県民大学 (1989.5.9)

中島道郎,浜本康平,岡田英彦,橋本圭司,谷口隆司,河原崎茂孝,公文正仁 :経口金剤 ｢オーラノフィン｣

の気管支職息に対する臨床応用 (第 2報).第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6)

中山昌彦,浅妻茂生,辻 重行,中村 昇,栗山卓也 :Rifampicinの局所投与が有効であった結核性膿胸気管

支庫の 2例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)

今井弘行 :副鼻腔気管支症候群の 1例.第 8回β ラクタム系抗生剤臨床研究講演会 (1989.10.7)

藤村直樹 :パネルディスカッション･慢性喋息の治療 と管理.第64回日本結核病学会,第34回日本胸部疾患学

会近畿地方会 (1989.12.9)

藤村直樹 :シンポジウム ･晴息の治療をめぐって.第 5回肺 と免疫研究会 (1989.9.2)

藤村直樹 :急性気管支峠息の治療管理.第 2回姫路棉息研究会 (1989.6.21)

藤村直樹,北市正則,長井苑子,泉 孝英 :BOOP21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 ･平成元年度第 2回班会議 (1990.1.26-27)

Endo,K.,Hirata,K.,Takahashi,J.,Matsubayashi,K.,Szaito,A.andNakashima,M.:TheMovement

ReratedPotentialsandVisualEvokedPotentialsintheHumanBrainatHighAltitude,The6th∫nter-

nationalHypoxiaSymposium (1989.2.21-25,LakeLouise,Canada)

石田智子,中山昌彦 :特異な胸膜病変を呈 した2症例.第 5回呼吸器疾患研究会 (1989.8.26)

石田智子,中山昌彦 :肺胞蛋白症の-症例.第28回伏見医師学術集談会 (1989.ll.25)

中沢敦子,石田智子,浅妻茂生,辻 重行,中村 昇,中山昌彦 :検診で発見された成人肺動静脈庫の 1例.

第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

李 啓充,小西淳二,松井祐佐公,宇佐美-政 :インビトロの知見に基づいたシスプラチン併用化学療法の試

み.第29回京大癌研究会 (1990.3.12)

野口哲男,中村書法,陳 和夫,大井元晴,久野健志,木野稔也 :慢性壊死性肺アスペルギルス症の 1例.第

130回日本内科学会近畿地方会 (1989.ll.25)

能勢真人,村上一宏,京極方久,北市正則 :BOOPで発症し,DADで死亡したSjegren+PM/DM の一例.第

33回日本 リウマチ学会総会 (1989.5.25)

察 発煙,鹿 柳川,北市正則 :開胸肺生検でびまん性汎糸田気管支炎 (DPB)と診断された非日本人症例 (台

港)の報告.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)

西村尚志,細田隆平,福本敦子,熊谷直和,黒田直明,坂東憲司,脇田 昇,千原久幸,泉 春暁,網谷良一,

北市正則 :自然気胸で発症 し,TBLBで診断し得たPulmonarylymphangiomyomatosisの 1例.第33回日本胸

部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)

察 発煙,瀧 柳川,北市正則 :開胸肺生検で診断され,中国人 (台湾)に見られたびまん性汎細気管支炎の

1例.第11回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.7.1)

小森清和,平谷一人,千住玲子,門田淳一,崎戸 修,渡辺 尚,広田正毅,原 耕平,北市正則 :臨床的に

BO (BBO)を疑った 3症例の開胸肺生検所見.第11回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.7.1)

千住玲子,平谷一人,門田淳一,崎戸 修,小森清和,広田正毅,原 耕平,北市正則 :臨床的にDPBを疑っ

た6症例の開胸肺生検所見.第11回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.7.1)
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中原祥文,藤田幸久,木田隆雄,後藤武近,中村泰三,中川雅夫,白万秀二,中田哲夫,北市正則 :Wegener

肉芽腫症の 1例.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

石田 直,松村栄久,三宅淳史,川野真子,小西明美,中山朝夫,桐谷良一,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 (1990.2.2)

合田美佐子,林 英明,白川太郎,森本兼嚢,藤村直樹 :肺結核発病 と生活背景因子に関する調査.第63回日

本結核病学会,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)

田中 茂,巌西真規,川添隆司,梅宮正志,水野 浩,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :縦隔腫癌 を疑い,

開胸術 にて心膜嚢胞 と診断された 1例.第63回日本結核病学会,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.

17)

鹿西真規,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 :収縮性心膜炎の 1

例.第129回日本内科学会近畿地方会 (1989.9.16)

阪本勝彦,梅宮正志,巌西真規,田中 茂,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,福田春樹,森 浩

志 :肺出血,急性腎不全急性増悪を呈 した結節性動脈炎 (PN)62歳女性 1剖検例.第130回日本内科学会近畿地

方会 (1989.ll.25)

美崎幸平,梅宮正志,田中 茂,巌西真規,阪本勝彦,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :最近開胸 された肺

結核症例.第25回日本赤十字社医学会総会 (1989.10.20)

田中 茂,川添隆司,藤村直樹,阪本勝彦,巌西真規,美崎幸平,梅宮正志,加藤幹夫, 日置辰一朗,北市正

則,長井苑子,泉 孝英 :開胸肺生検にて診断された BOOP6例の臨床および病理学的検討.第25回日本赤十字

社医学会総会 (1989.10.20)

田中 茂,梅宮正志 :慢性膿胸に合併 した繰 り返す aspirationpneumoniaの 1症例.北摂地区感染症例検討会

(1989.10.28)

田中 茂,川添隆司,藤村直樹,阪本勝彦,巌西真規,美崎幸平,悔宮正志,加藤幹夫, 日置辰一朗,北市正

則,長井苑子,泉 孝英 :当院に於ける最近 5年間の開胸肺生検例の検討.第64回日本結核病学会,第34回日本

胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)

〔そ の 他〕

中島道郎 :積雪期登山と衣服.登山医学, 9(1):75-81,1989

中島道郎 :第六回国際低酸素症シンポジウムに参加 して.登山医学, 9(1):139-142,1989

中山昌彦 : [医界寸言]専門医 ･認定医制度について.京都医報 第1269号, 7:1989

伴 敏彦,水谷孝昭,依田純三,中山昌彦 :循環器疾患の診断と治療 (座談会).京都新聞 (1989.10.30)

中山昌彦 : [医界寸言]医師の事務作業.京都医報 第1283号,10:1989

今井弘行 :X線写真上の解剖学的重要性について.京都市南保健所 (1989.3.3)
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老 化 生 物 学 分 野

〔学 会 発 表〕

細川昌則 :実験動物モデルの利用,東洋医学の科学的解明に関する調査ワークショップ (1989. 1)

細川昌則 ;老化促進モデルマウス (SAM)の開発 と現状,招待講演,第 5回日本 ビフィズス菌研修会 (1989.

2)

米津智徳,戸田雅昭,山岸秀夫,樋口京一,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ⅩⅩⅩⅩ.マウス老化アミロイド蛋白遺伝子の構造解析,第78回日本病理学会総会 (1989.3)

樋口京一,米津智徳,内木宏延,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

ⅩⅩⅩⅩⅠ.マウス老化 ア ミロイ ド遺伝子 (apoA-ⅠⅠ)の変異 と沈着程度 との関連,第78回日本病理学会総会

(1989. 3)

細川昌則,芦田 靖,松下隆寿,馬場満男,黒住奥史,竹田俊男 :老化促進モデルマウス(SAM)に関する実験

的研究jm I.SAM に自然発症する老年性白内障の組織学的特性について,第78回日本病理学会総会 (1989.

3)

芦田 靖,細川昌則,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ⅩⅩⅩⅩIII.SAM

に自然発症する老年性白内障水晶体の生化学的特性について,第78回日本病理学会総会 (1989.3)

陳 文照,飯塚忠彦,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ⅩⅩⅩ刃Ⅴ.SAM

-P/3の自然発症変形性顎関節症について (下顎骨形状 と発症 との関連),第78回日本病理学会総会 (1989.3)

坪山直生,高橋健志郎,奥村秀雄,山室隆夫,梅沢真樹子,花田敬吾,竹田俊男 :老化促進モデルマウス(SAM)

に関する実験的研究ⅩⅩⅩⅩⅤ.自然発症骨粗餐症系 SAM-P/6における皮質骨モデリングの解析,第78回日本病理

学会総会 (1989.3)

八木秀雄,秋口一郎,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ⅩⅩⅩⅩⅤⅠ.SAM

-P/8系の学習 ･記憶障害 と脳幹における海綿状変性,第78回日本病理学会総会 (1989.3)

川又敏男,上野正樹,田中静吾,中村慎一,八木秀雄,杉山 博,秋口一郎,樋口京一,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ⅩⅩⅩⅩVIl.延髄後索核の加齢変化に関する組織化学的検討,

第78回日本病理学会総会 (1989.3)

島田厚良,八木秀雄,上野正樹,秋口一郎,陳 文照,樋口京一,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Xm llI.SAMIR/1系より新たに分離されつつある学習 ･記憶障害モデルマウ

スについて,第78回日本病理学会総会 (1989. 3)

内木宏延,樋口京一,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ⅩⅩⅩlX.チオ

フラビンTを用いた,アミロイド線維 invitro蛍光分光定量法の開発,第78回日本病理学会総会 (1989. 3)

八木秀雄,秋口一郎,竹田俊男 :老化促進モデルマウスSAM-P/8の海綿状変性モデルとしての意義 と遺伝形

式,第30回日本神経学会総会 (1989. 5)

川又敏男,中村慎一,秋口一郎,木村 淳,亀山正邦,樋口京一,細川昌則,竹田俊男,杉山 博 :マウス脊

髄後索系の加齢変化に関するNADPH-diaphorase組織化学による検討,第30回日本神経学会総会 (1989. 5)

上野正樹,内木宏延,秋口一郎,木村 淳,竹田俊男 :血液脳関門透過性の加齢による変化-老化促進モデル

マウス (SAM)を用いた検討-,第30回日本神経学会総会 (1989.5)

秋口一郎,川又敏男,秋山治彦,八木秀雄,杉山 博,上野正樹,入野美香,竹田俊男 :加齢 とともに学習障

害を示す老化促進モデルマウス (SAM-P/8)の脳病理所見 (シンポジウム)第30回日本神経病理学会総会学術研

究会 (1989.6)

川又敏男,中村慎一,上野正樹,秋口一郎,木村 淳,亀山正邦,竹田俊男,三好功峰 :NADPH-diaphorase

陽性神経細胞 ･突起 ･終末の加齢変化-マウス前脳 ･脳幹に関する検討-,第30回日本神経病理学会総会学術研

究会 (1989.6)

秋口一郎,川又敏男,秋山治彦,杉山 博,八木秀雄,上野正樹,竹田俊男,入野美香 :加齢 とともに学習障

害を示す老化促進モデルマウス(SAM-P/8)の脳病理所見,第30回日本神経病理学会総会学術研究会 (1989.6)
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陳 文弊E;,飯塚忠彦,細川昌則,竹田俊男 :自然発症変形性顎関節モデルマウスSAM-P/3の開発(2)病理組織

学的変化について,第 2回日本顎関節学会総会 (1989. 7)

細川昌則 :老化研究 とモデル動物 :老化促進モデルマウス (SAM)を例 として,招待講演 ｢21世紀に向けた老

化研究の最前線｣第 1回バイオメディスンセ ミナー (1989.8)

樋口嘉一 :老化基本機構の解明に向けて一一老化促進モデルマウス (SAM)を用いて-,招待講演,日本耳鼻咽

喉科学会専門部会講習会 (1989.8)

細川昌則 :GradingScoreSystemの加齢のバイオマーカーとしての意義 (シンポジウム)｢老化のメカニズム

と臨床検査｣第36回日本臨床病理学会総会 (1989.10)

上野正樹,内木宏延,秋口一郎,島田厚良,竹村 芋,田中静吾,木村 淳,竹田俊男 :SAM および DDDマ

ウスに於ける血液脳関門の加齢による変化,第13回日本基礎老化学会総会 (1989.ll)

光岡明夫,花田敬吾,細野正道,細川友秀,松下隆寿,小岸久美子,馬場満男,細川昌則,竹田俊男 :老化促

進モデルマウス (SAM)の invivo免疫応答能 :加齢に伴 う急速な免疫機能低下の細胞レベルでの解析,第13回

日本基礎老化学会総会 (1989.ll)

内木宏延,樋口京一,松島香織,島田厚良,陳 文照,細川昌則,竹田俊男 :チオフラビンTを用いたマウス

老化アミロイド線維臓器含有量の定量,第13回日本基礎老化学会総会 (1989.ll)

樋口京-,内木宏延,松島香織,米津智徳,花田敬吾,芦田 靖,石川伸太郎,細川昌則,竹田俊男 :マウス

老化アミロイドーシスの分子遺伝学的解析 :アミロイド前駆蛋白 (apoA-ⅠⅠ)遺伝子の RFLP分析,第13回日本

基礎老化学会総会 (1989.ll)

陳 文照,細川昌則,高橋健志郎,飯塚忠彦,竹田俊男 :老化促進モデ/レマウスSAM-P/3における自然発症変

形性顎関節症の病理組織学的検索,第13回日本基礎老化学会総会 (1989.ll)

芦田 靖,細川昌則,樋口京一,李 美於,異住奥史,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に自然発症

する老年性白内障について(ⅠⅤ)SAM-R/3にみられる老年性白内障水晶体蛋白の生化学的検討,第13回日本基礎

老化学会総会 (1989.ll)

梅沢真樹子,河野篤子,速井佐智子,細川昌則,竹田俊男 :大豆たんばくによる促進老化抑制効果-老化促進

モデルマウスによる実験的研究,第13回日本基礎老化学会総会 (1989.ll)

樋口嘉一,米津智徳,内木宏延,松島香織,花田敬吾,細川昌則,竹田俊男 :マウス老化アミロイドーシス :

apoA-ⅠⅠ遺伝子の変異 と沈着程度 との関連,第12回日本分子生物学会総会 (1989.ll)

秋口一郎,竹田俊男 :自然発症老年期脳障害モデ/レ動物 としての SAM,第 5回 Wakoワークショップ,高次

神経機能,細胞 ･分子より探る (1989.ll)

樋口嘉一,禾津智徳,内木宏延,松島香織,花田敬吾,細川昌則,竹田俊男 :マウス老化アミロイ ドーシス :

apoA-ⅠⅠ遺伝子の変異 と沈着程度との関連,第 3回分子病理学研究会 (1989.12)

竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)の開発,特別講演 :第49回老化研究委員会 (1989.12)

Yoshioka,H.,Yoshida,H.,Mus°,E.,Doi,T.,Ohshio,G.,Higuchi,K.,Inada,M.,Kita,T.and

Takeda,T.:Antoimmuneabnormalitiesinamurinemodelofacceleratedsenescence.XIVInternational

CongressofGerontology,(Acapulco,1989.6.19)

Hosokawa,M.,Takeda,T.,Higuchi,K.andNaiki,H.:SenescenceAcceleratedMouse,aNovel

MurineModelofAcceleratedSenescence.XIVInternationalCongressofGerontology,(Acapulco,1989.

6.22)

Hosokawa,M.,Ashida,Y.andMatsushita,T∴ CataractinSenescenceAcceleratedMouse(SAM).

XIVInternationalCongressofGerontology,(Acapulco,1989.6.22)

Hosokawa,M.:Cellbiologicalaspectsofacceleratedsenescence.InvitedSymposium B.CellBiology

ofAging･XIVInternationalCongressofGerontology,(Acapulco,1989.6.21)

Tsuboyama,T.,Tabuchi,C.,Okumura,H.,Yamamuro,T.andTakeda,T.:Modificationof

femoralbonedensitybymarrowchimeriominosteoporoticmice(SAM-P/6).XIntemationalConference

onCalcium RegulatingHom ones,(Montreal,1989.9.10)
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Akiguchi,Ⅰ･,Kawamata,T.,Yagi,H.,Akiyama,H.,Sugiyama,H.,Ueno,M.,Takemura,M.,

Tanaka,M.,Irino,M.andTakeda,T∴ MorphologicalchangesofthebraininSenescenceAccelerated

Mouse(SAM-P/8).A newlydevelopedmemory-deficientstrain.The2ndInternationalConferenceon

AIzheimer'sandParkinson'sdiseases,(Kyoto,1989.ll.8)

Ueno,M･,Naiki,H･,Akiguchi,Ⅰ･,Kawamata,T.,Fujibayashi,Y.,Kimura,J.,Kameyama,M.

andTakeda,T.:Blood-brainbarrier(BBB)ChangewithaginginSenescenceAcceleratedMouseand

DDDmouse.The2ndInternationalConferenceonAIzheimer'sandParkinson'sdiseases,(Kyoto,1989.ll.

8)

Kawamata,T･,Nakamura,S･,Akiguchi.Ⅰ.,Kimura,∫.,Kameyama,M.,Kimura,H.and

Takeda,T∴ EffectofagingonNADPH-diaphoraseneuronsinlaterodorsaltegmentalnucleusand

striatum ofSenescenceAcceleratedMouse(SAM).The2ndlnternationalConferenceonAIzheimer'sand

Parkinson'sdiseases,(Kyoto,1989･11･8)

Yagi,H･,Akiguchi,Ⅰ.andTakeda,T.:SenescenceAcceleratedMouseSAM-P/8showsspontaneous

age-relatedimpairmentofabilityofacquisitioninlearningandmemory:Ananimalmodelofdisturbances

inrecentmemorywithaging.The2ndlntemationalConferenceonAIzheimer'sandParkinson'sdiseases,

(Kyoto,1989.ll.8)

〔誌 上 発 表〕

竹田俊男 :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一日本疾患モデル動物研究会

記録 5:1-6 (1989)

Yoshioka,H･,Yoshida,H･,Doi,T･,Mus°,E･,Ohshio,G･,Higuchi,K.,Inada,M.,Miyake,T.,

Kita,T.,Hamashima,Y.,Takeda,T.:Autoimmuneabnormalitiesinamurinemodelofaccelerated

senescence,Clin.Exp.Immunol.75:129-135(1989)

Naiki,H.,Higuchi,K.,Hosokawa,M･,Takeda,T.:Fluorometricdeterminationofamyloidfibrils

invitrousingthefluorescentdye,ThioflavineT,Anal.Biochem.177:244-249(1989)

Yagi,H･,Irino,M.,Matsushita,T･,Katoh,S.,Umezawa,M.,Tsuboyama,T.,Hosokawa,M.,

Akiguchi,Ⅰ･,Tokunaga,R.,Takeda,T.:Spontaneousspongiform degenerationofthebrainstem in

SAM-P/8mice,anewlydevelopedmemory-deficientstrain,J.Neuropathol.Exp.Neurol.48:577-590

(1989)

Tsuboyama,T.,Matsushita,M.,Okumura,H.,Yamamuro,T.,Hanada,K.,Takeda,T.:

Modificationofstrain-specificfemoralbonedensitybybonema汀OW Chimerism inmice.A studyon

spontaneouslyosteoporoticmouse(SAM-P/6),Bone10:269-277(1989)

Tsuboyama,T.,Takahashi,K.,Matsushita,M.,Okumura,H.,Yamamuro,T.,Umezawa,M.,

Takeda,T.:Decreasedendostealfom ationduringcorticalbonemodelinginSAM-P/6micewithalow

peakbonemass,BoneandMineral7:ト12(1989)

Chen,W･H･,Hosokawa,M･,Tsuboyama,T.,Ono･T.,Iizuka,T.,Takeda,T∴ Age-related

changesinthetemporomandibularjointoftheSenescenceAcceleratedMouse(SAM):SAM-P/3asanew

murinemodelofdegenerativejointdisease,Am.∫.Pathol.135:379-385(1989)

Yonezu,T.,Toda,M.,Yamagishi,H.,Higuchi,K.,Takeda,T.:Structuralorganizationofthe

senileamyloidproteingeneinastrainofSenescenceAcceleratedMouse(SAM),Gene84:187-191(1989)

Ohta,A.,Hirano,T.,Yagi,H.,Tanaka,S.,Hosokawa,M.,Takeda,T.:BehavioralChar

acteristicsoftheSAM-P/8Straininsidmanactiveavoidancetask,BrainRes.498:195-198(1989)

Hanada,K.,Hosono,M.,Hosokawa,T" Chen,W.H.,Tsuboyama,T..Takeda.T.:Immune

responsesinnewlydevelopedshort-livedSAM miceIll.GeneticcontrolofdefectivehelperTcellactivity
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ininvitroprimaryantibodyresponse,Immunology,68:540-546(1989)

Kinashi,T.,Tashiro,K.,Inaba,K..Takeda.T.,Paiacios.P.,Honjo,T.:Aninterleukin14-

dependentprecursorcloneisanintermediateofthedifferentiationpathwayfromaninterleukin-3-depen-

dentprecursorcloneintomyeloidcellaswellasBlymphocytes.Internationallmmunology1:1ト19(1989)

Ogawa,K.,Shima,N.,Ohshio,G.,Kudo,H.,Nakashima,Y.,Yamabe,H.,Takeda,T∴

DistributionofVitamineB12 R-binderinlungtumorsimplicationsforcelldifferentiation,Path.Res.

Pract.184:234-241(1989)

Tennysor,G.E.,Sabatos,C.A.,Higuchi,K.,Meglin,N.,Brewer,H.B.Jr∴ Expressionof

apolipoproteinB mRNAsencodingheigher-andlower-molecularweightisoproteinsinratliverand

intestine.Proc.Natl.Acad.S°i,USA86:500-504(1989)

Ross,R.S.Hoeg,J.M_,Higuchi,K.,Schumacker,U.K.,FojoS.,Gregg,R.E.,BrewerH.B.

Jr.:Homozygoushypobetalipoproteinemea:transcriptionalregulationand5'-flankingsequenceanalysis

inanapolipoproteinBdeficiencystate.Biochim Biophys.Acta.1004:29-35(1989)

山根すま子,黒住奥史,木野稔也,陳 文照,北市正則,藤田葉子,鈴木康弘,内木宏延,細川昌則,竹田俊

男 :病理検査データ管理のシステム化 と病理組織診断集計,京大胸部研紀要.22:19-27(1989)

鈴木衣子先生を迎えての歓迎セ ミナー

日時 1989年 6月29日 午後 2時45分 より

場所 胸部研大会議室

SAM-P/8および DDD系後索核の加齢変化について-組織化学的研究を中心にして一

医学部神経内科 川 又 敏 男

血液脳関門の加齢変化について-SAM-P/8および DDD系についての検討-

医学部神経内科 上 野 正 樹

新 しい老年期脳障害モデル系の確立にむけて

胸部研老化生物 島 田 厚 良

休 憩

特別講演 :Krabbe病 mouseの実験病理学的研究

ノースカロライナ大 ･医学部病理学教室 教授 鈴 木 衣 子

主催 京大胸部研老化生物学分野

感染 ･炎症学分野

〔学 会 発 表〕

1.結核 ･非定型抗酸菌症

倉滞卓也,加藤元一,鈴木克洋,村山尚子,桐谷良一,川合 満,久世文章,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄,

新実彰男,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫,多田公英,冨岡洋海,桜井信男,石井昌生 :粟粒結核症の臨床的

検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.7.京都)

倉滞卓也 :シンポジウムⅠⅠⅠ.｢結核診断法の進歩｣6.ツベルクリン反応の最近の知見.第64回日本結核病学会

総会 (1989.4.28.大阪)

村山尚子,加藤元一,鈴木克洋,網谷良一,倉津卓也,川合 満,久世文事,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄,
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新実彰男,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫,多田公英,冨岡洋海,桜井信男,石井昌生 :粟粒結核症の臨床的

検討,第64回日本結核病学会総会 (1989.4.26.大阪)

倉滞卓也,松井保憲,佐藤敦夫,加藤元一,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,網谷良一,川合 満,久世文章,

縄田隆平,黒田直明,坂東憲司 :要望演題ⅠⅠ.気管支の結核性病変の診断と治療.10.気管支結核症の新重症度

分類 (同上)

鈴木克洋,加藤元一,村山尚子,倉滞卓也,久世文幸 :Mycobacteriumintracellulare感染に対する感受性な

らびに抵抗性マウスの肺臓内マクロファージの機能 と肺臓内 リンパ球表面抗原発現の比較検討 (同上)

加藤元一,鈴木克洋,田中栄作,倉滞卓也,川合 満,久世文幸 :実験的マウスMycobacteriumaviumcomplex

症に及ぼす各種 BRM の影響 ･モノクロナール抗体による解析 (同上)

村山尚子,加藤元一,鈴木克洋,網谷良一,倉滞卓也,川合 満,久世文幸.多田公英,富岡洋海,桜井信男,

石井昌生.橋本 徹,武藤 真,長谷光雄.新実彰男,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :粟粒結核症の臨床的

検討 (同上)

K Suzuki,M.Kato,T.Murayama,F.Kuze:ComparisonofProstaglandinE2,LeukotrieneC.,andO2L

secretionfromperitonealmacrophagesbetweentwomousestrainsthatdifferinsusoptibilitytoM.avium

infection.,85thAnnualMeetingofAmericanThoracicSociety,(1989.5.14CincinatiOhioU.S.A.)

M.Kato,K.Suzuki,E.Tanaka,& F.kuze.TheeffectofBRMstotheinflammatorycelldynamicsof

experimentalMycobacterium avium complexinfection.(同上)

F.Kuze:ExperimentalchemotherapyinchronicMycobacteriumcomplexinfection.(同上)

T.Kurasawa,Y.Matsui,T.Murayama,R.Amitani,M.Kawai,F.Kuze,N.Kuroda,K.Bando,K.Oida,

T.Iwata∴DiagnosisandManagementofEndobronchialTuberculosis:The6thWorldCongressfor

Bronchology.(1989.10.22.Kyoto)

2.腫 癌

倉滞卓也,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,川合 満,久世文章 :

同時多発肺癌の臨床的検討.第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2.18.京都)

佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,網谷良一,倉滞卓也,川合 満,久世文章 :

胸部レントゲン上著明な石灰化像を示した直腸癌肺転移の一例 (同上)

三宅淳史,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉滞卓也,川合 満,

久世文章 :抗女性ホルモン剤療法で著効をえた乳癌胸膜転移の一例 (同上)

有田真知子,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,桐谷長一,倉滞卓也,川合

潤,久世文章,佐坂徳浩,青木 稔,田村康一 :高 CEA血症 と胸部 CTにおいて発見された早期肺腺癌の一例(同

上)

千葉 秀,佐藤敦夫,加藤元一,松井保養,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,桐谷良一,倉津卓也,川合 満,

久世文章 :特異な経過を示 した肺重複偏平上皮癌の一例 (同上)

倉滞卓也,鈴木克洋,村山尚子,佐藤敦夫,松井保憲,高橋正治,久世文幸 :胸部 Ⅹ一P陰性の肺門部肺癌の臨

床的検討.第12回日本気管支学会総会 (1989.7.7.東京)

倉津卓也,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,綱谷良一,川合 満,高橋正治,久世文章,渡部 智,人見滋樹,

細川昌則,竹田俊男.第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7.22.大阪)

新実彰男,東 義人,小林秀机,杉田孝和,南方艮章,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 (同上)

倉滞卓也,久保嘉朗,佐藤敦夫,田中栄作,高橋正治,久世文章,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫,西村尚

志,黒田直明,坂東憲司,望月吉郎,冨岡洋海,岡崎美樹,中井 準 :肺癌患者の PPD皮内反応の臨床的検討.

第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll.10.岡山)

倉滞卓也,松井保憲,加藤元一,鈴木克洋,村山尚子,桐谷良一,川合 満,高橋正治,久世文事,冨岡洋海,

岡崎美樹,岩崎博信,中井 準,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司 :多発肺癌の臨床的検討 (同上)
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3.感染症 ･炎症

R.Amitaini,R.Wilson,R.Read,A.Rutman,C.Ward,D.Burnett,R.A.Stockley,P.∫.Cole:Effectsof

HumanNeutrophilElastaseandBacterialProteolytieEnzymesonHumanCiliatedEpithelium invitr0.,

1989AnnualMeetingofAmericanThoracicSociety,(1989.5.17CincinatiOhioU.S.A.)

網谷良一 :特別講演.｢粘液線毛輸送系 と呼吸器疾患｣. 第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17.京都)

新実彰男,東 義人,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 :マイコ

プラズマ肺炎31例の検討 (同上)

田中栄作,佐藤敦夫,久世文章 :緑膿菌による慢性気道直感染症マウスモデルにおける抗菌抗体価の経時変化,

第32回日本感染症学会中日本地方会総会 (1989.10.21.富山)

新実彰男,田中栄作,桐谷長一,倉滞卓也,川合 満,久世文章 :当科で経験 した呼吸器アスペルギルス症の

検討.第37回日本化学療法学会西日本支部総会 (1989.12.8.和歌山)

4.気管支嘱息 ･ア レルギー

川勝一雄,中島英一,滞岡平和,井符 節,川合 満 :徐放性テオフィリン製剤の生物学的同等性に関する検

討.第10回近畿病薬学術大会 (1989.1,29.滋賀)

T.Shimizu,J.Mizuta,K.0gino,H.Yamamura,S.Kohno,K.Ohata,M.Kawai,T.Shindo,S.Hitomi:

Effectsofamlexanoxonthereleaseofchemicalmediatorsfromhumanlungfragmentsandleukocytes.第

62回日本薬理学会総会 (1989.3.25.京都)

川勝一雄,井狩 節,川合 満 :テオフィリンの体内動態に及ぼす塩酸チクロピジンの影響.日本薬学会第109

年会 (1989.4.5.名古屋)

松井保憲,加藤元一,倉滞卓也,川合 満,久世文幸,新実彰男 :ABPF加療中に発症 した Churg-Strauss症

候群の一例.第一回日本アレルギー学会春季臨床集会 (1989.4.15.東京)

川合 満,松井保憲,加藤元一,倉滞卓也,久世文章,川勝一雄 :テオフィリンの代謝系に及ぼす塩酸チクロ

ピジンの選択的阻害作用.第39回日本アレル′ギー学会総会 (1989.9.28.東京)

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 :Coughvariantasthma

lO例の検討.第39回日本アレルギー学会総会 (1989.9.30.東京)

5.そ の 他

網谷良一,久世文章,黒住真史,鈴木康弘,田口善夫,郡 義明,岩田猛邦,小橋陽一郎,西坂泰夫 :びまん

性汎細気管支炎における泡抹細胞集簾の免疫組織化学的検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6.京都)

桐谷良一,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,倉滞卓也,川合満,久世文事,

佐藤宏昭,中村 一,松田公志,冨岡洋海 :気管支拡張症の成因に関する検討.第29回日本胸部疾患学会総会(1989.

4.7.京都)

村山尚子,鈴木克洋,山本孝吉,久世文事 :ヒト肺胞マクロファージの活性酸素生成 に及ぼす GM-CSFの効

果,第17回日本臨床免疫学会総会 (1989.6.8.広島)

R.Amitani,M.Kurozumi,Y.Suzuki,Y.Taguchi,Y.Kohri,T.Iwata,Y.Kobashi,F.Kuze:Immunohisto-

ChemicalStudyonPulmonarysurfactantindiffusepan-bronchiolitis(auniquediseaseinJapan),24th

AnnualMeetingoftheEuropeanSocietyforClinicalRespiratoryphysiology(1989.6,28.Lausanne,

Switzerland)

松井保憲,網谷良一,佐藤敦夫,加藤元一,村山尚子,田中栄作,倉滞卓也,久世文事,伊藤春海 :気管支拡

張症に於ける粘液線毛輸送能の検討.第12回日本気管支学会総会 (1989.7.8.東京)

網谷良一,久世文章 :ワークショップ :難治性呼吸器疾患に対する抗炎症療法-アンチエラスターゼ療法を中

心に-, ヒト気道線毛上皮に対するヒト好中球エラスターゼと細菌由来の蛋白分解酵素の影響.第10回日本炎症
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〔研究会 ･講演会〕

1.結核 ･非定型抗酸菌症

久世文幸 :非定型抗酸菌症.WHO国際研修コース講議 (1989.1.10.東京)

久世文章 :ツベルクリン ･BCGと抗酸菌感染症.近畿大学における医師会講演 (1989.1.14.大阪)

久世文章,加藤元一,鈴木克洋 :実験的マウス抗酸菌を対象とした肺洗浄細胞の動態.第 1回結核 ･非定型抗

酸菌症治療研究会 (1989.3.3.東京)

久世文章 :非定型抗酸菌症の病態 と治療,教育講演 ｢内科診療の進歩｣. 第86回日本内科学会講演会 (1989.4.

1.京都)

久世文章 :結核･非定型抗酸菌症 ｢主題.呼吸器感染症のすべて｣. 第10回日本胸部疾患学会卒後研修セ ミナー

(1989.4.5.京都)

加藤元一,久世文章 :ニューキノロン系薬物 AT-4140の試験管内制菌力及び結核菌感染マウスに対する効果.

第12回臨床抗酸菌研究会 (1989.4.26.大阪)

加藤元一,久世文章 :実験的マウス抗酸菌症における肺洗浄細胞の動態-モノクロナール抗体による細胞表面

抗原の解析.第59回実験結核研究会総会 (1989.4.26.大阪)

F.Kuze:ExperimentalinfectionofMycobacteriumintracellulareinmiceリ(1989,5,ll,NationalJewish

CenterforlmmunologyandRespiratoryMedicine,Denver,Colorado,U.S.A.) 招請講演

F.Kuze:ExperimentalchemotherapylnChronicMycobacteriumaviumcomplexinfections,89thAnnual

MeetingoftheAmericanSocietyforMicrobiology,(1989.5.14,NewOrleans(conventionCenter),La.,U.S.

A.)

久世文幸 :結核をめぐる現状 と問題点 (特別講演).第21回秋田県感染症研究会 (1989.9.12.秋田)

久世文章 :非定型抗酸菌症の病態 と治療 (特別講演).ムコソルパン発売 5周年記念学術講演会 (日本医師会生

涯教育講座)(1989.ll.17.札幌)

久世文事,加藤元一 :実験的マウス抗酸菌症を対象とした肺洗浄細胞の動態(ⅠⅤ),M.aviumcomplex(MAC)

感染における肺炎症細胞動態 ･静注感染 と吸入感染の相違.第 2回抗酸菌治療研究会 (1989.12.2.東京)

2.腫 痩

新実彰男,東 義人,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

鏡下に紺除 し得た気管支内過誤腫の 1例.第36回近畿気管支鏡懇話会 (1989.3.23.大阪)

橋本尚子,新実彰男,桐谷良一,倉津卓也,久世文事,乾 健二,中谷光一,池田宣昭,井上修平,高橋憲太

那 :腺様嚢胞癌の一例.第38回近畿気管支鏡懇話会 (1989.12.8.大阪)

3.感染症 ･炎症

倉津卓也,久世文章,鈴木克洋,加藤元一,松原恒雄,池田宣昭,坂東憲司,鍵岡 朗,牛田伸一,中原保治,

池上裕美子,鈴木雄二郎,西山秀樹 :新薬シンポジウム,BMY-28100各種呼吸器感染症に対するBMY-28100の

臨床的検討.第37回日本化学療法学会総会 (1989.5.18.東京)

網谷良一 :慢性気道感染症 と粘液線毛輸送系.伏見医師会呼吸器研究会講演会 (1989.7.15.京都)

網谷良一,松井保憲,佐藤敦夫,加藤元一,田中栄作,久世文事 :慢性気道感染症の発症要因の検討一粘液線

毛輸送系との関連-.第 3回京都感染症研究会 (1989.7.22.京都)

新実彰男,東 義人,小林秀机,杉田孝和,南方艮章,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :マイコ
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プラズマ肺炎軽快後に呼吸困難が出現 した一例.第46回びまん性肺疾患研究会 (1989.9.9.大阪)

久世文章 :慢性呼吸器感染症の現状 と問題点.滋賀県シプロキサン学術講演会 (1989.12.23.大津)
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4.気管支嘱息 ･アレルギー

佐川弥之助,川合 満,木野稔也 :気管支喋息に対するアゼブチンの長期投与における有用性の検討一近畿地

区呼吸器科領域共同臨床研究-.第 2回アゼブチン研究会 (1989.1.21.東京)

川合 満 :抗アレルギー剤の使い方について.第20回京滋臨床アレルギー懇話会 (1989.3.18.京都)

川合 満 :気管支喋息の治療一特に抗アレルギー薬の使い方-.杉並内科医会学術講演会 (1989.4.14.東京)

川合 満 :気管支瑞息の診断と治療.浅口郡医師会第87回研修会 (1989.5.17.金光)

川合 満 :気管支瑞息 と抗アレルギー薬.ケタス学術講演会 (1989.5.18.京都)

川合 満 :気管支晴息 と抗アレルギー薬.ケタス学術講演会 (1989.6.9.近江八幡)

川合 満 :教育講演 2･気管支鴨息の治療.第 8回湖北医連合同学術研究会 (1989.6.15,長浜)

岸本 進,川合 満 (座長):気管支鴨息治療へのあらたなる展開.ケタス新発売記念シンポジウム (1989.6.

16.大阪)

川合 満 :気管支暗息 と漢方.美作医会漢方学術講演会 (1989.6.22.津山)

川合 満 :気管支瑞息の治療一特に吸入療法を中心 として-.第 6回九州気管支鴨息シンポジウム (1989.6.

25.福 岡)

川合 満 :ぜんそ くの治療.横須賀共済病院内講演会 (1989.6.30.横須賀)

川合 満 :気管支峠息に対する治療.第 1回老人病 と漢方研究会学術集会 (1989.7.1.京都)

川合 満 :気管支暗息に対する柴朴湯の効果.第 1回老人病 と漢方研究会学術集会 (1989.7.1.京都)

久世文章 :マクロファージ.第10回六甲カンファレンス (1989.7.15.神戸)

川合 満 :気管支瑞息の和漢薬治療.第 6回臨床和漢薬研究会 (1989.8.18.岐阜)

川合 満 :気管支喘息に対するアゼブチンの長期投与における有用性の検討.アゼブチン学術講演会(1989.9.

2.京都)

川合 満 :気管支棉息の治療一和漢薬の治療 も含めて-.亀岡 ･船井医師会学術講演会 (1989.9.16.亀岡)

川合 満 :喋息治療-特に吸入療法を中心 として1.第 5回岐阜免疫 ･アレルギー薬物療法研究会 (1989.12.

9.岐阜)

5.そ の 他

倉滞卓也 :シンポジウム ｢肺移植の臨床への道｣3.慢性呼吸不全の 3症例.昭和63年度京都大学胸部疾患研

究所学術講演会 (1989.1.28.京都)

網谷良一,久世文章 :慢性気道疾患におけるPrimaryCiliaryDyskinesiaの病因論的意義.第86回日本内科学

会講演会 (1989.4.2.京都)

川合 満 :慢性閉塞性肺疾患の治療一最近の進歩-.滋賀県内科医会 (1989.6.17.彦根)

川合 満 :医薬品による呼吸器系障害について ･医薬品の安全性 ･有効性に関する講習会 (1989.7.20.大阪)

川合 満 :老人性慢性呼吸器疾患の急性増悪期における診断と治療. 日医生涯教育講座認定学術講演会(1989.

7.27.姫路)

川合 満 :薬剤による呼吸器障害.第 2回京滋棉息長期治療研究会 (1989.9.2.京都)

加藤元一,川合 満,村上元庸 :各種病態における合併症 としての胃粘膜病変一胃粘膜血流を中心 として-4･

呼吸器疾患.第 6回消化器血流研究会 (1989.10.7.旭川)

網谷良一 :最近話題の呼吸器疾患について 1.慢性気道感染症の臨床, 2.慢性間質性肺炎の臨床.京都 ･下京

西部医師会生涯教育 (1989.12.14.京都)
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〔誌 上 発 表〕

1.結 核

H.Saito,H.Tomioka,K.Sato,H.Tasaka,M.Tsukamura,F.Kuze,K.Asano:Identificationandpartial

characterizationofMycobacterium avium andMycobacterium intracellularebyusingDNAprobe,∫,clin.

microbiology27(5):994-997

久世文章 :結核化学療法の理論 (特集結核)臨床 と微生物,16(4):418-424,1989

加藤元一,久世文章 :AIDSの日和見感染一非定型抗酸菌-.臨床 と微生物,16(3):3381342,1989

倉滞卓也 :気管 ･気管支結核の現状.PharmaMedica, 7(10):49-54,1989

倉滞卓也 :特発性血小板減少性紫斑病を合併 した肺結核の治療. 日本医事新報,3392:125-126,1989

新実彰男,山本孝吉,倉津卓也,網谷良一,川合 満,久世文章,秋口一郎 :抗結核化学療法開始後の頭蓋内

結核腫の悪化について一日験例および本邦報告例の検討 と考察. 日胸疾会誌,27(ll):1300-1308,1989

加藤元一,久世文章 :ニューキノロン系薬物 AT-4140の試験管内制菌力及び結核菌感染マウスに対する効果.

第12回臨床抗酸菌研究会講演内容 :42-49,1989

3.感染症 ･炎症

新実彰男,倉津卓也 : [老年者における診断基準]肺炎.実験治療 617:168-169,1989

桝野富弥,津谷康夫,中川 勝,網谷良一,横田総一郎,李 龍櫓,板谷光則,太田勝康,螺長英郎 :呼吸器

感染症の難治化因子の検討.呼吸, 8(6):653-659,1989

鈴木克洋,久世文章 :ノカルジア症,呼吸, 8(10):1042-1047,1989

桐谷長一,久世文章 :ヒト気道線毛上皮に対するヒ ト好中球エラスターゼと細菌由来の蛋白分解酵素の影響.

化学療法の領域, 5(8):37-42,1989

桐谷長一,久世文幸 :Immotileciliasyndromeとprimaryciliarydyskinesia;臨床医,15(2):220-222,

1989

Y.Ishikawa,M.Kawano,Ⅰ.Honjo,R.Amitani,ThecauseofNasalSinusitesinPatientswithCleft

Palate,ArchOtolaryngoIHeadNeckSurg115(4):442-446,1989

西山秀樹,小林秀机,杉田孝和,南方長章,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫,池田紀男,三木央

吉 :和歌山赤十字病院におけるメチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌臨床分離株の検討.和歌山赤十字病院医学雑誌,

7:96-101,1989

田中栄作 ･久世文幸 :難治感染症一局所面から 1.気道 (動物実験 より学ぶ)PharmaMedica, 7:19-23,

1989

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 :マイコプラズマ肺

炎31例の臨床的検討.和歌山赤十字病院医学雑誌 (和赤医誌), 7(2):212-223,1989

桐谷良一,久世文章,田口善夫,岩田猛邦 :ブドウ球菌肺炎.現代医療,21(9):2666-2669,1989

久世文章,倉滞卓也,村山尚子,田中栄作,杉田孝和,その他 :呼吸器疾患に対するT-3262(fosufloxacin

fosilate)とofloxacinとの薬効比較試験成績.Chemotherapy,37(8):1086-1118,1989

久世文幸,倉滞卓也,鈴木克洋,加藤元一,他 9名 :各種呼吸器感染症に対するBMY-28100の臨床的検討.

Chemotherapy,37(12):355-360,1989

桐谷良一,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,倉滞卓也,川合 満,久世文章,

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末細胞集

族の免疫組織化学的検討.TherapeuticResearch,10(10):4372-4378,1989
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4.気管支嘱息 ･アレルギー疾患

田中健一,川合 満 :2, 4-TDIによるアレルギー性疾患モデル.TherapeuticResearch,10(10):4354-

4362,1989

川合 満,桐谷良一 :気管支瑞息一病期 ･病態 よりみた薬剤の選択 と投与法-.医学 と薬学,21(5):833-

840,1989

川合 満,鈴木克洋,川勝一雄 :テオフィリン製剤-最近の峠息治療薬の機序 と役割-.医薬ジャーナル,

25(8):53-59,1989

川合 満 :減感作療法と変調療法を鴨息治療にどう用いるか一内科の立場から-.Asthma, 2(3):16-21,

1989

加藤元一,川合 満 :職業性棉息.現代医療,21(8):2533-2536,1989

川合 満,村山尚子 :抗コリン剤の進歩.ModernPhysician, 9(10):1368-1370,1989

河野茂勝,清水達丈,水田淳子,荻野桂子,山村秀樹,大幡勝也,川合 満,神頭 徹,和田洋己,人見滋樹 :

Amlexanox(AA-673)の免疫学的および非免疫学的 Histamineもし くは Leukotriene遊離抑制作用.アレルギ

A,38(ll):1236-1245,1989

由井泰夫,安枝 浩,宮本昭正,我妻義則,佐野靖之,宮本康文,川合 満,倉滞卓也,高橋昭三,西片 光,

根本俊彦,長野 準,柴田瑠美子 :花粉アレルギーにおけるファルマシアRASTRIAの臨床的有用性の検討.ア

レルギーの臨床, 9(2):63-69,1989

川合 満,加藤元一 :気管支晴息 :治療-一気管支拡張薬,図説内科診断治療講座14,気管支瑞息,慢性気管支

炎 高橋昭三編 124-129,メジカルビュー社1989

川合 満,鈴木克洋 :難治性鴨息の治療.アレルギーの臨床, 9(1):33-37,1989

川合 満,江部康二 :気管支嘱息の漢方治療.C1inicmagazine,No196,75-78,1989.8

中島重徳,川合 満,山田栄一,他 :気管支晴息に対するカネボウ柴朴湯エキス細粒の有用性の検討.Progress

inMedicine,9(12):3138-3151,1989

5.そ の 他

鈴木克洋,村山尚子,山本孝吉,久世文章 :ヒト肺胞マクロファージのロイコトリエン,プロスタグランジン

分泌能一喫煙 と大腸菌由来内毒素前処理の影響-.炎症,9(4):311-316,1989

石川保之,大森孝一,庄司和彦,網谷良一 :喉頭摘出者の鼻腔粘液線毛機能及び線毛打数.耳鼻臨床,82(3):

381-384,1989

桐谷良一,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,倉津卓也,川合 満,久世文章,

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

簾の免疫組織化学的検討.TherapeuticResearch,10(10):4372-4378,1989

倉滞卓也 :慢性呼吸不全の 3症例.京大胸部研紀要,22(1, 2):43-49,1989

坂本邦彦,清田隆二,大山 勝,溝井-敬,加藤元一,川合 満 :干渉低周波療法の頭頚部領域への応用-第

一報 :基礎的検討-.TherapeuticResearch,10(10):4415-4419,1989

K.Kawakatsu,K.Nishimura,M.Kawai,M.Chikuma:Separationanddeterminationoftheophylline

from paraxanthineinhumanserum byreversed-phasehigh-performanceliquidchromatography,Journal

ofpharmaceutical& BiochemicalAnalysis7(8):965-973,1989

川合 満,加藤元一 :干渉低周波と去疾.肺 と心,36(3):235-242,1989

加藤元一,川合 満,村上元康,田中健一-:特集 :急性胃粘膜病変 (AGML)とその周辺一呼吸器疾患一気管

支鴨息を中心に.最新医学,44(10):2070--2074,1989

加藤元一,川合 満 :慢性気管支炎 :治療一気管支拡張薬,図説内科診断治療講座14,気管支鴨息 ･慢性気管

支炎 高橋昭三編 234-237 メジカルビュー社,1989

川合 満,加藤元一 :合併症の処置 :呼吸器疾患,老年消化器病学 三宅健夫編 233-239 金芳堂,1989
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加藤元一,川合 満,村上元康,愈正根,寺村早苗,北 徹,三宅健夫 :呼吸器疾患における胃粘膜病変.

消化器血流の研究-, 5:65-75,1989

川合 満 ･監修 :呼吸器疾患治療薬便覧改訂1989年度版.第日本製薬株式会社,1989

〔第 5回京都大学胸部疾患研究所第一内科合同研究発表会〕(1989.12.16.京都)

近畿地区国療胸部疾患研究会 : (1)国立療養所南京都病院呼吸器科, 2)内科, 3)胸部外科),中谷光-1),池田宣

昭1),中江一郎2),井上修平3),高橋憲太郎3) 他 9施設,近畿地区国療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)

近畿地区国療胸部疾患研究会 :(1)国立療養所南京都病院呼吸器科, 2)内科, 3)胸部外科, 4)京大胸部疾患研究所

第一内科),中谷光一1),池田宣昭1),中江一郎2),井上修平3),高橋憲太郎3) 他 9施設,久世文幸4㌧難治肺結核症

例に対するOfloxacinの臨床効果及び耐性獲得について

神戸市立玉津病院内科 :多田公英,長谷川幹,桜井信男,石井昌生,胃切除既往を有する肺結核症の検討

倉敷中央病院内科 :三宅淳史,横井 徹,松村栄久,石田 直,牌膿癌を初発症状 とした全身播種型 M.Kansasii

症の 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,坂本康子,石原享介,岩崎博

伝,梅田文一,中井 準,肺 クリプ トコッカス症 6例の臨床像について

神戸市立中央市民病院呼吸器内科 :長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博

伝,梅田文一,中井 準,中葉症候群の臨床像および気管支鏡,気管支造影所見の検討

大阪府済生会中津病院呼吸器内科 :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,当院

におけるアス トグラフの臨床的検討一気管支峠息と肺気腫 との比較を中心に一

福岡赤十字病院呼吸器科 :武藤 真,橋本 徹,長谷光雄,山中 晃,清谷哲也,磯和理貴,Swyer-James症

候群の 1例

倉敷中央病院1)内科, 2)検査部 :石田 直1),三宅淳史1),松村栄久1),小谷満寿美2),PIE症候群の BALF中好酸

球の超微形態学的検討

1)国立姫路病院内科, 2)研究検査科 :池上裕美子1),河村哲治1),河南里江子1),中原由紀子1),中原保治1),望月吉

郎1),桂 栄孝2),国立姫路病院における好酸球性肺炎症例 (開胸肺生検例)の検討

倉敷中央病院内科 :松村栄久,三宅淳史,石田 直,過敏性肺臓炎における気管支肺胞洗浄液 と臨床経過につ

いての検討

大阪赤十字病院呼吸器内科 :西坂泰夫,小田芳郎,肺病変よりSjogren症候群の合併が考えられたSLEの 1例

京大胸部研感染,炎症字 :山本 誉,新 Rifamycin誘導体の Mycobacteriaに対する抗菌作用

京大胸部研第一内科 :松井保憲,吸入肺 シンチグラフィーによる粘液線毛輸送能の評価

京大胸部研第一内科 :川合 満,干渉低周波による去疾

和歌山赤十字病院呼吸器科 :小林秀机,西本由佳,杉田孝和,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫,

当科における肺癌骨転移例の検討

天理よろづ相談所病院呼吸器内科 :冨井啓介,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,南部静洋,田口善夫,郡 義

明,種田和清,岩田猛邦,突然致死的な出血を来 した肺癌副腎転移 (出血性副腎転移)の 2例

和歌山赤十字病院呼吸器科 :西山秀樹,西本由佳,小林秀机,堀川禎夫,杉田孝和,鈴木雄二郎,前川暢夫,

切除不能非小細胞肺癌の化学療法における放射線局所照射併用の検討

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,坂本康子,石原享介,岩崎博

信,梅田文一,中井 準,縦隔腫癌の MRI

シンポジウム (肺癌のbed-sideepidemiology)

座長 高橋正治 (京大胸部研腫癌学)

ジンポジス ト

坂東憲司 済生会中津病院
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感染 ･炎症学分野関連施設

〔学 会 発 表〕

1.結 核

中江一郎,池田宣昭,井上修平,高橋憲太郎 :最近の新入院抗酸菌症患者の検討.第63回日本結核病学会近畿

地方会 (1989.6.17.)

多田公英,桜井信男,石井昌生 :胃切除既往 を有する肺結核症例の検討.(同上)

坂本康子,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 :気管支結核症例の臨床的検討.第12回日本気管支学会総会 (1989.7.7.東京)

西坂泰夫,稲葉宣雄,山本 明,壷内 豊,今岡 工,杉山正美,吉川郁子,野井美親,福谷拓也,松本善雄,

佐々木正道,嶋森純史 :癌 を疑わせた結核性潰癌の 1例.第25回日本赤十字社医学会総会 (1989.10.19.秋田)

山鳥英世,池田宣昭,伊藤 公 :排菌患者のマスク着用 とその意義について.第44回国立病院療養所総合医学

会 (1989.10.26.仙台)

中谷光一,池田宣昭,千葉 秀,有田真知子,新実彰男,加藤元一,鈴木克洋,桐谷良一,倉滞卓也,川合

満,久世文章 :早期診断に髄液 ADA測定が有用であった結核性膳膜炎の 1症例.第64回日本結核病学会近畿地方

会 (1989.12.9.京都)

2.腫 療

坂本康子,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 :異所性 ACTH

産性肺小細胞癌の治療経過 と予後について.第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2.18.京都)

高蓋毒朗,岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :

肺小細胞癌にEaton-Lambert症候群およびSIADHをともなった-症例. (同上)

岩崎博信,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,梅田文一,中井 準 :肺癌の予

後からみた性差の意義.(同上)

長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :MMC+VDS十

DDP無効の肺非小細胞癌に対するIFO+ADR+VP16の Pilotstudy.(同上)

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 :肺小細胞

癌に対するCDDP,Etoposide5日間持続点滴療法の試み. (同上)

岩崎博信,冨岡洋海,岡崎美樹,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,梅田文一,中井 準 :IV期非小

細胞肺癌の予後因子.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5.京都)

井上修平,高橋憲太郎,中江一郎,池田宣昭,藤野昇三 :SLXを中心 とする血清中腰癌マーカーの検討.第29

回日本胸部疾患学会総会 (1989.4,7.)

南部静洋,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里,市島国雄,

小橋陽一郎,相原雅典,高橋 浩 :肺癌剖検時肺細菌培養結果からみた肺癌における終末呼吸器感染症の検討.

第63回日本感染症学会総会 (1989.4.20.盛岡)
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井野隆光,沢幡 正,丸井昭吾,田中健一 :N,N'ジアセチルベンジジンの発癌性について.第62回日本産業衛

生学会 (1989.4.30.青森)

長谷川吉則,柴田安宅,中西通泰 :特異な経過をとった肺腺癌の 1例.第25回京都病院学会(1989.6.ll.京都)

中原保治,中原由紀子,松山柴一,西園寺正士,木下晴希,桂 栄孝 :塗抹標本 と洗浄検体 との比較検討一肺

癌症例について-.日本臨床細胞学会第30回総会 (1989.6.16.東京)

三村 純,長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,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 :縦隔に発生 した Pleomorphiclipomaの 1手術例.第63回日本結核病学会近畿

地方会,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17.京都)

長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,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 :軟骨原発軟骨肉腫の 1手術例.(同上)

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 :小腸大腸転移を来

した肺癌の 1例.(同上)

南部静洋,三野真里,弓場吉哲,冨井啓介,田口善夫,郡 義明,種田和清.岩田猛邦,小橋陽一郎,市島国

雄 :間質性肺炎を先行 し,全身性進行性硬化症に合併 した肺癌の-剖検例.(同上)

清谷哲也,磯和理貴,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄,山中晃 :嚢胞壁に発生した肺がんの 1例.第23回日本

肺癌学会北陸地方会 (1989.7.1.富山)

長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :ACTH,Cortisol

異常高値を呈 し多臓器にクリプ トコツカス感染症を合併 した肺小細胞癌の 1例.第51回日本肺癌学会関西支部会

(1989.7.22.大阪)

冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :切除不能

非小細胞肺癌に対するIFOS十VDS+CDDP併用療法のPILOTSTUDY.(同上)

岩崎博信,冨岡洋海,岡崎美樹,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,梅田文一,中井 準 :進行非小

細胞肺癌に対するシスプラチン併用群 と非併用群の治療成績の比較検討.(同上)

長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,庄村東洋 :

縦隔に発生 した巨大なDesmoidTumorの-手術例.(同上)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準.幸 茂男,

宮本 武 :癌性髄膜炎を来 し,Gd-DTPAenhancedbrainMRIで特徴的な所見を示 した肺腺癌の 1例.(同上)

冨井啓介,三野真里,弓場吉野,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,桑田陽一郎,左野

明,黒田康正 :突然致死的な出血%.来した肺癌副腎転移 (出血性副腎転移)の 1例.(同上)

南部静洋,柚木由浩,三野美里,弓場吉哲,富井啓介,田口善夫,描 義明,種田和清,岩田猛邦,小橋陽一

那,市島国雄 :肺癌剖検例における特発性間質性合併例の臨床病理学的検討.第30回日本肺癌学会総会(1989.ll.

10.岡山)

宮井啓介,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦 :肺癌に伴

う心タンポナーデ (癌性心嚢炎)治療の検討.(同上)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺小細胞

癌に対するCDDP,etoposide,5日間持続点滴療法の pilotstudy(同上)

長谷川幹,片上信之,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺非小細

胞癌脳転移例の予後 と放射線脳照射の臨床的意義.(同上)

冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,長谷川幹 :肺癌肝転

移例の臨床的検討.(同上)

岩崎博信,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,坂本康子,片上信之,石原享介,梅田文一,中井 準 :進行非小

細胞肺癌の予後に対するシスプラチン併用療法の意義.(同上)(1989.ll.ll)

坂本康子,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,西内 素,

庄村東洋 :肺非小細胞癌手術例に対する術後 adjuvanttherapyのrandomizedtrial.(同上)

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～和歌山地方の肺癌の特徴 と問題点に関する考察～.(同上)
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西山秀樹,小林秀机,杉田孝和,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫,倉滞卓也,久世文

辛,他 5施設 :切除不能非小細胞癌に対する MVC療法 (MMC,VDS,CDDP)と放射線併用療法の比較試験.

(同上)

石田 直,松村栄久,中村聡人,清谷哲也,小阪真二,和洋 仁,福瀬達朗,玉田二郎 :びまん性悪性中皮腫

様の臨床像を呈 した腎癌肺胸膜転移の 1例.(同上)

中原保治,中原由紀子,望月吉郎,河村哲治,池上裕美子,松山栄一,宮本好博,桂 栄孝 :経皮穿刺細胞診

における検体採取法の検討.(同上)

中原保治,中原由紀子,松山栄一,西園寺正士,木下晴希,桂 栄孝 :肝原発悪性線維性組織球腫 と考えられ

る 1例.日本臨床細胞学会第28回秋期大会,1989.ll.17.横浜 (示説)

細田隆平,小柳津竜樹,柴田美弥,西村尚志,黒田直明,坂東憲司 :悪性胸膜中皮腫 5例の臨床的検討.第64

回日本結核病学会 ･第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9.京都)

平田教至,河村哲治,池上裕美子,河南里江子,中原由紀子,中原保治,望月吉郎,松山栄一,田村忠雄,宮

本好博,桂 栄孝,大川二郎 :アミラーゼ産生肺癌の 1例.(同上)

岩崎博信,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,坂本康子,片上信之,石原享介,梅田文一,中井 準 :肺小細胞

癌の治療成績 (予後からの検討).(同上)

柚木由浩,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,富井啓介,南部静洋,弓場吉哲,三野真里,久須美房

千,市島国雄 :子宮癌の腰痛性微小肺塞栓による呼吸不全を呈 した2症例. (同上)

中西通泰,長谷川吉則,柴田安宅 :Lambert-Eaton症候群をきたした肺小細胞癌の 1例.(同上)

3.感染症 ･炎症

石原享介,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本虞子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :経年的気

管支肺胞洗浄 (BAL)及び肺機能所見からみた夏型過敏性肺炎例の肺障害.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.

4.5.京都)

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里 :本院外来

における慢性下気道感染症症例の検討.(同上)

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,富井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里,市島国雄,

小橋陽一郎,相原雅典 :本院におけるLegionella症の検討.(同上)

西坂泰夫,網谷良一,久世文章,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簾の免疫組織化学的検討.(同上)

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,冨井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里,市島国雄,

小橋陽一郎,相原雅典,唐橋 浩,上野秀雄 :剖検肺におけるレジオネラ症の retrospectivestudy.第63回日本

感染症学会総会 (1989.4.20.盛岡)

中西通泰,長谷川吉則,柴田安宅 :老年者の肺炎.第25回京都病院学会 (1989.6.ll.京都)

冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,石川稔晃 :

当院救急病棟における肺炎症例の検討.第63回日本結核病学会近畿地方会 ･第33回日本胸部疾患学会近畿地方会

(1989.6.17.京都)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,池田貞雄 :

両側多発性小結節影を呈 した肺 クリプ トコッカス症の 1例.(同上)

冨井啓介,大花正也,三野真里,弓場吉哲,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦 :マイコプ

ラズマによる急性細気管支炎の 1例. (同上)

富井啓介,三野真里,弓場吉哲,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,小橋陽一郎,市島国

雄 :急性ループス肺臓炎の 1例,特にその肺 HRCTの経過 と病理所見についての考察,(同上)

杉田孝和,小林秀机,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :当科における膿胸

症例の臨床的検討一胸水中 ADA値,CEA値に関する検討を中心に-.(同上)

冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,小出道夫 :
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蛍光抗体法によって BALF中の菌体を証明 しえたレジオネラ肺炎の 1例.第12回日本気管支学会総会 (1989.7.

7.東京)

国部伸也,西田典数,平田数至,森田基之,河村哲治,河南昌樹,池上裕美子,望月吉郎,松山栄一,田村忠

煤 :マイコプラズマ肺炎に合併 した髄膜脳炎の 1例.第129回日本内科学会近畿地方会第 (1989.9.16.神戸)

国部伸也,西田典数,平田数至,森田基之,河村哲治,河南昌樹,池上裕美子,望月吉郎,松山栄一,田村忠

雄 :マイコプラズマ肺炎に合併 した髄膜脳炎の 1例.第32回日本感染症学会中日本地方会 (1989.10.21.富山)

南部静洋,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,富井啓介,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,小橋陽一

那,市島国雄,相原雅典 :剖検症例における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.(同

上)

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,富井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩 :慢性下気

道感染症におけるエ リスロマイシン (EM)少量療法一長期投与例の検討. (同上)

園部伸也,福間貫造,中原保治,望月吉郎 :マイコプラズマ肺炎に合併 した髄膜脳炎の 1例.第44回国立病院

療養所総合医学会 (1989.10.27.仙台)

久須美房子,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,富井啓介,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛

邦,高橋 豊 :自己免疫性溶血性貧血に合併 した肺 クリプ トコッカス症の一例.第130回日本内科学会近畿地方会

(1989.ll.25.京都)

永野 純,坂本康子,大村 崇,冨岡洋海,岡崎美樹,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :集検で発

見 された原発性肺クリプ トコッカス症の 1例.第64回日本結核病学会近畿地方会 ･第34回日本胸部疾患学会近畿

地方会 (1989.12.9.京都)

三野真里,岩田猛邦,郡 義明,田口善夫,冨井啓介,南部静洋,弓場吉哲,久須美房子,柚木由浩 :ARDSを

呈 したマイコプラズマ肺炎の 1例.(同上)

西坂泰夫,小田芳郎,稲葉宣雄,小味測智雄,留守信興 :食道一気管支癌による肺膿癌の 1例. (同上)

4.気管支嘱息 ･アレルギー

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :ステロイ

ド依存性晴息患者に対するTroleandomycin(TAO)少量投与の臨床的検討.第29回日本胸部疾患学会総会(1989.

4.6.京都)

石原享介,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :外来通院

患者におけるC2刺激剤定期吸入の処方変更.第63回日本結核病学会近畿地方会 ･第33回日本胸部疾患学会近畿也

方会 (1989.6.17.京都)

河南里江子,河村哲治,池上裕美子,国都伸也,平田教至,中原保治,中原由紀子,望月吉郎,松山栄一,田

村忠雄 :興味ある経過を示 したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の一例. 日本胸部疾患学会第33回近畿地

方会 (1989.6.17.京都)

坂本康子,大村 崇,永野 純,富岡洋海,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 :当科におけるアスピリン棉息症例の臨床像について.第64回日本結核病学会近畿地方会 ･第34回日本

胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9.京都)

津谷泰夫,石原享介,藤村直樹,中島明雄,川崎美栄子 :パネル ･ディスカッション ｢慢性棉息の治療 と管

理｣. (同上)

5.そ の 他

田中健一,朝枝哲也,尾池達也,藤村敬子,竹本由利子,平松智之,井上みあき,山田親久,吉田克己 :集団

健診で観察 された血清総 コレステロール値の母集団による変化. 日本総合健診医学会第17回大会(1989.2.4.岐

阜市)

坂本康子,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,



平成 2. 3 - 39

桜井信男,石井晶生 :在宅酸素療法施行患者の心理的背景に関する検討.第29回日本胸部疾患学会総会(1989.4.

6.京都)

南部静洋,弓場吉哲,三野真里,久保嘉朗,冨井啓介,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,高橋 豊,

小橋陽一郎,市島国雄 :剖検症例からみた転移性肺胞石灰化症の臨床的背景 と病理組織学的病変の検討.(同上)

富井啓介,三野真里,弓場吉哲,久保嘉朗,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,高北晋-

レ線上慢性副鼻腔炎所見を認めない気管支拡張症の検討.(同上)

郡 義明,三野真里,弓場吉哲,久保嘉朗,南部静洋,冨井啓介,田口善夫,種田和清,岩田猛邦,小橋陽一

那,市島国雄 :BOOP自験 5例の臨床的検討. (同上)

朝枝哲也,田中健一,今井敏明,尾池達也,高島秀樹,吉田克己,乾 修然 :HDLコレステロールと肥満(第

2報)企業規模による変動について.第62回日本産業衛生学会 (1989,4.29.青森市)

尾池達也,西川正明,佐野元一,朝枝哲也,田中健一,吉田克己,乾 修然 :企業規模による血清コレステロ

ール値の変動について.(同上)

田中健一,朝枝哲也,佐藤良夫,橘 宏,山田親久,吉田克己,乾 修然 :主婦健康診断において観察され

た血清脂質の変化について. (同上)

千原久幸,黒田直明,坂東憲司 :気管支結石症の 3手術例.第 5回日本呼吸器外科学会 (1989.5.25.大津)

田村忠雄,河南昌樹,河村哲治,島崎洋一,森田基之,西田典数,国都伸也,平田教至 :糖尿病性腎症におけ

る24時間血圧値の変動 と降圧治療の意義.日本腎臓学会第19回西部部会 (1989.6.2.大津)

河南昌樹,森田基之,嶋崎洋一,中原由紀子,中原保治,望月吉郎,門屋 誠,松山栄一,田村忠雄 :睡眠時

無呼吸の改善 と共に軽快 した多彩な不整脈の 1例.第67回日本循環器学会近畿地方会 (1989.6.3.大阪)

西村尚志,福本敦子,熊谷直和,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司,脇田 昇,千原久幸,泉春暁,桐谷良一,

北市正則 :自然気胸で発症 し,TBLBで診断しえた PulmonaryLymphangiomyomatosisの一例.第33回日本胸

部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17.京都)

望月吉郡,平田教至,国都伸也,嶋崎洋一,河村哲治,森田基之,池上裕美子,河南里江子,中原由紀子,中

原保治,松山栄一,田村忠雄,桂 栄孝 :ステロイドが著効 したびまん性肺疾患の 1例.(同上)

中西通泰,長谷川吉則,柴田安宅 :肺炎部から全肺野にひろがった気管支拡張症の 2例,その長期観察.(同上)

西坂泰夫,小田芳郎,稲葉宣雄,大谷友子,田辺正博,佐々木正道 :上咽頭粘膜にも浸潤 を認めた腰痛型筋

Sarcoidosisの1例. (同上)

河村哲治,平田教至,国都伸也,嶋崎洋 -,森田基之,池上裕美子,河南里江子,河南昌樹,中原由紀子,中

原保治,望月吉郎,門屋 誠,松山柴一,田村忠雄 :睡眠時無呼吸の改善 と共に不整脈の改善をみた睡眠時無呼

吸症候群の 1例. (同上)

嶋崎洋一,平田教至,国吉馴中也,河村哲治,森田基之,池上裕美子,河南里江子,河南昌樹,中原由紀子,中

原保治,望月吉即,門屋 誠,松山柴一,田村忠雄 :咳q軟失神の 1例.(同上)

池上裕美子,河村哲治,河南里江子,中原由紀子,中原保治,望月吉郎,松山栄一,桂 栄孝,網谷良一,鈴

木康弘 :頻回の肺洗浄に対 し,再発 ･難治化傾向を示した肺胞蛋白症の 1例. (同上)

小柳津竜樹,西村尚志,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司 :肺野異常陰影で発見された原発性マクログロブリン

血症の一例.第128回日本内科学会近畿地方会 (1989.6.24.大阪)

中原由紀子,森田基之,河南昌樹,池上裕美子,中原保治,福間貫造,久保義朗,松山柴-,田村忠雄,桂 栄

孝 :骨髄線維症経過中に気づかれた遊走牌の 1例.(同上)

黒田直明,縄田隆平,坂東憲司,千原久幸,倉滞卓也 :気管支結石症の臨床的検討.第12回日本気管支学会総

会 (1989.7.7.東京)

長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本庸子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :中葉症候

群の臨床像および気管支鏡所見の検討.(同上)

久保明美,池上裕美子,松山柴一,田村忠雄 :Stevens-Johnson症候群に発症 した巨赤芽球性貧血.第51回日

本血液学会近畿地方会 (1989.7.8.天理)

石田 直,中村聡人,清谷哲也,福瀬達朗,和洋 仁,玉田二郎 :Heerfordt症候群の 1例.第24回日本胸部疾

患学会中国四国地方会 (1989.7.14)
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石田 直,西本 弘,中村聡人,清谷哲也,福瀬達朗,和洋 仁,玉田二郎 :敗血症,牌膿癌の合併が疑われ

た多発性肺動静脈庫の 1例. (同上)

河村哲治,中原保治,望月吉郎,桂 栄孝 :最近 3年間に施行された経皮的肺針生検糸田胞診165例の検討.第44

回国立病院療養所総合医学会 (1989.10.27.仙台)

森田基之,河南昌樹,中原保治,門屋 誠,松山栄一,田村忠雄 :Verapamil,propranolol併用が有効であっ

た運動で誘発される速遅型 PSVTの 1例.(同上)

池上裕美子,河村哲治,望月吉郎,桂 栄孝 :国立姫路病院における好酸球性肺炎症例 (開胸肺生検例)の検

討. (同上)

望月吾郎,嶋崎洋一,河南昌樹,松山栄一,田村忠雄 :咳轍失神の 1例.(同上)

平田教至,久保明美,望月吾郎,松山栄一,田村忠雄 :不明熱12例の臨床的検討.(同上)

佐野元一,藤村敬子,山崎実世,朝枝哲也,山田親久,田中健一 :専業主婦に観察された血清脂質の変化.第

30回日本人間 ドック学会 (1989.8.24.東京)

磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :Castleman'sdiseaseの 1例.第36回日本結

核病学会 ･第25回日本胸部疾患学会 ･第10回日本気管支学会 合同北陸地方会 (1989.ll.4.新潟)

橋本 徹,磯和理貴,清谷哲也,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :好酸球性肺炎の 4例.(同上)

清谷哲也,磯和理貴,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :肺文画症を伴わない左肺底動脈体動脈起始

症の 1例.(同上)

武藤 真,磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,山中 晃,長谷光雄 :Swyer-James症候群の 1例.(同上)

山根英之,朝枝哲也,田中健一 :風景描画法を用いた新入社員教育.第29回近畿産業衛生学会(1989.ll.ll.京

都)

中谷光一,池田宣昭,橋本尚子,山口理世,加藤元一,桐谷良一,倉津卓也,川合 満,久世文章 :肝硬変症

における異常肺血管チャンネルの存在が原因と考えられた低酵素血症の 2例.第130回日本内科学会近畿地方会

(1989.ll.25)

石田 直,松村栄久,福島正樹, 日下昌平 :縦隔内進展を呈 した慢性甲状腺炎の 2例.第61回日本内科学会中

国四国合同地方会 (1989.ll.26)

河南昌樹,森田基之,平井謙造,吉本健朗,河村哲治,河南里江子,中原由紀子,中原保治,門屋 誠,松山

柴-,田村忠雄,松森 昭 :家族内発症を示 した左室拡張 と心収縮力低下を伴 う肥大型心筋症の二症例.第68回

日本循環器学会近畿地方会 (1989.12.9.京都)

河南昌樹,森田基之,平井謙造,吉本健朗,河南里江子,久保明美,中原保治,門屋 誠,松山柴-,田村忠

雄,松森 昭 :ARVDを呈 した PSSの一例.(同上)

冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,薗 潤,

庄村東洋 :術前診断にMRIが有用であった気管支嚢胞の 1例.第64回日本結核病学会近畿地方会･第34回日本胸

部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9.京都)

鈴木雄二郎,小林秀机,杉田孝和,南方良章,堀川禎夫,西山秀樹,前川暢夫 :基礎肺疾患をもたない暗血症

例の検討.(同上)

南方良章,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 :心停止で発見された睡眠時無

呼吸症候群の一例.(同上)

冨井啓介,柚木由浩,久須美房子,三野真里,弓場吉哲,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛

邦,八田和大 :長期酸素投与が肺高血圧を著明に改善 したと考えられるMCTDの 1例.(同上)

弓場吉哲,柚木由浩,久須美房子,三野真里,富井啓介,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛

邦,黄青龍,北野司久 :心膜気腫にて発症 した心嚢欠損の 1例.(同上)

郡 義明,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,富井啓介,南部静洋,田口善夫,種田和清,岩田猛邦,小橋陽一

那,市島国雄,網谷長一,望月吉郎 :発症後22年の経過で呼吸不全,肝不全にて死亡 した好酸球性肉芽腫の 1例
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〔研究会 ･講演会〕

2.腫 痛

西山秀樹,小林秀机,杉田孝和,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫 :Adjuvantsurgery

を施行 した肺小細胞癌の 1例.和歌山肺癌研究会 (1989.1.和歌山)

南部静洋,三野真里,弓場吉哲,久保嘉朗,青井啓介,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,相原雅典,

高橋 浩,小橋陽一郎,市島国雄 :肺癌剖検例における肺細菌培養症例の検出菌 と臨床的背景について.第 4回

奈良県感染症研究会 (1989.2.4.奈良)

長谷川幹,冨岡洋海,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :当科にお

ける原発性肺癌に対する非観血的治療の臨床研究について.神戸市中央区医師会第100回記念学術集談会 (1989.

3.25.神戸)

多田公英,桜井稔泰,桜井信男,石井晶生,冨岡洋海,坂本康子,石原享介,中井 準 :肺腺癌経過中に生 じ

た気管支炎症性ポ リープの 1例.第36回近畿気管支鏡懇話会 (1989.3.30_大阪)

冨岡洋海,有田大作,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,

那須通寛,岡田行功,庄村東洋 :骨 シンチグラムにて集積を認めた巨大過誤腫の 1例.第44回兵庫県肺癌懇話会

(1989.6.21,神戸)

岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :職業性石

綿暴露 との関連が示唆 された悪性胸膜中皮腫の 3例.第12回京阪神呼吸器疾患勉強会 (1989.7.13.大阪)

鈴木雄二郎,東 義人,後藤喜美子,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 :BAGにて ｢メロンの皮の網 目状｣の血管増生 を認めた転移性肺癌の 1例.第37回近畿気管支鏡懇話会

(1989.7.27.大阪)

鈴木雄二郎,東 義人,小林秀机,杉田孝和,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,西山秀樹,前川暢夫 :肺癌脳

転移症例の検討.和歌山肺癌研究会 (1989.7.29.和歌山)

中原保治,松山栄一,田村忠雄,糸氏英一郎,前田-憲,桂 栄孝 :肝癌術後 AFP上昇 とともに胸 レ上多発性

結節影がみられ,UFT投与後一時的に改善 した 1例.第二回西播地区経 口抗癌剤研究会 (1989.9.30.姫路)

磯和理貴,橋本 徹,清谷哲也,武藤 真,山口 晃,長谷光雄 :小腫癌状陰影 を呈 した肺癌の 5例.福井県

胸部疾患研究会 (1989.ll.26.福井)

小滞 睦,冨岡洋海,岡崎美樹,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準,宮本 覚,庄村東洋 :

胸部単純X線写真上多発性塊状陰影を認め化学療法が奏功 し,腫癌摘出術 を施行 した転移性肺癌の一例.第45回

兵庫県肺癌懇話会 (1989.ll.29.神戸)

縄田隆平,小柳津竜樹,柴田美弥,西村尚志,黒田直明,坂東憲司 :気管及び気管支内に多発性の結節を認め

た悪性 リンパ腫の一例.第38回近畿気管支鏡懇話会 (1989.12.8.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 :縦隔腫癌

の MRI.第13回京阪神呼吸器疾患勉強会 (1989.12.14.大阪)

3.感染症 ･炎症

杉田孝和,小林秀机,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :当科における膿胸

症例の検討.和歌山感染症研究会 (1989.2. .和歌山)

岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.大阪市福島区医師会 (1989.2.16.大阪)

岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.橿原市医師会 (1989.5.25,橿原市)

岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.姫路市医師会 (1989.6.29.姫路市)

岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.岸和田市医師会 (1989.7.6.岸和田市)

古川元庸,松尾孝彦,坂東憲司 :フロリー ドF注400mgに反応せず2000mgにて著効を示 した,右腎癌免疫･化学

療法後に併発 した肺真菌症の一例.MRC関西地区大会フロリー ドF注研究会 (1989.7.22.大阪)
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岩田猛邦 :びまん性汎細気管支炎の開胸生検例の検討.厚生省特定疾患びまん性肺疾患研究調査斑 ワークショ

ップ (1989.7.26.岩手県松尾村)

東 義人,後藤善美子,小林秀机,杉田孝和,南方良章,新実彰男,掘川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川

暢夫 :BAI後,気管支結核類似の潰癌形成を認めた 1症例.第37回近畿気管支鏡懇話会 (1989.7.27.大阪)

岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.宇治市医師会 (1989.9.6.宇治市)

冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :当院にお

けるⅠIP入院からみた急性増悪 と予後.第41回間質性肺疾患研究会 (1989.ll.17.東京)

三野真里,郡 義明,岩田猛邦,種田和清,田口善夫,富井啓介,南部静洋,弓場吉哲,柚木由浩,小橋陽一

那,市島国雄 :flu-likesymptom より急性増悪を呈 した UIPの一例. (同上)

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,青井啓介,弓場吉哲,三野真里,柚木由浩 :慢性下気

道感染症の EM 療法一長期投与例の検討.第21回奈良呼吸器疾患研究会 (1989.ll.18.奈良)

岩田猛邦 :びまん性汎細気管支炎 と気管支拡張症 シンポジウム "エ リスロマイシンは何故 DPBに効 くのか"

(1989.ll.25.京都)

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,富井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里 :慢性下気

道感染症の EM 療法.厚生省びまん性肺疾患研究斑斑会議 (1989.1.27.東京)

富井啓介,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 :慢性副鼻

腔炎のない気管支拡張症の検討.第10回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.1.28.東京)

岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.大阪市生野区医師会 (1989.12.6.大阪)

杉田孝和,小林秀机,南方長章,堀川禎夫,鈴木雄二郎,西山秀樹,前川暢夫 :気管支鏡にて可視範囲に真菌

球を認めた二症例.第38回近畿気管支鏡懇話会 (1989.12.8.大阪)

4.気管支嘱息 ･アレルギー

田中健一,川合 満 :2-4TDIによるアレルギー性疾患モデル.第 9回気道分泌研究会 (1989.2.25.京都)

田中健一 :TDIによる鼻アレルギーモデル,第62回日本産業衛生学会職業アレルギー研究会 (1989.4.28.育

蘇)

河南里江子,平田教至,国都伸也,河村哲治,池上裕美子,河南昌樹,中原由紀子,中原保治,望月吉郎,松

山栄一,田村忠雄 :エ リスロマイシンが奏功 した難治性アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の一例,第 4回

兵庫 ･免疫アレルギー研究会 (1989.10.7.神戸)

石原享介,中井 準 :難治性気管支瑞息例の標準的治療法 としてのP2刺激剤 (+BDI)定期吸入療法の可能

悼.(同上)

5.そ の 他

田中健一 :職場のメンタルヘルス.京都市職員局安全衛生研修会 (1989.2.13.京都)

山田勝彦,西村尚志,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司 :数年の胸部びまん性陰影を呈 した後,呼吸困難 と湿性

咳吸が出現 した一例.第44回びまん性肺疾患研究会 (1989.2.18.大阪)

石田 直,西本 弘,中村聡人,清谷哲也,福瀬達郎,和洋 仁,玉田二郎 :発熱を主訴 とし多発性の陰影を

呈 した 1例.第33回岡山胸部疾患懇話会 (1989.2.21)

田中健一 :労働者の健康保持増進対策について.京都市上産業保健連絡協議会 (1989.2.23.京都)

縄田隆平,西村尚志,熊谷直和,川島敦子,黒田直明,坂東憲司 :最近経験 した気管支結石症の 3例一気管支

鏡下結石摘出を施行 した 1例を中心 として-.第36回近畿気管支鏡懇話会 (1989.3.30.大阪)

岩田猛邦 :胸部 Ⅹ-Pの読影.宇陀郡医師会胸部X線読影会 (1989.5.13.宇陀郡榛原町)

望月吉郎 :びまん性肺疾患について.第69回姫路臨床懇話会 (1989.5.16.姫路)

橋本 徹,磯和理貴,清谷哲也,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :好酸性肺炎の 3例.北陸呼吸器疾患懇話会

(1989.5.20.福井)
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弓場吉哲,三野真里,久保嘉朗,冨井啓介,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,小橋陽 一

那,市島国雄 :ステロイドに反応 したびまん性肺疾患の一例.第45回びまん性肺疾患研究会 (1989.6.3.大阪)

中村聡人,石田 直,松村栄久,清谷哲也,福瀬達郎,小阪真二,玉田二郎 :CT上比較的境界鮮明な多発性浸

潤影を呈 した 1症例.第34回岡山胸部疾患懇話会 (1989.8.29)

有田大作,石原享介,前田健司,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,坂本康子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :

比較的無症状でびまん性肺陰影を呈 した中年の-症例.第46回びまん性肺疾患研究会 (1989.9.9.大阪)

中原由紀子,河南昌樹,中原保治,松山柴一,田村忠雄,西平友彦,大西 慧,石井一成,桂 栄孝 :大腸癌

検索中に発見された偽性バーター症候群の 1例.第20回国立病院 ･療養所内分泌代謝同好会 (1989.10.25.仙台)

三野真里,郡 義明,岩田猛邦,種田和清,田口善夫,冨井啓介,南部静洋,弓場吉哲,柚木由浩,小橋陽一

那,市島国雄 :本院における肺好酸球肉芽腫症 5例の検討.第 1回京滋呼吸器懇話会 (1989.ll.4.京都)

長谷光雄 :当科における最近の呼吸器症疾患.大野 ･勝山医師会勉強会 (1989.ll.15.大野市)

坂本康子,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,石井晶生 :在宅酸素療法施行患者の心理的背景に関する検討.第 1回兵庫県呼吸不全懇話会(1989.ll.

24.神戸)

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 :労作時呼

吸困難で発症 し,CEAの異常高値を認めたびまん性肺疾患の 1例.第47回びまん性肺疾患研究会(1989.12.2.大

阪)

南部静洋,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,冨井啓介,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛邦,小橋陽一

那,市島国雄 :労作時呼吸困難,関節痛を主訴 とし胸部レ線上異常陰影を認めた一例.(同上)

田中健一 :今成人病について考える,中小企業同友会カレッジ.(1989.12.13.京都)

〔誌 上 発 表〕

1.結 核

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,黒田康正 :

非定型抗酸菌症を初発症状 としたWilliams-Campbell症候群の成人例 と考えられる 1例.日本胸部疾患学会雑

誌,27(4):518-522,1989

池田宣昭 :肺結核の現状 PharmaMedica. 7(10):4ト47,1989

2.腫 痛

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,太田安英 :小腸大

腸転移をきたした肺癌の 1例一日検例および本邦報告例の検討-.和歌山医学,40(4)

種田和清 :原発性肺癌剖検例の組織学的検討第一部肺癌の組織型別転移傾向.京大胸部研紀要,21(1.2.令

併号):17-28,1989

種田和清 :原発性肝癌剖検例の組織学的検討第二部臨床的組織診断の適合性.同上,21(1,2):29-32,1988

3.感染症 ･炎症

久世文章,倉滞卓也,坂東憲司 :各種呼吸器感染症に対する BMY-28100の臨床的検討.Chemotherapy,37(S

-3):355-360,1989

石原享介,冨岡洋海,長谷川幹,岡崎美樹,片上信之,坂本康子,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :慢性呼吸

不全に陥った夏型過敏性肺炎例.日本胸部疾患学会雑誌,27(ll):1355-1361,1989

小出道夫,宮田 勉,貫名正文,寺本忠司,仲西寿男,神木照雄,梅田文一,中井 準 :シャワーホースから
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分離 され た Legionellaの増殖 を支持 す るPseudomonasvesicularisの 1菌株.感 染 症学 雑誌,63(10):

1160-1164,1989

望月吉郎 :ニューモシスチス ･カリニ肺炎 今日の治療指針1989年版.医学書院 東京,p277,1989

望月吉郎,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫,南部静洋,富井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,市島国雄,

小橋陽一郎,相原雅典,高橋 浩 :いわゆる末期肺炎の剖検肺における検討. 日本胸部疾患学会雑誌,27(3):

310-316,1989

岩田猛邦,郡 義明 :院内感染 サイ トメガロウイルス ･カリニ肺炎の発症要因 と治療.臨床医,15(2):

40-43,1989

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,宮井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里 :慢性下気

道感染症の EM 療法- 長期投与例の検討- 厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究斑.昭和63年度報告

書,p148-150,1989.3.

田口善夫,郡 義明,岩田猛邦,相原雅典 :レジオネラ症.現代医療,21(9):2692-2697,1989

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,南部静洋,久保嘉朗,相原雅典,市島国雄,小橋陽一郎,Seminar:症例(65)

Legionellabozemanii激症肺炎の 1例.感染症,19(2):80-83,1989 藤沢薬品刊

池田宣昭,山鳥英世,森 一滴,松本鉄也,中江一郎,鈴木 元,藤野昇三,井上修平,末広 豊,永井 覚,

伊藤公一 :呼吸器感染症に対するCeftazidime(CAZ)の臨床的検討 AmtibioticsandChemotherapy(化学

療法の領域).5(3):107-116,1989

5.そ の 他

石原享介,長谷川幹,坂本康子,中井 準,石井晶生 :在宅酸素療法施行例の心理的精神医学的背景 と,その

予後からみた肺移植の可能性.京大胸部研紀要,22(1, 2):58-64,1989

冨岡洋海,田中栄作,網谷良一,久世文章,佐藤宏昭,中村 -,高橋晴雄 :耳鼻科的アプローチをも含めた

慢性気道疾患の臨床的検討.日本胸部臨床,48(12):987-993,1989

中井 準 :気胸 ･今日の治療指針.1989,分担執筆298頁 医学書院,1989.2.15発行

石田 直,森田基之,河南昌樹,中原由紀子,中原保治,田中 昌,牛田仲-,門屋 誠,松山柴一,田村忠

雄,藤原久義 :好酸球性心筋炎等多彩な症状を呈 したhypereosinophiticsyndromeの 1例.呼吸と循環,37(8):

909-913,1989

田村忠雄,石田 直 他 1名 (清水澄太):急性腎炎症候を呈 したIgA腎症の 1症例.姫路市医師会報,No.

225,1989.ll

松山栄一,河南昌樹,森田基之,河南理江子,池上裕美子,中原由紀子,田村忠雄,高田充隆,山本雅彦 :TDX

Aprindineの臨床的有用性.ProgressinMedicine,9(1):219-224,1989

田中健一,朝枝哲也,尾池達也,竹本由利子,平松智之,井上みあき,山田親久,吉田克己 :集団検診で観察

された血清総コレステロール値の母集団による変化. 日本総合健診医学会誌,16(2):142,1989

田口善夫,岩田猛邦,種田和清,望月吉即,郡 義明,南部静洋,久保嘉朗,北野司久,辰己利明,市島国雄,

小橋陽一郎 :Sarcoidosis発症10年後 mycetoma形成に伴 う大略血を外科療法にて救命 し得た 1例.日本胸部臨

床,47(5):439-443

岩田猛邦 :内科治療ガイ ド- 呼吸器疾患 気管支拡張症.MedicalPractice,Vol.6臨時増刊号,190-192

岩田猛邦 :呼吸器内科 医学生のための卒後進路ガイダンス.金芳堂,1989,p92-93

郡 義明 :一般内科 医学生のため卒後進路ガイダンス.金芳堂,1989,p86-87

郡 義明,岩田猛邦 :びまん性肺疾患の画像診断 臨床診断の進め方.胸部画像診断の要点 メジカ/レビュー

社,p24-32,1989
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斬 免 疫 学 分 野 〔学 会 発 表〕
～

Katsura,Y.,Gyotoku,J.,Watanabe,Y.:A thymicstromal celllinewhichsupportsthegenerationof

helperTcellsubset.TheThymus.HistophyshilogyandDynamicsintheImmueSystem.(Kerkrade.1989.

4.)

Katsura,Y.,Gyotoku,J"Matsuda,0.,Watanabe,Y.:AnalysisofTcelldifferentiationbytransferring

cellsintoorganculturedfetalthymuswithamicroinjector.TheThymus.HistophyshilogyandDynamics

inthelmmueSystem.(Kerkrade.1989.4.)

卑 写/ 桂 義元 :胸腺におけるT細胞分化の機構.第 8回胸腺研究会,(1989･5･)

Fujimoto,S.,Morimoto,T.,Katsura,Y∴IdentificationofTcellreceptor♂geneenhancerelements.7th

〔)

()

(/I

()

InternationalCongressoflmmunology. (Berlin.1989.7.)

Gyotoku,J"Watanabe,Y.,Matsuda,0.,Katsura,Y.:AnalysisofTcelldifferentiationbytransferring

cellsintoorganculturedfetalthymuswithamicroinjector.7thlnternationalCongressoflmmunology.

(Berlin.1989.7.)

Iwai,KHTsubata,T.,Katsura,Y.,Kumagai,S.,Imura,H.:StudyoffrequenciesinprecursorcellsoflgG

classanti-DNA antibodyproducingcellsofnormalandlupusmice.7thInternationalCongressoflm-

munology. (Berlin.1989.7.)

(,Watanabe,YHGyotoku,JHKatsura,Y.:A thymicstromalcelllinewhichsupportsthegenerationof

helperTcellsubset.7thInternationalCongressoflmmunology.(Berlin.1989.7.)

Kamio,M"Uchiyama,T.,Hori,T"Onishi,R.,Ishikawa,T.,Itoh,K"Teshigawara,K.,Uchino,H.:A

monoclonalantibody(2R-B)apparentlyrecognizingβchain(p70)ofhumaninterleukin2receptor.7th

InternationalCongressoflmmunology. (Berlin.1989.7.)

Mori,M"Yoshikai,Y"Kannagi,R.,Hosono,M.,Kuribayashi,K"Masuda,T.:Parentalcellautoantigens

andautoantibodiesinvolvedinneonatalthymectomyinducedmurineautoimmunegastritis.7thInter-

nationalCongressoflmmunology. (Berlin.1989.7.)

藤本真慈,行徳淳一郎,Gem eraadW.,勅使河原計介,E卜FarrashM.,原田信志,桂 義元 :アンチセンス

RNAによるHIV感染に対する抵抗性賦与の試み.エイズ研究会第 3回学術集会,(1989.7.)

細野正道,稲葉宗夫,稲葉カヨ,行徳淳 一郎,桂 義元 :新生仔胸腺での免疫寛容誘導 ･MIs-18に対する寛容

を誘導する造血幹細胞由来細胞の非特異性.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

善納辰夫,桂 義元,Ⅰ.LWeissman:胸腺及び骨髄由来ス トローマ細胞 とリンパ球 との細胞間相互作用の機

構.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

藤本真慈,森本武志,_竹下 淳,山岸秀夫,桂 義元 :T細胞レセプター ∂鎖領域の DNaseI高感受性部位.

第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

行徳淳一郎,渡部良広,桂 義元 :胸腺内における最 も未熟なT前駆細胞.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

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 T細胞 トレランス機構の解析.第19回

日本免疫学会総会,(1989.ll.)

渡部良広1苫名 充,須藤哲央,松田 修,桂 義元 :T系列細胞の分化増殖におけるIL-7の役割.第19回日

本免疫学会総会,(1989.ll.)

苫名 充,渡部良広,須藤哲央,松田 修,井手山晋,行徳淳一郎,桂 義元 :胸腺ス トローマ細胞株 TSt-4

の T細胞分化支持能の解析.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

W.Gem eraad,藤本真慈,行徳淳一郎,原田信志,勅使河原計介,桂 義元 :アンチセンスRNA によるエイ

ズウイルス増殖の抑制.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

岩井一宏,鍔田武志,桂 義元,熊谷俊一一,井村裕夫 :IgG抗 DNA抗体産生前駆 B細胞の解析.第19回日本

免疫学会総会,(1989.ll.)



- 46- 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1, 2号

稲葉宗夫,細野正道,稲葉カヨ,足立 靖,南後健一,村松 繁,池原 進 :マウス胸腺中に存在するB細胞

の生物学的意義ⅠⅤ.MIs-MLRにおける刺激活性 と免疫寛容誘導能の検討.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

花田敬吾,細川友秀,細野正道,加藤秀樹,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 ⅠⅠ.-ルパー T細胞機能低下の遺伝的解析.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

森由美子,細野正道,加藤秀樹,吉川義顕,伊藤恭子,神奈木玲児,栗林景容,増田 徹 :RecombinantInbred

系マウスを用いた実験的自己免疫性胃炎発症機構の解析.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

伊藤恭子,森由美子,吉川義顔,神奈木玲児,細野正道,栗林景容,増田 徹 :実験的自己免疫性胃炎発症に

おけるT細胞サブセットの動態 とTCRの解析.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)

光岡明夫,花田敬吾,細野正道,細川友秀,松下隆寿,小岸久美子,馬場満男,細川昌則,竹田俊男 :老化促

進モデルマウス (SAM)の invivoの免疫応答能 ･加齢に伴 う急速な免疫機能低下の糸田胞レベルでの解析.第13

回日本基礎老化学会,(1989.ll.)

〔誌 上 発 表〕

u watanabe,Y･,Gyotoku,J-Katsura,Y･:AnalysisofthedevelopmentofTcellsbytransferringprecursors
intoculturedfetalthymuswithamicrolnjector.Thymus.13:57-71,1989.

JoOgawa,M.,Ikuta,KリKatsura,Y.,Nishikawa,S∴StepwiseprogressionofBcellmalignancy occuredin

abonemarrowstromalcel卜dependentpre-Bcellclone.Leukemia.13:282-288;1989.

し- Okazaki,H･･Ito･M･,Sudo,T.･Hattori,M･,Kano,S･,Katsura,Y･,Minato,N･:IL-7promotesthymocyte
proliferationandmaintainsimmunocompetentthymocytesbearingαβorγ♂T-cellreceptorsinvitro:

synergism withIL2･JIImmunoll143:2917-29_22,.1989･

J Gyotoku,∫.,Hosono,M.,Ideyama,S.,Katsura,Y.,Katoh,H.:Newrecombinantinbredstrains.Mouse

NewsLetter.85:8-9,1989.

J Hos㊨ a,T･･Aoike,.A･,Hosono,M･,Motoi,S･･Ka-ai一K･‥StudiesonB-cell-e-ory･IV･Effectsof
lipopolysaccharideonprlmayandsecondaryantibodyresponsestoT-independentType-2(Tト2)antigens

inmice.Microbiol.Immunol.33:941-949,1989.

∨ Hanada,K.,Hosono,M.,Hosokawa,T.,Chen,W.-a,Tsuboyama,T.,Takeda,T.:Ⅰmmuneresponsesin

newlydevelopedshort-livedSAM mice.1ⅠⅠ.GeneticcontrolofdefectivehelperT-cellactivityininvitro

prlmaryantibodyresponse.Immunology.68:540-546,1989.

UAdachi,M･,Ryo,R･･Yoshida,A･,Teshigawara,K･,Yamaguchi,N･･Hoshijima,M･･Takai,Y･,Sato,T･=
Elevationofintracellularcalucium ionbyprostaglandinElanditsinhibitionbyproteinkinaseCina

humanmegakaryocyteleukimiacellline.CancerResearch,49:3805-3808,1989.

桂 義元 :T細胞の分化 とセルフトレランス.臨床免疫,21:1030-1043,1989.

細野正道 :自己 トレランスの成立機序.臨床免疫,21:1092-1108,1989.

細野正道 :T細胞 レパー トリーに与える自己 トレランスの影響.臨床免疫,21:1640-1647,1989.

勅使河原計介,多賀谷温 :サイ トカインレセプターの解析.Medicallmmunology,18:419-424,1989.

鰍 ,桂 義元 :サプレッサー T細胞の抗原レセプター.医学のあゆみ,145:813,1989.

宮坂昌之,桂 義元 :胸腺細胞の初期分化 とmigration.AnnualReview免疫 1989,p.1-9,1989.

臨 床 生 理 学 分 野

〔学会 ･研究会発表〕

久野健忘 :肺機能検査の新 しいアプローチとその臨床的意義. 第29回日本胸部疾患学会総会,シンポジウム
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(2)司会,(1989.4)

大井元暗,陳 和夫 :シンポジウム 上気道機能 と呼吸器疾患,非挿管下補助呼吸時の上気道機能.第29回日

本胸部疾患学会総会,(1989.4)

三嶋理晃 :シンポジウム(2) 肺機能検査の新しいアプローチとその臨床的意義一 7.オッシレーション換気

力学を中心 として.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4)

陳 和夫,大井元暗,越久仁敬,中村書法,田中恵美子,久野健忘,平井正志,栗山隆信 :睡眠時軽度低酸素

による呼吸刺激 と抑制に関する検討.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4)

田中豊子,三嶋理晃,越久仁敬,佐藤公彦,久野健忘,伊藤春海 :胸部Ⅹ線上,Gaシンチグラフィ陰性であっ

た症例での123Ⅰ-IMP肺シンチグラフィの検討.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4)

松井保憲,網谷良一,久世文章,三嶋理晃,曽我部康之,伊藤春海 :慢性気道疾患における粘液線毛輸送能の

invivoおよび invitroの検討.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4)

福永隆文,川上賢三,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘 :オレイン酸肺水腫における肺血管外水分量 と呼吸イン

ピーダンスの関係.第 1回肺水腫定量法研究会,(1989.4)

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,田中豊子,筒井多圭志,久野健忘 :呼吸器疾患におけるChestFlow とMouth

Flowの位相差について.第 9回京阪神肺機能研究会,(1989.5)

三嶋理晃,福永隆文,田中豊子,久野健忘 :呼吸器疾患におけるChestFlowMouthFlowの位相差について.

第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)

福永隆文,川上賢三,田中豊子,三嶋理晃,久野健忘 :呼吸器疾患患者における気道インピーダンスと1秒率

の有用性の比較.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,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Chest

Flow(Ⅴ ｡.1) と換気 ドライブおよび肺の力学的特性 との関係について.第 4回日本 ME学会秋期大会,(1989.10)

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,田中豊子,筒井多圭志,久野健忘 :呼吸器疾患におけるChestFlow とMouth

Flowの位相差について.第26回日本臨床生理学会総会,(1989.10)

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,田中豊子,筒井多圭志,久野健忘 :COPD症例の初期位相におけるChestFlow

(Ⅴ ｡.1) について.第26回日本臨床生理学会総会,(1989.10)

福永隆文,川上賢三,田中豊子,筒井多圭志,三嶋理晃,久野健忘 :気道インピーダンスの閉塞性障害検査 と

しての有用性.第26回日本臨床生理学会総会,(1989.10)

陳 和夫,福井基成,中村吉法,大井元晴,久野健忘 :過換気症候群患者の呼吸に関する検討.第26回日本臨

床生理学会総会,(1989,10)

Chin,K.,Ohi,M.,Kuno,K:Breathingofhyperventilationsyndromepatientsatrest,thehyperventilation

stageandtheposthyperventirationstage.,Internationalsymposium oncontrolofbreathinganddyspnea.

(Sendai,1989.10)

大井元晴,陳 和夫,福井基成,杉浦直治,王 永毒筆,久野健忘 :非挿管下補助呼吸の適用方法.平成元年度

厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班第 2回総会,(1989.12)

三嶋理晃,杉浦直治,福永隆文,川上賢三,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 (Ⅴ｡,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

班平成元年度第 2回総会,(1989.12)

中村敬哉,中野恭幸,川上賢三,陳 和夫,三嶋理晃,大井元暗,佐藤公彦,久野健忘,北市正則 :胸壁原発

の hemangio-pericytomaの 1例.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

中野恭幸,川上賢三,福永隆文,田中豊子,陳 和夫,大井元暗,佐藤公彦,小椋英司 :壊死性縦隔洞炎の 1

例.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

佐藤公彦 :当教室における肺癌治療成績.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

水野 融 :本院における院内肺炎および嘆下性肺炎についての報告.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)

研究会,(1989.12)

関 剛,西垣正憲 :著明な低酸素血症を呈 し,ステロイ ド大量パ ルス療法が奏効 した ⅠIPの 1症例.第12回臨

床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)
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鍵岡 朗,奥井克治,西坂泰夫,小田芳郎,稲葉宣雄 :Wegener肉芽腫症の 1症例.第12回臨床生理学教室(哩

学呼吸器科)研究会,(1989.12)

水 谷 哲,鍵 岡 均,服 部 登,北 英 夫,藤 田 正 憲 :Relapsing polychondritisを伴 っ たWegener's

granulomatosisの 1例.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

関 剛,西垣正憲 :織物工場従業員にみられた外因性慢性 リポイ ド肺炎 と思われる1症例.第12回臨床生理

学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清 :在宅酸素療法患者における右心カテーテル検査の有用性について.

第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

福井基成,酒井直樹,遠藤和夫,佐川弥之助,川上賢三,佐藤公彦 :気管裂傷の 1例.第12回臨床生理学教室

(理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

宮原 亮,坪井知正,前川豊行,鎌苅邦彦,福田正悟,土肥佳郎 :横隔膜弛緩症 との鑑別が困難であった限局

性胸膜炎の 1症例.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

西川忠男,安田隆三郎,関野 -,木村哲郎,平井正志 :悪性びまん性胸膜中皮腫の2例.第12回臨床生理学

教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,川上賢三,三嶋理晃 :RI bolus注入法によるFirstpass肺循環

動態の検討 (第 3報).第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

石部裕一 :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12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)

研究会,(1989.12)

大成功一 :内科的治療で 2年以上の生存を得た非小細胞肺癌症例の検討.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器

料)研究会,(1989.12)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清 :臨床病期 Ⅰ期非小細胞肺癌症例の検討一手術例を中心に-.第12

回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

安井浩明 :肝におけるインターフェロンの抗癌作用のメカニズム.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研

究会,(1989.12)

藤田正憲 :CanineModelofChronicBronchialInjury:LungMechanicsandPathologicChanges.第12回

臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,杉浦直治,筒井多圭志,田中豊子,久野健忘 :呼吸の計測 と解析-7気道お

よび肺組織胸郭インピーダンス計測.第 1回バイオエンジニアリングシンポジウム :1-D,(1990.1)

大井元晴 :臨床症状 (呼吸 と循環).第 4回睡眠時呼吸異常研究会,(1990.2)

大井元晴 :シンポジウム 肺結核後遺症 ･病態生理の立場から (換気).第65回日本結核病学会,(1990.3)

陳 和夫 :過換気症候群 と低酸素血症.第167回静岡県西部胸部疾患懇話会,(1990.3)

〔国際学 会 発 表〕

Yoshida,H.,Tanaka,Y.,Hirabayashi,M.,Nakagawa,MリKawakami,KリMishima,M.,Kuno,K.:

VerticalDistributionofPulmonaryVascularTransitTime∴XVIWorldCongressonDiseaseoftheChest,

(Boston,1989.ll)

Kawakami,K.,Fukunaga,T.,Tanaka,E.,Mishima,M.,Kuno,K.:AirwayandTissueImpedancein

PulmonaryEdemainDogs∴ⅩVIWorldCongressonDiseaseoftheChest,(Boston,1989.ll)

Fukunaga,T.,Kawakami,K.,Tanaka,E.,Mishima,M.,Kuno,K.:ComparisonofUsefulnessBetween

AirwaylmpedanceandFEVl.0% inPulmonaryDiseasedPatients.:ⅩVIWorldCongressonDiseaseofthe

Chest,(Boston,1989.ll)

Mishima,M.,Kawakami,K"Fukunaga,T.,Tanaka,E.,Kuno,K.:PhaseDifferenceBetweenChestFlow

andMouthFlowinPulmonaryDiseasedPatients.:XVIWorldCongressonDiseaseoftheChest,(Boston,

1989.ll)
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〔誌 上 発 表〕

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.

久野健忘,大井元晴,三嶋理晃,陳 和夫 :肺結核 と呼吸不全.PharmaMedica,10(7):71-82,1989.

大井元暗,陳 和夫,久野健忘,平井正志,栗山隆信 :非挿管下補助呼吸時の上気道機能.日胸疾会誌,28(1):

35-40,1990.

大井元暗,陳 和夫,久野健志 :NasalCPAP ｢AnnualReview,呼吸器｣. 21ト218,1990.中外医学杜

三嶋理晃,田中豊子,川上賢三,吉田 仁,福永隆文,越久仁敬,久野健志 :肺機能の立場からみたRI画像診

断の限界一新 しい検査法の開発-.日胸疾会誌,27(3):267-273,1989.

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,田中豊子,筒井多圭志,久野健志 :オッシレーション換気力学を中心 として.

日胸疾会誌,27(12):1453-1459,1989.

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,田中豊子,筒井多圭志,久野健志 :COPD症例の吸気初期位相におけるChest

Flow (Ⅴ ｡.1) と換気 ドライブおよび肺の力学的特性 との関係について.医用電子 と生体工学,27(2):222,

1989.

三嶋理晃,福永隆文,川上賢三,杉浦直治,筒井多圭志,田中豊子,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):7ト72,1990.

三嶋理晃,福永隆文,越久仁敬,田中豊子,久野健忘 :呼吸器疾患における換気量増加の制限因子 としての胸

郭運動障害の評価.厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班昭和63年度研究報告書,147-152,1989.

Chin,K.,Ohi,M"Hirai,M.,Kuriyama,T.,Sagawa,Y.,Kuno,K.:Breathingduringsleepwithmild

hypoxia.J.Appl.Physiol.67(3):1198-12()7,1989.

陳 和夫,大井元暗,久野健志 :高炭酸ガス血症をともなった慢性呼吸不全症例に対する非挿管下補助呼吸に

関する検討.京大胸部研紀要,22(1.2):50-57,1989.

陳 和夫,大井元晴,久野健忘 :高炭酸ガス血症をともなった慢性呼吸不全症例に対する非挿管下補助呼吸に

関する検討.厚生省特定疾患呼吸不全調査研究班,昭和63年度研究報告書,199-203,1989.

王 永静,大井元晴,陳 和夫,久野健忘,平井正志 :経鼻的持続陽圧呼吸 (nasalCPAP).狭間秀文,佐々

木孝夫編 睡眠時無呼吸症候群の臨床,星和書店,193-199,1990.

臨床生理学分野関連施設

〔学会 ･研究会発表〕

市谷辿雄,弘野慶次郎,坪井裕志,渡辺裕介,申出雅治 :巨大ブラと気道 との交通についてFRCB｡X-FRCH｡の

値 と133Xeによる換気シンチグラフィーの検討から.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4)

石部裕一,塩川泰啓,楳田高士,泉 貴文,中村正人,末包慶大 :圧一流量曲線による低酸素性肺血管収縮反

応の解析.第29回日本胸部疾患学会総会,(1989.4)

石部裕一 :特別講演 Indicatordilutionlungwater一測定精度 と臨床的意義.第 1回肺水腫定量法研究会,

(1989.4)

石部裕一,塩川泰啓,楳田高士,泉 貴文,中村正人 :圧-流量曲線によるHPV反応の評価-ハロセンの影

響.第36回日本麻酔学会総会,(1989.4)

塩川泰啓,石部裕一,楳田高士,泉 貴文,中村正人,末包慶大 :ニ トログリセリンの低酸素性肺血管収縮に

対する効果.第36回日本麻酔学会総会,(1989.4)

弘野慶次郎,市谷辿雄,坪井裕志,渡辺裕介,申出雅治,越智宏暢,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肺機能検査 との対比.第 6回呼吸器外科学会総会,(1989.5)

坪井裕志,市谷迫雄,弘野慶次郎,渡辺裕介,申出雅治 :両側性異時性肺重複癌 2手術経験.第 6回日本呼吸

器外科学会総会,(1989.5)
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吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,岡村明治,川上賢三,三嶋理晃,久野健忘,清水慶彦,佐川弥之

助 :いわゆるLowgreademalignancyとされるカルチノイ ド,腺様嚢胞癌,粘表皮癌の検討.第 6回日本呼吸

器外科学会総会,(1989.5)

西川忠男,安田隆三郎,木村哲郎,関野 一,平井正志,他 2名 :分割手術により左肺全摘,気管分岐部再建

を行った腺様嚢胞癌の 1例.第 6回日本呼吸器外科学会総会,(1989.5)

石部裕一,楳田高士,塩川泰啓,泉 貴文,中村正人,末包慶太 :シンポジウムー肺内水分量 熱-ナ トリウ

ム二重指示薬希釈法による肺内水分量測定の精度.第16回日本集中治療医学会総会,(1989.6)

吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,川上賢三,福永隆文,三嶋理晃,佐藤公彦,久野健忘,佐川弥之

助 :Radionuclidefirstpasstechniqueを用いた肺循環時間の垂直分布の検討.第 1回肺循環研究会,(1989.6)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,岡村明治 :Lymphomatoidgranulomatosisの 1例.第33回日本

胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)

水谷 哲,鍵岡 均,服部 登,北 英夫,藤田正憲 :経過中多房性空洞形成をきたしたマイコプラズマ肺炎

の 1例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)

児島成之,栗山隆信,福田泰樹,浦野 透,岩垣明隆,山田勝彦,横野茂樹,河合正行,閏 庚樺,大津仲昭 :

顎下腺腫脹を伴い,臨床上 Pseudolymphomaが疑われた肺癌の 1例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,

(1989.6)

田中 茂,厳西真規,川添隆司,梅宮正志,水野 浩,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :縦隔腫癌を疑い,

開胸術にて心膜嚢胞と診断された 1例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)

西川忠男,安田隆三郎,他 2名 :胸壁原発の悪性線維性組織球腫の 1例.第32回日本胸部外科学会関西地方会,

(1989.6)

杉田隆彰,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :Shuford3型右側大動脈弓に発症 した解離性大動脈痛破裂の 1治験

例.第32回日本胸部外科学会関西地方会,(1989.6)

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :ACバイパス術後にARDS様症状を呈し救命し得た 1症例.第32

回日本胸部外科学会関西地方会,(1989.6)

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男,他 2名 :頻拍発作時に副伝導路の有効不応期が短縮 した WPW 症候群の 1

症例.第67回日本循環器学会近畿地方会,(1989.6)

杉田隆彰,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :当院における腹部大動脈癌手術症例の検討.第19回日本心臓血管

外科学会総会,(1989.6)

水 谷 哲,鍵 岡 均,服 部 登,北 英 夫,藤 田正 憲 :Relapsing Polychondritisを伴 ったWegener's

granulomatosisの 1例.第128回日本内科学会近畿地方会,(1989.6)

橋本重樹,岩垣明隆,山田勝彦,浦野 透,横野茂樹,河合正行,福田泰樹,栗山隆信,閏 庚煙,山本隆一 :

肉眼的血尿で受診し胸部X線写真にて容量減少を伴うびまん性陰影を呈 した 1例.第45回びまん性肺疾患研究会,

(1989.6)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正清 :弗化ピリミジン系抗癌剤内服投与単独療法症例に関する検討.第

51回日本肺癌学会関西支部会,(1989.7)

浦野 透,閏 庚樺,福田泰樹,岩垣明隆,山田勝彦,横野茂樹,河合正行,栗山隆信,大津仲昭,辻 宏明,

横山和敏,武内敦郎,山本隆一,中田勝次 :隣接して存在する肺癌病巣 と肺結核病巣 との立体的位置関係.第51

回日本肺癌学会関西支部会,(1989.7)

岡村明治,井上 昇,田中嘉人,吉 田 仁,平林正孝,中川正清 :Ig 〟,〟のmonoclonalityを示 した

Lymhomatoidgranulomatosisの 1生検例.第51回日本肺癌学会関西支部会,(1989.7)

西川忠男,安田隆三郎,他 2名 :当院における破裂性胸部大動脈癌症例の検討.第19回近畿心臓外科研究会,

(1989.7)

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男 :当院における気管 ･気管支形成術の経験.滋賀県外科医会,(1989.7)

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :右心型 WPW 症候群に対するHPM 7100を用いた心表面マッピン

グと副伝導路切断術の経験.第 3回滋賀不整脈研究会,(1989.7)

西森 章,楳田高士,石部裕一,末包慶大 :カプノグラムが有用であった麻酔中の高炭酸ガス血症.第35回目
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本麻酔学会関西地方会,(1989.7)

加藤幹夫 :酸塩基調節.第29回臨床肺機能講習会,(1989.8)

加藤幹夫 :肺循環.第29回臨床肺機能講習会,(1989.8)

厳西真樹,藤村直樹,阪本勝彦,田中 茂,美崎幸平,加藤幹夫,日置辰一朗 :収縮性心内膜炎の 1例.第129

回日本内科学会近畿地方会,(1989.9)

後藤 功,細川 洋,中山康弘,福本敦子,福岡淳一,岩垣明隆,山田勝彦,浦野 透,横野茂樹,河合正行,

福田泰樹,栗山隆信,間 庚樺,山本隆一 :一旦,自然軽快傾向を示 しながら開胸肺生検後増悪 し死亡 したびま

ん性肺疾患の 1例.第46回びまん性肺疾患研究会,(1989.9)

前川豊行,坪井知正,鎌苅邦彦,福田正悟,土肥任那 :臨床的に診断が困難であった肺結核症の 1例.(1989.

9)

市谷迫雄,弘野慶次郎,坪井裕志,渡辺裕介 :巨大ブラのCTによる計測 とFRCB{,X-FRCH｡との関係.第42回

日本胸部外科学会総会,(1989.10)

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 :Radionuclidefirstpasstechnique

を用いた肺循環時間の垂直分布の検討.第26回日本臨床生理学会総会,(1989.10)

西川忠男,安田隆三郎,他 2名 :胸部大動脈癌破裂の検討.第10回滋賀救急医療研究会,(1989.10)

西川忠男,安田隆三郎,他 2名 :悪性胸膜中皮腫の 2例.第34回滋賀呼吸器疾患談話会,(1989.10)

市谷辿雄,弘野慶次郎,坪井裕志,渡~辺裕介,川勝 昇,小浜善治 :CTによる巨大ブラの大 きさの測定 とその

意味.第25回日本赤十字社医学会総会,(1989.10)

弘野慶次郎,市谷辿雄,坪井裕志,渡辺裕介,佐々木正人 :両側肺葉切除に対する肺機能的適応へのアプロー

チ.第25回日本赤十字社医学会総会,(1989.10)

美崎幸平,梅宮正志,田中 茂,厳西真規,阪本勝彦,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :最近開胸された肺

結核症例.第25回日本赤十字社医学会総会,(1989.10)

田中 茂,川添隆司,藤村直樹,阪本勝彦,厳西真規,美崎幸平,梅宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,北市正

則,長井苑子,泉 孝英 :開胸肺生検にて診断された BOOP6例の臨床および病理学的検討.第25回日本赤十字

社医学会総会,(1989.10)

加藤幹夫 :呼吸器の解剖 ･生理 ･運動学,呼吸理学療法の理論 と実際に関する講習会.大阪府理学療法士会,

(1989.10)

加藤幹夫 :術前術後の呼吸管理,呼吸理学療法の理論 と実際に関する講習会.大阪府理学療法士会,(1989.10)

加藤幹夫 :急性期呼吸管理,呼吸理学療法の理論 と実際に関する講習会.大阪府理学療法士会,(1989.10)

前川豊行,宮原 亮,坪井知正,鎌苅邦彦,福田正悟,土肥佳郎 :胸部X線上移動する浸潤陰影を呈 した 1症

例の臨床および病理学的検討.第179回大津赤十字病院院内集談会,(1989.10)

宮原 亮,坪井知正,前川豊行,鎌苅邦彦,福田正悟,土肥任那 :外傷性左横隔膜破裂を疑わせた横隔膜弛緩

症の 1例.第10回滋賀救急医療研究会,(1989.10)

福井基成,酒井直樹,川上賢三,佐川弥之助 :吸入麻酔薬および静脈麻酔薬を要した気管支喋息重積発作の 1

例.第10回滋賀救急医療研究会,(1989.10:I

前川豊行,宮原 亮,坪井知正,鎌苅邦彦,福田正悟,土肥佳郎 :胸部Ⅹ線上移動する浸潤陰影を呈 した 1症

例の臨床および病理学的検討.第35回滋賀呼吸器疾患談話会,(1989.10)

平林正孝,田中嘉人,吉田 仁,中川正清 :非切除非小細胞肺癌症例における,無治療群,放射線治療施行群,

全身化学療法施行群の比較.第33回日本肺癌学会総会,(1989.ll)

北 英夫,権藤 純,湯浅文雄,服部 登,鍵岡 均,水谷 哲,藤田正憲,大林 正 :二次性肺胞蛋白症お

よび全身性アルベルギルス感染症を認めたALLの 1剖検例.第130回日本内科学会近畿地方会,(1989.ll)

阪本勝彦,梅宮正志,厳西真規,田中 茂,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,福田春樹,森 浩

志 :肺出血,急性腎不全急性増悪を呈 した結節性動脈炎 (PN)62歳女性 1剖検例.第130回日本内科学会近畿地

方会,(1989.ll)

田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清 :在宅酸素療法において右心カテーテル検査が有用であった症例に

ついての検討.第 1回兵庫県呼吸不全懇話会,(1989.ll)



- 52-- 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1, 2号

佐本昌平,来場安子,山本昭郎,宮岡博之,藤本真次,石橋 修 :京都の建築労働者におけるアスベス ト検診.

第29回近畿産業衛生学会,(1989.ll)

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :PTAV後にAVRを施行 した2症例.第28回滋賀循環器疾患研究

会,(1989.ll)

勝山和彦,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :悪性腫癌合併例における大動脈弁置換術の 3例.第146回近畿外科

学会,(1989.ll)

有光正史,宇野洋史,土屋実任,辻村謙二,西森 章,福喜多邦夫,塩川泰啓,石部裕一,末包慶大 :ミダゾ

ラム注腸による小児前投薬.第 9回日本臨床麻酔学会,(1989.ll)

西川忠男,安田隆三郎,他 2名 :鎖骨下動脈癌の 1例.第146回近畿外科学会,(1989.12)

水谷 哲,鍵岡 均,北 英夫,藤田正憲 :ステロイド抵抗性気管支瑞息にカポシ肉腫の発症を伴った 1例.

第34回日本胸部疾患学会近畿地方会,(1989.12)

前川豊行,宮原 亮,坪井知正,鎌苅邦彦,福田正悟,土肥佳郎 :興味ある経過を呈したマイコプラズマ肺炎

の1例.(1989.12)

田中 茂,川添隆司,藤村直樹,阪本勝彦,厳西真規,美崎幸平,梅宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,北市正

則,長井苑子,泉 孝英 :当院における最近 5年間の開胸肺生検例の検討.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会,

(1989.12)

麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :MycoticAorticAneurysm をともなう大動脈弁閉鎖不全症の 1治

験例.第68回日本循環器病学会近畿地方会,(1989.12)

勝山和彦,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :大動脈弁置換術後に発生した偽性上行大動脈癌の 1治験例.滋賀

県外科医会,(1989.12)

鎌苅邦彦,宮原 亮,坪井知正,前川豊行,福田正悟,土肥佳郎 :慢性呼吸器感染症に対するCRMNの使用経

顔.滋賀感染症懇話会,(1989.12)

Shiokawa,Y.,Ishibe,YリIzumi,T.,Umeda,T.,Nakamura,M.,Suekane,K.:Lungwatermeasurement

withthetherma卜sodiumdoubleindicatordilutionmethod,The5thworldcongressonintensive&critical

caremedicine,(1989.9)

岡村明治,井上 昇,田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清 :肺の Mikulicz病の 1手術例.第52回日本肺

癌学会関西支部会,(1990.2)

渡辺裕介,弘野慶次郎,坪井裕志,申出雅治,市谷過雄,佐々木正道,上田龍三 :胸腺 atypicalcarcinoidの

1例.第52回日本肺癌学会関西支部会,(1990.2)

島田一恵 :老人 と肺炎.第 1回高年者における呼吸器疾患をめぐる研究会,(1990.3)

中川正清 :閉塞性肺疾患について.北部兵庫県医師会における講演,(1990.3)

〔誌 上 発 表〕

弘野慶次郎,市谷辿雄,坪井裕志,渡辺裕介,平井豊博,越智宏暢,波多 信,寺川和彦,久野健志 :講座 画

像診断 術後残存肺機能の核医学的予測.呼吸,8(7):725-731,1989.

石部裕一,中村正人,楳田高士,泉 貴文,塩川泰啓,末包慶大 :プロスタサイクリン (PGI2) の低酸素性肺

血管収縮反応への作用.麻酔,38:1619-1626,1989.

山本五十年,沢田祐介,上山昌史,広兼民徳,佐藤光晴,石部裕一,大野浩平,吉満敏明 :パラコー ト中毒に

おける肺水腫形成機序.呼吸と循環,35:517-522,1989.

山本五十年,沢田祐介,有嶋拓郎,上山昌士,堀 晃,石部裕一,大野浩平,杉山吉彦 :熱 Na二重指示薬希

釈法による肺水腫モニタリングの再現性 と侵襲性.救急医学,13:709-710,1989.

杉田隆彰,安田隆三郎,西川忠男,麻柄達夫 :当院における腹部大動脈癖手術症例の検討.日本心臓血管外科

学会誌,19(2):270-271,1989.

藤田正憲,鍵岡 均,水谷 哲,福井基成,服部 登,北 英夫 :噂疾からの臨床分離株における感受性から
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みた Fluoroquinolone剤の比較 と臨床使用への考察- OFLX,ENX,NFLX間での OFLXの有用性.化学療

法の領域, 6:580-591,1990.

栗山隆信,大井元晴,平井正志,陳 和夫 :原発性肺胞低換気症候群.狭間秀文,佐々木孝夫編 睡眠時無呼

吸症候群の臨床,星和書店,78-84,1990.

閏 庚樺,栗山隆信,福田市蔵 :Sleepapnea- 換気力学への新たな視点 と治療法の生理学的意義- .診断

と治療,77(ll):2970-2987,1989.

太田和夫 :脊柱側撃への対応. ミネルバ-書房,1989.

Shirakawa,T.,Kusaka,Y.,Fujimura,N.,Goto,S.,Kato,M.,Heki,S.,Morimoto,K.:Occupational

asthmafrom cobaltsensitivityinworkersexposedtohardmetaldust,Chest95:29-37,1989.

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 :BronchialSleeveResection,第51回日本臨床外科医学会総会,シネシンポジウム (1989.10.31).

人見滋樹,和田洋巳,田村康一,渡部 智,青木 稔,千原幸司,神頭 徹,水野 浩 :肺癌の手術成績はど

れほど向上 したか,第42回日本胸部外科学会総会,パネルディスカッション (1989.10.16).

人見滋樹 :肺癌 ･食道癌の縦隔郭清,第89回日本外科学会,シネシンポジウム指定発言 (1989.3.29).

人見滋樹 :肺小細胞癌の集学療法,第70回国際胸部医学会 (IACPS)日本支部定期講演会 (1989.3.ll).

人見滋樹 :肺小細胞癌の Neo-adjubant療法,第28回岐阜県肺癌研究会,特別講演 (1989.7.1).

和田洋巳 :縦隔腰痛の術後管理,第29回∃本胸部外科学会卒後教育セ ミナー (1989.ll).

和田洋巳,神頭 徹,千原幸司,青木 稔,田村康一,人見滋樹 :肺癌治療の現状 と問題点 一肺小細胞癌の

NeoAdjuvant療法-,第29回日本胸部疾患学会総会,シンポジウム (1989.4).

和田洋巳 :臓器移植を考える,肺移植,第25回日本移植学会サテライ ト,公開シンポジウム (1989.5).

青木 稔,神頭 徹,千原幸司,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :呼吸器外科におけるNd-YAGレーザー治療

例の検討,第89回日本外科学会総会,バネタレディスカッション (1989.3).

青木 稔 :犬肺移植における肺および気管支吻合部の病理組織学的検討,昭和63年度京都大学胸部疾患研究所

学術講演会,シンポジウム (1989.1.27).

青木 稔,高橋 豊,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,黒住真史 :YAGレーザー治療後の気管支粘膜細胞修復

過程一実験的検討-,第30回日本臨床細胞学会総会,シンポジウム (1989.6).

和田洋巳 :肺癌の YAGレーザー治療,第 4回東京医大レーザー研究会,特別講演 (1989.4).

和田洋巳,人見滋樹,青木 稔,渡部 智,他 :上大静脈症候群の静脈再建術,SVC症候群の外科治療,第51

回日本臨床外科学会総会,シネシンポジウム (1989.ll).

千原幸司 :呼吸機能の改善をめざす呼吸器外科,第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.7).

1.腫 癌

和田洋巳 :NeoadjuvantChemotherapy(術前化学療法施行例)の化学療法前後のX線所見 と切除病理の対比

検討,第15回肺癌診断会,画像セ ミナー (1989.7).

田村康一,高橋 豊,小林 淳,人見滋樹,他 4名 :葦丸腫癌肺 ･縦隔 リンパ節転移10例の経験,第 6回日本

呼吸器外科学会総会 (1989.5).

和田洋巳,呉 俊雄,高橋 豊,小林 淳,他 :非小細胞癌の縦隔郭清における縦隔鏡の意義 ワークショッ

プ (司会人見滋樹),第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

和田洋巳,寺松 孝 (西 日本肺癌手術の補助化学療法研究会):非小細胞癌の ADJUVANT CHEMOTHER-
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APYについて,ワークショップ,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

Ike,0.,Hitomi,S.,Wada,H.,Tamura,KリWatanabe,S.,Shimizu,Y∴Histopathologicalchangesin

invasivethymomainpatientssurvivingformorethan10yearsafterresectionforrecu汀 enCe,XVIWorld

CongressonDiseaseoftheChest(1989.ll).

池 修,人見滋樹 :過去20年間の浸潤性胸腺腫の検討,第13回京阪神呼吸器疾患勉強会 (1989.12).

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,田村

康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :肺小細胞癌の予後 と再発,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

神頭 徹,高橋 豊,青木 稔,和田洋巳,佐坂徳浩,花岡伸治,小林 淳,千原幸司,田村康一,人見滋樹 :

肺小細胞癌におけるAdjuvantSurgery,第89回日本外科学会総会 (1989.3).

神頭 徹,高橋 豊,田 大力,美崎幸平,小林 淳,水野 浩,千原幸司,青木 稔,田村康一,渡部 智,

和田洋巳,人見滋樹 :Neoadjuvantchemotherapyを施行した非小細胞肺癌の8例,第32回日本胸部外科学会関

西地方会 (1989.6).

神頭 徹,植田充弘,磯和理貴,李 美於,乾 健二,青木 稔,光岡明夫,和田洋巳,人見滋樹 :Neoadjuvant

Chemotherapyを行ったN2小細胞癌の2例,第50回日本肺癌学会関西地方会 (1989.2).

高橋 豊,呉 俊雄,長谷川誠紀,奥村典仁,小林 淳,平井 隆,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,青木

檎,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :LimitedSurgery 7例の検討,第30回日本肺癌学会総会(1989.

ll).

高橋 豊,高森行宏,呉 俊雄,長谷川誠紀,奥村典仁,小林 淳,平井 隆,水野 浩,神頭 徹,千原幸
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慢性胸膜炎,慢性膿胸経過中に発生した胸部悪性腰痛手術症例 6例の検討,日本胸部外科学会雑誌,37(2):281

-286,1989.

和田洋巳,岡田賢二,伊藤元彦,人見滋樹,高橋 豊,カレッド･レシャー ド,寺田泰二,松延政一,高嶋義

光,松村理司,池田貞雄,松井輝夫,北野司久,小林 淳,桑原正喜,光岡明夫,源河圭一郎 :原発性肝癌放射

線治療時のセフアランチン投与による白血球減少予防効果,臨床 と研究,66:2005-2010,1989.

和田洋巳,人見滋樹,呉 俊雄,高橋 豊,神頭 徹,平井 隆,乾 健二,青木 稔 :肺小細胞癌治療にお

ける外科療法の役割,外科診療,31(10):1465-1473,診断と治療社 (1989).

和田洋巳,人見滋樹,呉 俊雄,高橋 豊,神頭 徹,平井 隆,乾 健二,青木 稔 :肺癌治療の現況 と問

題点一肺小細胞癌外科の立場から-ネオアジュバント療法の効果-,癌 と化学療法,16:2537-43,1989.

田村康一 :転移性肺腫癌,生物学的性状より,医学のあゆみ,150(4):259,1989.

田村康一,人見滋樹,横見瀬裕保,池 修,千原幸司,青木 稔,和田洋巳,五十部潤,渡部 智,清水慶

彦 :転移性肺腫癌切除例の検討,日本呼吸器外科学会雑誌, 3(4):387-395,1989.

青木 稔,人見滋樹,和田洋巳,池 修 :上大静脈症候群 とその治療,外科,51(6):568-573,1989.

神頭 徹,和田洋巳,人見滋樹 :肺癌におけるAdjuvantsurgery,臨床胸部外科, 9:35-39,1989.

池 修 :制癌法-この 1年の進歩,人工臓器,18(6):1605-1606,1989.

青木 稔,和田洋巳,人見滋樹,田村康一,千原幸司,神頭 徹 :呼吸器外科におけるNd-YAGレーザー治療

例の検討.日本外科学会雑誌,90:296-298,1989.

和田洋巳,人見滋樹,呉 俊雄,高橋 豊,神頭 徹,平井 隆,乾 健二,青木 稔 :肺小細胞癌治療にお

ける外科療法の役割,外科診療,31:1465-73,1989.

和田洋巳,人見滋樹 :肺癌の Nd-YAGレーザー治療.日本気管食道学会会報,40:122-125,1989.

青田正樹,中山正吾,神野君夫,大頭信義,桂 栄孝,和田洋巳 :孤立性気管支乳頭腫の 1例,日本胸部外科

学会雑誌,36:1194-1199,1989.

和田洋巳,池 修,神頭 徹,千原幸司,青木 稔,田村康一,渡部 智,人見滋樹 :浸潤性胸腺腫 と悪性

奇形腫の治療の工夫,日本胸部外科学会雑誌,37:975-976,1989.

池 修,人見滋樹,田中文啓,田村康一,和田洋巳,他 1名 :椎弓切除により摘出した椎管孔内神経鞘腫の

1例,日本呼吸器外科学会誌, 3(5):560-565,1989.

光岡明夫,人見滋樹,伊藤元彦,和田洋巳,田村康一,瀧 俊彦,田中龍蔵 :縦隔腫癌のCT所見一手術症例

105例の検討,日本呼吸器外科学会誌, 3 (1):63-71,1989.

2.結 核

和田洋巳,千原幸司,青木 稔,田村康一,人見滋樹 :有療性膿胸の問題点,京都大学胸部疾患研究所紀要,

21:33-36,1989.

水野 浩,人見滋樹 :結核治療における外科療法の現状.PharmaMedica,7(10):83-88,メディカルレビ

ュー社 (1989).

3.人 工 材 料

Watanabe,S.,Nakamura,T.,Shimizu,Y.,Hitomi,S.,Ikada,Y∴Traumaticsternalsegmentdislocation

inachild,Chest,96(3):684-686,1989.

田村康一,河原崎茂孝,池 修,人見滋樹,五十部潤,水野 浩,清水慶彦,他 3名 :ヘパ リン化 polyurethane
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の静脈用人工血管-の応用に関する基礎的研究,人工臓器,18(1):208-211,1989.

田村康一,河原崎茂孝 :人工血管 とその利用.薬局,40(3):971-975,1989.

田村康一 :癒着防止膜- 高含水 PVA弾性体の応用,その基礎的検討- .日本石油㈱研究費報告書, 1

-18,1989.

池 修,人見滋樹,田村康一,和田洋巳,渡部 智,清水慶彦 :シリコーンコーティング特殊塩化 ビニル系

エラス トマー ･ドレーンを用いた胸腔 ドレナージの検討,日本呼吸器外科学会雑誌, 3(1):72179,1989.

4.移 植

人見滋樹 :シンポジウム ｢肺移植の臨床への道｣司会のことば,京都大学胸部疾患研究所紀要,22(1･2):

35-36,1989.

人見滋樹,他 1名 :呼吸機能の改善をめざす呼吸器外科,司会のことば,日本胸部疾患学会誌,27(5):104,

1989.

青木 稔,人見滋樹,和田洋巳,乾 健二,山崎文郎,横見瀬裕保,李 民実,平井 隆,長谷川誠紀 :犬同

種肺移植におけるFK-506の免疫抑制効果一一病理組織学的検討を中心に-,京大胸部研紀要,22(1･2):65-

72,1989.

和田洋巳 :最長 5年を超 えた肺移植の現況,ModernMedicine,18:54-55,1989.

和田洋巳,人見滋樹 :肺移植の世界の現況 と臨床応用,ブレンナ-シング, 5:5ト55,1989.

和田洋巳 :学会レポー ト-前向きに検討された肺移植-,ModernMedicine,8:151,1989.

和田洋巳 :世界の肺移植の現況,日本医事新報,3393:129,1989.

Yokomise,H"Wada,H"Inui,k.,Yamazaki,F.,Lee,M.,Aoki,M"Hitomi,S,:ApplicationofLaser

DopplerVelocimetrytoLungTransplantation,Transplantation,48:550-554,1989.

Yamazaki,F.,Wada,H.Aoki,M.,Inui,k,Hitomi,S∴AnEvaluationoftheToleranceoftheAutotrans-

plantedCanineLungagainstWarm lschemia,丁ap.J.Surg.19:326-333,1989.

5.一般的胸部疾患

青木 稔,人見滋樹,和田洋巳,田村康一,千原幸司,神頭 徹 :呼吸器外科におけるNd-YAGレーザー治療

例の検討.日本外科学会雑誌,90(9):1582-1584,1989.

千原幸司,人見滋樹 :巨大気腫性肺嚢胞症の病型分類 と肺機能 1-横隔膜 ･胸郭運動からみた検討～,日本呼

吸器外科学会雑誌, 3(5):511.-523,1989.

千原幸司,人見滋樹 :巨大気腫性肺嚢胞症の病型分類 と肺機能 2-横隔膜の運動 とブラの膨張 ･収縮 (運動)

からみた検討～,日本呼吸器外科学会雑誌, 3(5):524-535,1989.

人見滋樹,千原幸司,河原崎茂孝,小林 淳,清水慶彦,他 1名 :肺切除後の右心補助.胸部外科,1989,42(8):

701--707,南江堂 (1989).

〔著 書〕

人見滋樹,光岡明夫 :肺 ･縦隔,正常の構造 と機能,外科学,221-223,へるす出版 (1989).

人見滋樹,千原幸司,河原崎茂孝,清水慶彦 :携帯用除圧式人工呼吸器の開発,昭和63年度科学研究費補助金

(試験研究 1)研究成果報告書,課題番号61870055(1989.3).

野間恵之,南 俊介,左合 直,柴田登志也,山下敬司,藤津一朗,中野善久,人見滋樹,他 3名 :胸部疾患

におけるMRIの有用性の検討,臨床放射線,34(1),金原出版 (1989).
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胸部外科学分野関連施設

〔学 会 発 表〕

シンポジウム ･特別講演

清水慶彦 :胸部外科 と人工臓器,第 1回静岡県呼吸器外科医会招請講演 (1989.1.14).

清水慶彦 :医用材料の現状 と将来,日本材料学会特別講演 (1989.1.13).

Shimizu,Y.:AirwayandBiomaterials,SpecialLecture,The6thWorldCongressforBronchology(1989.

10.22).

伊藤元彦 :胸腺 と胸腺発生腫癌,第 3回冬期札幌がんセミナー (1989.2).

Ito,M∴ImmunologyandBiologyofThymicTumors.PlenaryLecture,llthAsianPacificCongresson

DiseasesoftheChest(1989.ll).

伊藤元彦 :縦隔腔細胞性腫癌の基礎 と臨床,第 6回日本呼吸器外科学会総会,シンポジウム司会 (1989.5).

伊藤元彦,藤村重文,門田康正,渡辺洋字,清水信義,広野達彦,井内敬二,坪田紀明,正岡 昭 :胸腺の外

料-いわゆる -tpost-thymectomy''myastheniagravisを中心に,第42回日本胸部外科学会総会シンポジウム,

胸腺の外科 (1989.10).

松原義人,塩田哲広,池田貞雄 :最近開発された腫癌マーカーの測定法 と臨床的意義,呼吸器マーカー,第29

回日本核医学会総会,シンポジウム (1989.10).

加藤弘文,AlexG.Patterson:肺移植の臨床 と問題点,シンポジウム,わが国における肺移植の現状 とその実

現にむけての問題点 第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5.26.).

岡田慶夫,張 林 :肺の線維化に伴 う上皮細胞の化生 とこれに関連すると思われる肺癌の発生について,シ

ンポジウム 第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll.10.).

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,植田充宏,秋山文弥 :シネシンポジウ

ム急性A型解離に対する人工血管置換術の工夫～上行弓部解離口を切除する症例～第19回日本心臓血管外科学会

総会 (1989.6).

Okada,Y∴ Clinicalproblemsrelatingtothepulmonarylymphaticsystem.Colloquia,Distinguished

ProfessorAwardee,ⅩVIWorldCongressonDiseasesoftheChest(1989.10.31 Boston).

岡田慶夫 :

池田貞雄,

Congressfor

桑原正喜,

桑原正喜 :

光岡明夫 :

胸部の リンパ系と呼吸器外科,会長講演,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5.26.).

小鯖 覚,松原義人 :Prostheticreconstructionoftrachea-experimentalstudy-,The6thWorld

Bronchology,シンポジウム (1989.10).

倉田昌彦 :私の見つけた治った肺癌,第29回大阪から肺がんをな くす会シンポジウム (1989.2).

進行肺癌の診断,外科治療 と予後,第31回大阪から肺がんをなくす会シンポジウム (1989.10).

縦隔悪性腔細胞性鷹揚の腰痛マーカー(縦隔腔細胞性腰痛の基礎 と臨床),第 6回日本呼吸器外科学

会,シンポジウム (1989.5).

1.腫 療

平井 隆,安倍隆二,伊藤元彦,玉井 直 :術中にポリープ状腫癌の一部が脱落 し,健側気管支を閉塞 した肺

腰痛の 1例,第145回近畿外科学会 (1989.4).

平井 隆,伊藤元彦,安倍隆二,斎田恭子 :重症筋無力症をともなった小型胸腺脂肪腫の 1例.第50回日本肺

癌学会関西支部会 (1989.2).

平井 隆,伊藤元彦,安倍隆二,内藤嘉之,榎泰二郎 :筋弛緩剤に対する過剰反応を契機に発見された胸腺腫

の 1例.第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

松井輝夫,黄 政龍,山下直己,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :気管支カルチノイド10例の臨床的検討,

第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6.23).
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李 民実,李 美於,生島宏彦,千原幸司 :心嚢を穿破 した縦隔奇形腫の-手術例,第32回日本胸部外科学会

関西地方会 (1989.6).

李 民実,生島宏彦,李 美於,千原幸司 :高齢女性 (80才)孤立性気管支南平乳頭腫の一切除例,第34回日

本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12).

伊藤元彦 :いわゆる ''pos卜thymectomy"myastheniagravisの retrospectivegroupstudy,厚生省がん研究

助成金 "有森班"班会議,(1989.10).

Ito,M.,Mituoka,A.,Taki,T.andMiyake,A.:Classificationofthymomafrom theviewpointof

lymphocytesubsetpattern,16thWorldCongressonDiseasesoftheChest(1989.ll).

瀧 俊彦,張 謙益,岡田賢二,竹田秋郎,倉田昌彦 :ブラ肺癌の 2例,第50回日本肺癌学会関西支部会(1989.

2).

瀧 俊彦,張 謙益,岡田賢二,竹田秋郎,倉田昌彦 :結腸 ･直腸癌肺転移の外科的治療,第 6回日本外科学

会総会 (1989.5).

岡田賢二,倉田昌彦,瀧 俊彦,竹田秋即,張 謙益,沢田真治,大田満夫,清水哲哉 :部分切除後,放射線

治療 ･化学療法により長期生存が得 られている胸腺癌の 1例,第 8回胸腺研究会 (1989.5).

張 謙益,瀧 俊彦,岡田賢二,竹田秋郎,倉田昌彦 :胃癌 を合併 した肺癌 4例の経験,第32回日本胸部外科

学会関西地方会 (1989.6).

瀧 俊彦,張 謙益,岡田賢二,竹田秋郎,倉田昌彦 :乳癌肝転移に対する動注療法の経験,第50回乳癌研究

会 (1989.7).

竹田秋郎,瀧 俊彦,岡田賢二,張 謙益,倉田昌彦,沢田真治 :肉眼的に境界鮮明であったが,病理組織学

的に悪性腰痛 と診断された胸壁腫癌の 1例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

KurataM,TakedaA,TakiT,OkadaK,°hanC:Metastaticmodesandtreatmentresultsforbreast

cancermetastasistothelungs,16thWorldCongressonDiseaseoftheChest(1989.ll).

瀧 俊彦,張 謙益,岡田賢二,竹田秋郎,倉田昌彦 :ⅠⅠⅠ期肺癌切除例の検討(N2生存例 を中心に),第30回日

本肺癌学会総会 (1989.ll).

竹田秋郎,瀧 俊彦,岡田賢二,張 謙益,倉田昌彦,沢田真治,大林 正 :肺原発 malignantfibroushis-

tiocytomaの 1例,第146回近畿外科学会 (1989.12).

岡田賢二,瀧 俊彦,竹田秋郎,張 謙益,倉田昌彦,片岡三郎 :乳癌手術後20年以上を経過 して転移をきた

した晩期再発症例,第145回近畿外科学会 (:1989.4).

山中 晃,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :Nu-マウス生者率からみた肺腺癌の特性につ

いて,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).

山中 晃,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :多発性転移性肺腰痛の術後生存率に関する

検討,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

清谷哲也,磯和理貴,山中 晃,大野暢宏 :高度の気道狭窄を伴 う気管分岐部浸潤例に対する保存的治療経験,

第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

清谷哲也,磯和理貴,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄,山中 晃 :嚢胞壁に発生 した肺癌の 1例,第23回日本

肺癌学会北陸地方会 (1989.7).

磯和理貴,橋本 徹,大野暢宏,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :工夫 したチューブにて気道を確保 しつつ,

集学的治療 を施行 した肺癌の 1例,第12回日本気管支学会総会 (1989.7).

磯和理貴,清谷哲也,山中 晃 :化療後にsleevelobectomyを行い得たⅠⅠⅠ期肺小細胞癌の 1例,第214回北陸

外科学会 (1989.9).

磯和理貴,清谷哲也,山中 晃,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄 :小腫癌影 を呈 した肺癌の 5例,福井県胸部

疾患研究会症例検討会 (1989.ll).

山中 晃,磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄 :多発性腫癌像を呈 した肺癌症例の検討,第

30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

辰巳明利,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,山中 晃,北野司久 :肺癌術後 1年以内死亡例の検討,第50回日

本肺癌学会関西支部会 (1989.2).
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山中 晃,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :Nuマウス生者率からみた肺腺癌の特性につ

いて,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).

山下直己,北野司久,山中 晃,辰巳明利,松井輝夫,黄 政龍 :ヌー ドマウスに移植させたヒト肺癌 Xen0-

graftの生者率 とその臨床像 との関連性について,第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

辰巳明利,北野司久,長崎二三夫,松井輝夫,山下直己,黄 政龍 :再発肺癌に対する外科治療の検討,第 6

回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

山中 晃,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :多発性転移性肺腫癌の術後生

存率に関する検討,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

松井輝夫,北野司久,長崎二三夫,辰巳明利,山下直己,黄 政龍 :縦隔褒状 リンパ管腫の 1治験例,第33回

日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6).

黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久,山中 晃 :食道穿孔による膿胸で発見さ

れた食道癌の 1手術例,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

辰巳明利,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,長崎二三夫,北野司久 :腫癌径 3cm以下の肺癌切除例の検討,第

51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

北野司久,松井輝夫,康 天志,黄 政龍,辰巳明利,長崎二三夫,山下直己 :ヒト肺癌 Xeno-Graftにおける

生物学的特性,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

辰巳明利,北野司久,長崎二三夫,松井輝夫,黄 政龍 :若年者 (40歳未満)肺癌の臨床的検討,第30回日本

肺癌学会総会 (1989.ll).

黄 政龍,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :肋骨腰痛で発見された好酸球性肉芽腫症の 1例,第

34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12).

江崎 寛,田中文啓,吉谷 信,五十部潤,井上律子,伊東政敏 :Completionpneumonectomyを行った再発

気管支肺胞上皮癌の 1例,第54回中部肺癌学会 (1989.7).

江崎 寛,古瀬清行,柳内 登,西脇 裕,清水哲雄,斉藤龍生,小松彦太郎,石渡弘一,土屋俊晶,村上

勝,梶田正文,坂井 隆,河原正明,桑原 修,西川秀樹,大迫 努,中井 勲,広田暢雄,難波煙治,平岡武

輿,蓑田節夫,源河圭一郎,久場睦夫,佐久間 昭 :肺癌の癌化学療法時白血球 ･血小板減少に対するムロクタ

シン 〔MDp-Lys(L18)〕の回復促進効果一多施設二重盲検 2用量比較試験一,第30回日本肺癌学会総会 (1989.

ll.10).

塙 健,石田久雄,桂 敦史,塩田哲広,八木一之,小鯖 覚,畠中陸郎,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

肺門部早期肺癌10例の検討,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).

八木一之,石田久雄,塩田哲広,塙 健,小鯖 覚,松原義人,畠中陸郡,船津武志,池田貞雄 :肺癌切除

後の在院死亡例の検討,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).

塩田哲広,石田久雄,塙 健,八木一之,小鯖 覚,松原義人,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :末梢型粘

表皮癌の 6例,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).

石田久雄,八木一之,塩田哲広,塙 健,小鯖 覚,松原義人,畠中陸即,船津武志,池田貞雄 :感染性ブ

ラに合併 した肺癌の一例,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).

塩田哲広,石田久雄,塙 健,八木一之,小鯖 覚,松原義人,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :肺癌にお

けるNCC-ST-439の意義,第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

畠中陸郎,石田久雄,塙 健,小西孝明,塩田哲広,小鯖 覚,八木一之,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

肋骨原発の骨巨細胞腫に対する胸壁再建術,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

小鰭 覚,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,塙 健,八木一之,畠中陸郎,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

ⅠIIA期肺癌における術後補助療法の臨床的意義,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

松原義人,船津武志,畠中陸即,小鰭 覚,塙 健,塩田哲広,石田久雄,小西孝明,光岡明夫,池田貞雄 :

｢縦隔鏡検査の意義およびN因子の評価をめぐって｣肺癌外科治療における縦隔鏡検査の意義,第 6回日本呼吸

器外科学会サテライ ト集会 (1989.5).

塩田哲広,池田貞雄,長谷川徹,横川智信 :肺癌におけるNCC-ST-439の意義,第32回日本臨床病理学会近畿

支部総会 (1989.6).
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石田久雄,小西孝明,塩田哲広,塙 健,八木一之,小鯖 覚,松原義人,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :

気腫性肺嚢胞に合併 した肺癌10例の検討,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

松原義人,塙 健,石田久雄,小西孝明,塩田哲広,八木一之,小鯖 覚,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :

リンパ節転移を伴ったレントゲン無所見の肺門部肺癌の 2例,第12回日本気管支学会総会 (1989.7).

塩田哲広,松原義人,池田貞雄,小西孝明,石田久雄,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,船津武志 :

肺癌における核 DNA量の解析,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

小西孝明,畠中陸郎,石田久雄,塩田哲広,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

20年の intervalがみられた異時性肺多発癌の 1切除例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

石田久雄,小鯖 覚,小西孝明,塩田哲広,塙 健,光岡明夫,畠中陸即,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

気管支カルチノイ ド1手術例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

光岡明夫,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,塙 健,小鯖 覚,島中陸郎,松原義人,船津武志,池田貞雄,

中央診療所 二宮和子 :間質性肺炎に合併 した肺癌の 5手術例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

石田久雄,塙 健,松原義人,小西孝明,塩田哲広,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :

左S6 sleevesegmentectomyを行ったカルチノイ ドの 1例,第 6回研究集会 ｢気管気管支再建集会｣(1989.8).

塩田哲広,池田貞雄,松原義人,光岡明夫 :肺癌におけるNCC-ST-439抗原の局在部位の検討,第48回日本癌

学会総会 (1989.10).

光岡明夫,松原義人,塩田哲広,池田貞雄 :肺癌患者の α型インターフェロン産生能,第48回日本癌学会総会

(1989.10).

塩田哲広,松原義人,池田貞雄,小西孝明,石田久雄,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,船津武志 :

肺癌における血清 NCC-ST-439の意義,第27回日本癌治療学会総会 (1989.10).

光岡明夫,松原義人,池田貞雄,塩田哲広,小西孝明,石田久雄,塙 健,小鰭 覚,畠中陸郎,船津武志 :

肺癌患者における末梢血 リンパ球サブセッ トの検討,第27回日本癌治療学会総会 (1989.10).

石田久雄,塙 健,小西孝明,塩田哲広,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸即,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

高齢者肺癌の外科治療,第51回日本臨床外科医学会総会 (1989.10).

小西孝明,畠中陸郎,石田久雄,塩田哲広,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

癌性心嚢炎の ドレナージ治療,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

石田久雄,塙 健,小西孝明,塩田哲広,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸即,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

T4肺癌の手術適応,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

塩田哲広,小西孝明,石田久雄,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,松原義人,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :

原発性肺癌組織における核 DNA量の解析,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

池田貞雄,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,松原義人,畠中陸郎,船津武志 :

多発肺癌の外科治療,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

松原義人,塩田暫広,池田貞雄,小西孝明,石田久雄,塙 健,小鰭 覚,光岡明夫,畠中陸郎,船津武志 :

肺癌患者における血清 NCC-ST-439の意義,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

糸井和美,山田 孝,平田敏樹,室恒太郎,八木 健,八木一之,秋山仁一郎,カレッド･レシヤー ド,高嶋

義光 :若年者肺癌 7例の検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

平田敏樹,山田 孝,八木 健,室恒太郎,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :末梢肺癌における気管支鏡検

査の臨床的検討.第54回中部肺癌学会 (1989.7).

高嶋義光,川端 浩,平田敏樹,八木 健,室恒太郎,八木一之,秋山仁一郎 :SIADHと髄膜癌腫症が疑われ

た肺癌の 1症例.第55回中部肺癌学会 (1989.ll).

平田敏樹,室恒太郎,八木一之,高嶋義光 :肺梗塞にて発見された原発性肺癌の 1例.第151回静岡県外科医会

(1989.9).

平田敏樹,山田 孝,八木 健,室恒太郎,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :肺梗塞にて発見された原発性

肺癌の 1例.第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

康 天志,有安哲哉,奥村典仁,桑原正喜 :胸壁に発生 したAngiolipomaの一切除例,第50回日本肺癌学会関

西支部会 (1989.2).
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康 天志,有安哲哉,糸井和美,桑原正喜 :気胸で発見し手術を行った肺癌の4例,第36回気胸研究会 (第 9

回総会)(1989.5).

有安哲哉,康 天志,糸井和美,奥村典仁,桑原正喜,浜中大三郎,北株義純,柴田 徹,藤沢一朗,橋本隆

治 :閉塞性肺炎を伴 う中枢型原発性肺癌に対する長時間注入 BAIの効果,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

浜中大三郎,有安哲哉,康 天志,糸井和美,奥村典仁,桑原正喜,北棟義純,柴田 徹,藤沢一朗,橋本隆

治 :肺癌に対する長時間気管支動注化学療法,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

桑原 修,桑原正喜,倉田昌彦,土井 修,森 隆,安光 勉,中原数也,相良憲章,沢村献児 :肺非小細

胞癌 Adjuvantchemotherapyの現状 -Prospectiverandomizedcontrolledstudyの成績-,第30回日本肺癌

学会総会 (1989.ll).

糸井和美,柳原-広,有安哲哉,桑原正喜,那須隆志 :術前化学療法の奏功した肺尖部肺癌の 1例,第34回日

本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12).

玉田二郎,中村聡人,小阪真二,福瀬達郎 :腺席平上皮癌切除例の臨床的検討,第30回日本肺癌学会総会(1989.

ll).

中村聡人,小阪真二,福瀬達郎,玉田二郎 :Pulmonaryendodermaltumorresemblingfetallungの-症例,

第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

石田 直,中村聡人,小阪真二,福瀬達郎,玉田二郎 :びまん性悪性中皮腫様の臨床像を呈 した腎癌肺胸膜転

移の 1例,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

福瀬達郎,中村聡人,小阪真二,玉田二郎 :悪性胸膜中皮腫の 2切除例,第32回日本胸部外科学会関西地方会

(1989.6).

玉田二郎,中村聡人,小阪真二,福瀬達郎 :左房合併切除を行った肺癌症例の検討,第 6回日本呼吸器外科学

会 (1989.5).

中村聡人,小阪真二,福瀬達郎,玉田二郎 :砂時計型神経鞘腫の 2切除例,第 6回日本呼吸器外科学会(1989.

5).

土居裕幸,佐坂徳浩,寺町政美,宮本信昭,他 3名 :両側同時肺癌の2治験例,第42回高知県医師会医学会(1989.

8).

寺町政美 :肺癌 (非小細胞肺癌)の外科治療,高知県胸部疾患研究会 (1989.9).

平松敬司,寺町政美,佐坂徳浩,宮本信昭,他 4名 :サルコイドーシスに合併 した原発性肺癌の 1例,第61回

日本内科学会中国四国合同地方会 (1989.ll).

藤野昇三,山下直己,朝倉庄志,安田雄司,加藤弘文,森 渥視,佐藤正夫,堀 裕彦,櫛田募輝,西本 裕,

武内章二 :骨肉腫肺転移症例の転移巣の Flow Cytometryによる核 DNA量解析,第30回日本肺癌総会 (1989.

ll.10.).

張 林,安田雄司,朝倉庄志,藤野昇三,加藤弘文,森 渥視,岡田慶夫 :肺の腺腫様増殖の発生由来に関

する病理形態学的研究,第21回日本臨床電子顕微鏡学会 (1989.9.20.).

AsakuraS.,YasudaY.,KatoH.,MoriA.,OkadaY.:IntralymphaticChemotherapyofCancerwith

Aclacinomycin-containingPolylacticAcidMicrosphers:ⅩⅠIthInternationalCongressofLymphology.

August29,1989,Tokyo.

李 博,朝倉庄志,加藤弘文,安田雄司,藤野昇三,森 渥視,岡田慶夫 :癌 リンパ節転移に対する免疫賦

活剤 リンパ管内注入療法,第13回日本 リンパ学会 (1989.6.23.).

朝倉庄志,白石昭一郎,尾上雅彦,渡田正二,安田雄司,藤野昇三,田畑良宏,加藤弘文,森 渥視 :経 リン

パ行性制癌剤投与法の臨床成績 と徐放性制癌剤を使用 した基礎的実験について,第89回日本外科学会総会(1989.

3.31.).

藤野昇三,井上修平,山下直己,朝倉庄志,安田雄司,高橋憲太郎,加藤弘文,森 渥視 :摘出肺肺静脈血中

腫癌マーカーの測定 とその意義 第30回日本肺癌総会 (1989.ll.ll.).

安田雄司,山下直己,朝倉庄志,藤野昇三,加藤弘文,森 渥視 :女性肺癌の臨床的検討 第30回日本肺癌総

会 (1989.ll.ll.).

朝倉庄志,森 渥視,加藤弘文,白石昭一郎,尾上雅彦,渡田正二,安田雄司,藤野昇三,田畑良宏 :癌 リン
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パ節転移に対する制癌剤の術中ターゲティング療法 第42回日本胸部外科学会総会 (1989.10.17.).

前里和夫,川畑 勉,国吉真行,石川清司,源河圭一郎,宮国春夫,宮城 茂,久場睦夫,仲宗根恵俊,大域

盛夫 :肺癌術後の トラ-ルパー使用例の検討,第12回日本気管支学会総会 (1989.7).

加藤弘文,朝倉庄志,山下直己,安田雄司,藤野昇三,森 渥視,岡田慶夫 :肺癌に対する経 リンパ行性制癌

剤投与の臨床- 薬剤の移行 と術後成績- - 第30回日本肺癌総会 (1989.ll.ll.).

朝倉庄志,森 渥視,白石昭一郎,尾上雅彦,渡田正二,安田雄司,藤野昇三,田畑良宏,加藤弘文 :経 リン

パ行性制癌剤投与法の基礎 と臨床 第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5.26｣.

久場睦夫,仲宗根恵俊,宮城 茂,富国泰夫,嘉数朝一,大域盛夫,石川清司,国吉真行,源河圭一郎 :進行

肺癌に対する各種 regimenの化療成績,第29回日本肺癌学会九州地方会 (1989.7).

源河童一郎,石川清司,国吉真行,下地光好,上原力也,山内和雄,久場睦夫,仲宗根恵俊,宮城 茂,宮国

泰夫,嘉数朝一,大域盛夫,川畑 勉,岩政輝男 :切除された肺門部早期肺癌の発見動機,第29回日本肺癌学会

九州地方会 (1989.7).

源河圭一一郎,古瀬清行,柳井 登,西脇 裕,佐久間 昭 :肺癌の癌化学療法時白血球減少に対するムロクタ

シン〔MDp-Lys(L18)〕の回復促進効果一多施設二重盲検 2用量比較試験-,第27回日本癌治療学会総会 (1989.

10).

下地光好,久貝忠男,野原正史,国吉真行,石川清司,山内和雄,源河圭一郎 :肺脂肪腫の 2例,第22回日本

胸部外科学会九州地方会 (1989.8).

嘉数朝一,宮国泰夫,宮城 茂,久場睦夫,仲宗根恵俊,大域盛夫,源河圭一郎,岩政輝男 :肺好酸球性肉芽

腫症の 1例,第24回日本胸部疾患学会九州地方会 (1989.10).

川畑 勉,源河圭一郎,石川清司,国吉真行,上原力也,山内和雄,岩政輝男 :気管支鏡生検にて取 り除かれ

たものと考えられた肺門部早期偏平上皮癌,第29回日本肺癌学会九州地方会 (1989.7).

川崎康彦,山田 護,外聞 章,武藤良弘,源河圭一郎,戸田隆義 :血清 CA19-9が高値を示 した肺癌の 1症

例,第29回日本肺癌学会九州地方会 (1989.7).

岸本明久,源河圭一郎,石川清司,国吉真行,前里和夫,川畑 勉 :呼吸器系病変の術中迅速細胞診の検討,

第44回国立病院療養所総合医学会 (1989.10).

川畑 勉,国吉実行,石川清司,源河圭一一郎 :きわめて緩徐な発育を示した肺腺癌の 3例,第51回日本臨床外

科医学会 (1989.ll).

国吉真行,久貝忠男,下地光好,上原力也,山内和雄,石川清司,源河圭一郎,嘉数朝一,宮城 茂,宮国泰

夫,久場睦夫,仲宗根恵俊,大域盛夫 :癌性心嚢炎に対する治療経験,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

久場睦夫,仲宗根恵俊,宮城 茂,宮国泰夫,嘉数朝一,大域盛夫,石川清司,国吉真行,下地光好,久貝忠

男,源河圭一郎 :非小細胞肺癌に対するCAPM,CV,CVM療法の検討,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

石川清司,源河圭一郎,国吉真行,下地光好,久貝忠男 :肺の脂肪腫- 症例報告 と本邦報告例の検討- ,

第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

長尾啓一,喜屋武邦雄,小野崎郁史,栗山喬之,山口 豊,藤沢武彦,林 豊,河野俊彦,笠松紀雄,源河

圭一郎,大野良之,久保奈佳子,福間誠吾 :沖縄県切除肺癌症例 (国療沖縄病院)の臨床的検討一千葉県症例 (千

葉大肺癌研) との比較-,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

林 豊,河野俊彦,石橋正彦,大和田英美,山口 豊,長尾啓一,源河圭一郎,岩政輝男,大野良之,青木

国雄,福間誠吾 :肺癌例の肺組織の病理学的変化 (第 2報),第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).

江崎 寛,古瀬清行,柳井 登,西脇 裕,清水哲雄,斎藤能生,小松彦太郎,石渡弘一,土屋俊晶,村上

勝,梶田正文,坂井 隆,河原正明,桑原 修,西川秀樹,大迫 努,中井 勲,広田暢雄,難波塩治,平岡武

輿,蓑田節夫,源河圭一郎,久場睦夫,佐久間 昭 :肺癌の癌化学療法時白血球 ･血小板減少に対するムロクタ

シン〔MDP-Lys(L18)〕の回復促進効果- 多施設二重盲検 2用量比較試験- ,第30回日本肺癌学会総会(1989･

ll).

深井志摩夫,平田 保,清水哲雄,柳井 登,西山祥行,小松彦太郎,荒井他嘉司,鈴木 宏,土屋俊晶,伊

藤正敏,村上 勝,石川創二,梶田正文,森 隆,桑原 修,中井 勲,林 浩二,谷 靖彦,河野淳二,難

波煙治,平岡武典,蓑田節夫,乗松克政,源河圭一郎 :肺癌症例における拡大合併切除症例の検討,第30回日本



- 66- 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1, 2号

肺癌学会総会,(1989.ll).

山口恵理子,小松彦太郎,平田 保,清水哲郎,根本悦夫,斎藤龍生,児玉哲郎,西脇 裕,土屋俊晶,村上

勝,堤 正夫,桑原 修,中井 勲,吉川尚孝,半井一郎,平岡武典,福永秀智,源河圭一郎,斎藤博一,古瀬

清行,柳井 登 :肺小細胞癌 2年以上生存例の検討,第30回日本肺癌学会総会,(1989.ll).

下地光好,上原力也,国吉真行,石川清司,山内和雄,源河圭一郎 :気管原発腺様嚢胞癌にシリコンTチュー

ブを使用 し長期生存の得 られた 1例,第29回日本肺癌学会九州地方会 (1989.7).

嘉数朝一,久場睦夫,仲宗根恵俊,宮城 茂,宮国泰夫,大域盛夫,石川清司,国吉真行,源河圭一郎,岩政

輝男 :腎癌の気管支内転移の 1例,第29回日本肺癌学会九州地方会 (1989.7).

徳嶺章夫,宮城 靖,与儀実津夫,稲福行夫,久高弘志,川野幸志,山城和也,大域健誠,野原雄介,源河圭

一郎 :節,冒,大腸に発生 した異時性早期三重複癌の 1例,第48回九州癌学会 (1989.7).

石川清司,源河圭一郎,国吉真行,前里和夫,川畑 勉 :肺癌治癒切除後晩期再発例の検討,第 6回日本呼吸

器外科学会総会 (1989.5).

前里和夫,川畑 勉,国吉美行,石川清司,山内和雄,源河圭一郎 :肺多発癌の検討,第 6回日本呼吸器外科

学会総会 (1989.5).

Genka,K.,Kuba,MリKakazu,T.,Hokama,S∴Bronchoscopyinearlycentrallungcancer,ThellthAsia

-PacificCongressonDiseasesoftheChest(APCDC),Bangkok(1989.ll).

Kuba,MリOshiro,M.,Genka,K.,Hokama,S∴ClinicalevaluationofsialylSSEA-1antigeninpatients

withbronchogeniccarcinoma,ThellthAsia-PacificCongressonDiseasesoftheChest(APCDC),Bangkok

(1989.ll).

土屋和之,滞崎彰土,牧野尚彦 :食道癌術後縫合不全例 に対する再縫合の検討,第19回創傷治癒研究会(1989.

12).

前里和夫,川畑 勉,国吉真行,石川清司,山内和雄,源河圭一郎 :肺多発癌例の検討,第 6回日本呼吸器外

科学会総会 (1989.5).

前里和夫,川畑 勉,国吉真行,石川清司,源河童一郎,宮国泰夫,宮城 茂,久場睦夫,仲宗根恵俊,大域

盛夫 :肺癌術後 トラヘルパー使用例の検討,第12回日本気管支学会総会 (1989.7).

岡本記代土,池田茂樹,福田晴彦,中村俊則,野村繁雄,前里和夫,土屋和之,三方淳男 :lgx,FLの monoclonality

を示 した lymphomatoidgranulomatosisの 1生検例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).

野村繁雄,岡本記代士,前里和夫,加納 正 :肺癌 にみられた肺ア ミロイ ド症一臨床的,免疫学的ならびに組

織化学的検討-,第30回日本肺癌学会総会 (1989.10).

徳永 修,岡本記代士,野村繁雄,松本和也,前里和夫,土屋和之,松本正朗 :後縦隔に発生 した"mesothelial

cellorigin"と思われる嚢胞の 1例,第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12).

前里和夫,松本和也,藤村直幸,山本栄司,石田長次,小山修平,内藤元康,松川泰磨,水野恵文,土屋和之,

滞崎彰士,牧野尚彦,岡本記代士,野村繁雄 :多発性胸膜中皮腫の 1手術例,第146回近畿外科学会 (1989.12).

2.胸腺 ･免疫

磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :Castleman'sdiseaseの 1例,第25回日本胸

部疾患学会北陸地方会 (1989.ll).

長崎二三夫,北野司久,辰巳明利,松井輝夫,山下直己,黄 政龍 :重症筋無力症合併胸腺腫に対する外科的

治療の経験,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

黄 政龍,康 天志,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :本院における胸腺嚢腫 8例の検討,第146回近畿外科

学会 (1989.12).

長崎二三夫,黄 政龍,康 天意,辰巳明利,北野司久,他 4名 :外科治療にて救命 し得た縦隔膿癌の 1例,

第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12).

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 :サルコイ ドーシスを

合併 した悪性胸腺腫の一切除例,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).
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小西孝明,塙 健,石田久雄,塩田哲広,八木一之,小鯖 覚,畠中陸郎,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

術後照射による合併症のため胸膜肺全摘術を行った悪性胸腺腫の 1例,第 8回胸腺研究会 (1989.5).

光岡明夫,松原義人,石田久雄,塙 健,小西孝明,塩田哲広,小鯖 覚,畠中陸郡,船津武志,池田貞雄,

田沢 照 :前縦隔発生のホジキン病の 1例,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6).

光岡明夫,花田敬吾,細野正道,細川友秀,松下隆寿,小岸久美子,馬場満夫,細川昌則,竹田俊男 :老化促

進モデルマウス (SAM)の invivo免疫応答能 :加令に伴う急速な免疫機能低下の細胞レベルでの解析,日本基

礎老化学会第13回大会 (1989.ll).

小西孝明,山本恭通,石田久雄,塩田哲広,小鯖 覚,光岡明夫,松原義人,畠中陛郎,船津武志,池田貞雄,

船内正裕,西谷 裕,斉田恭子 :著明な筋短縮を来 した筋サルコイドーシスの 1例,第34回日本胸部疾患学会近

畿地方会 (1989.12).

桑原正喜,奥村典仁,有安哲哉,康 天志 :前縦隔病変の経胸骨的生検法 (TSPB)の臨床的検討,第29回日本

胸部疾患学会総会 (1989.4).

桑原正喜,糸井和美,有安哲哉,柳原-広 :前縦隔病変に対する生検アプローチ ーTrans-sternal punch

biopsy(TSPB)-,第13回京阪神呼吸器疾患勉強会 (1989･12).

上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,植田充弘,秋山文弥 :当科における縦

隔腫癌手術症例の検討,静岡県呼吸器外科医会第 1回集談会 (1989.1).

上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,植田充宏,秋山文弥 :縦隔腫揚手術症

例50例の検討,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

植田充宏,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,大久保憲一,井上孝史,花岡伸治,秋山文弥 :心嚢内進展によ

り心タンポナーデをきたした浸潤型胸腺腫の 2手術例,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

佐坂徳浩,小阪真二,寺町政美,中村隆澄,北村文夫,宮本信昭 :縦隔気管支性嚢腫の 7症例の検討,第 6回

日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

藤野昇三,森 渥視,朝倉庄志,安田雄司,白石昭一郎,尾上雅彦,渡田正二,田畑良宏,加藤弘文 :浸潤性

胸腺腫に対する拡大切除術 第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5.26.大津).

石川清司,国吉真行,山内和雄,源河圭一郎 :縦隔発生気管支性嚢腫の 8例,第51回日本臨床外科医学会(1989.

ll).

石川清司,国吉真行,山内和雄,源河圭一郎 :縦隔腫癌61例の臨床的検討,第44回国立病院療養所総合医学会

(1989.10).

石川清司,源河圭一郎,国吉真行,下地光好,上原力也,山内和雄 :化学療法 (C1isplatinum,predonison)が

有効であった胸腺癌の 1例,第29回日本肺癌学会九州地方会 (1989.7).

3.結 核

松井輝夫,黄 政龍,山下直己,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :慢性膿胸48例の検討.第28回日本胸部疾

患学会総会 (1989.4.7).

平井 隆,安倍隆二,伊藤元彦 :両側巨大肺 Aspergillomaに対するMonaldi療法.第 6回日本呼吸器外科学

会総会 (1989.5).

山中 晃,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :肺真菌症16例の臨床像 と外科治療,第29回

日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

辰巳明利,北野司久,山中 晃,松井輝夫,山下直己,黄 政龍 :最近10年間における慢性膿胸手術例の検討,

第89回日本外科学会総会 (1989.3).

山下直己,黄 政龍,松井輝夫,辰巳明利,長崎二三夫,北野司久 :開放療法後13年を経過 した有療性慢性膿

胸に対 し有茎性大網被覆術を施行 した 1症例,第145回近畿外科学会 (1989.4).

山中 晃,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :肺真菌症16例の臨床像 と外科治療,第29回

日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

山下直己,北野司久,辰巳明利,長崎二三夫,松井輝夫,黄 政龍,高橋憲太郎,井上修平 :有療性慢性膿胸



- 68- 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

に対する有茎性大網被覆術,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

北野司久,黄 政龍,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,長崎二三夫,山中 晃 :慢性膿胸の大網法における大

綱片の動態一内視鏡的所見を中心に-,第12回日本気管支学会総会 (1989.7).

Kitano,M∴Clinicalsignificanceofomentalsurgeryforthoracicempyemawithbronchopleuralfistula,

The6thWorldCongressforBronchology(1989.10).

北野司久,辰巳明利,松井輝夫,山下直己,黄 政龍,長崎二三夫 :慢性膿胸に対する有茎性大網法に関する

アンケー ト調査成績 (第 1報),第42回日本胸部外科学会総会 (1989.10).

Tatsumi,A.,Kitano,M.,Matsui,T.,Yamashita,N.,Nagasaki,F.,Ko,S.:Successfulclosureof

bronchopleuralfistulaewithomentalpedicleflap,ⅩVIWorldCongressonDiseaseoftheChest(1989.ll).

Kitano,M.,Tatsumi,A.,Ko,S.,Ko,T.,Nagasaki,F.:Clinicalsignificanceofomentalpedicleflap

plombageforpyothoraxwithbronchopleuralfistulae,ThellthAsia-PacificCongressonDiseaseofthe

Chest(1989.ll).

田中文啓,吉谷 信,江崎 寛,五十部潤,井上律子,伊東政敏 :内科的治療困難であった肺結核に対する-

手術例,第74回日本結核病学会東海地方会 (1989.ll).

畠中陸郎,石田久雄,塩田哲広,塙 健,八木一之,小鯖 覚,松原義人,船津武志,池田貞雄 :慢性膿胸

の治療成績,第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

池田貞雄,石田久雄,塩田哲広,塙 健,八木一之,小鰭 覚,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-Crypto-testとセロダイレクトークリプ トの有用性の比較検討-,第29回日本胸

部疾患学会総会 (1989.4).

石田久雄,小鰭 覚,小西孝明,塩田哲広,塙 健,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

胸囲結核の 1手術例,第63回日本結核病学会,近畿地方会 (1989.6).

小西孝明,池田貞雄,石田久雄,塩田背広,塙 健,小鯖 覚,光岡明夫,畠中陸郎,松原義人,船津武志,

塩貝国男,鈴木捷之,長谷川徹 :血清学的診断が有用であった肺 クリプ トコックス症の 1例,第33回日本胸部疾

患学会近畿地方会 (1989.6).

畠中陸郎,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,塙 健,八木一之,小鯖 覚,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

慢性膿胸の外科的治療 とその成績,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

小鰭 覚,畠中陸郎,塙 健,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,光岡明夫,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

横隔膜を穿孔 した左肺全摘出後膿胸の 1手術例,第51回日本臨床外科医学会総会 (1989.10).

石田久雄,畠中陸郎,山本恭通,小西孝明,塩田哲広,小鯖 覚,光岡明夫,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

左大腿骨カリエスを合併 した肺結核の 1例,第64回日本結核病学会近畿地方会 (1989.12).

平田敏樹,山田 孝,八木 健,室恒太郎,八木一之,秋山仁一郎,糸井和美,カレッド･レシヤー ド,高嶋

義光 :結核性胸膜炎および癌性胸膜炎における胸膜生検の臨床的検討.第29回日本胸部疾患学会総会.(1989.4).

平田敏樹,室恒太郎,八木一之,高嶋義光 :胸郭形成術後,空洞形成および鴨息様発作により呼吸不全に至っ

た肺非定型抗酸菌症の一例.第 2回静岡県呼吸器外科医会 (1989.7).

秋山仁一郎,山田 孝,八木 健,平田敏樹,室恒太郎,八木一之,高嶋義光 :当院における癌性胸膜炎の臨

床的検討.第56回日本胸部疾患学会東海地方学会 (1989.ll).

山田 孝,八木 健,平田敏樹,室恒太郎,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :肺結核に甲状腺機能低下症 と

SIADHを合併 した 1例,第56回日本胸部疾患学会東海地方会 (1989.ll).

平田敏樹,山田 孝,八木 健,室恒太郎,八木一之,秋山仁一郎,高嶋義光 :空洞切開術及び開放創におけ

る有茎大網充填術の経験,第56回日本胸部疾患学会東海地方会 (1989.ll).

桑原正喜,奥村典仁,有安哲哉,康 天志 :最近 5年間の膿胸手術例の臨床的検討,第145回近畿外科学会(1989.

4).

桑原正喜,奥村典仁,有安哲哉,康 天志 :膿胸治療の臨床的検討(特に手術例について),第 6回日本呼吸器

外科学会総会 (1989.5).

桑原正喜,奥村典仁,有安哲哉,康 天窓 :難治性有痩性膿胸に対する大網利用の 2例,第32回日本胸部外科

学会関西地方会 (1989.6).
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桑原正喜,奥村典仁,有安哲哉,康 天志 :気管支内異物 より肺炎,膿胸をきたした-治験例,第12回日本気

管支学会総会 (1989.7).

久場睦夫,仲宗根恵俊,宮城 茂,富国泰夫,嘉数朝一,大域盛夫,源河圭一郎 :下肺野結核症例の臨床的検

討,第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4).

田中 茂,川添隆司,藤村直樹,阪本勝彦,巌西真規,美崎幸平,梅宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,北市正

刺,長井苑子,泉 孝英 :当院に於ける最近 5年間の開胸肺生検例の検討,第64回日本結核病学会,第34回日本

胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9.).

美崎幸平,梅宮正志,田中 茂,巌西真規,阪本勝彦,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :最近開胸 された肺

結核症例,第25回日本赤十字社医学会総会 (1989.10.20J.

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 :収縮性心膜炎の 1

例 :第129回日本内科学会近畿地方会 (1989.9.16.).

4.人 工 材 料

滝本行延,中村達雄,清水慶彦,内田恵美子,筏 義人 :新 しい食道静脈癌硬化材.第11回日本バイオマテリ

アル学会大会 (1989.9).

夏目 徹,池 修,清水慶彦,岡田敏行,筏 義人,田村康一 :自己粘膜細胞組み込みコラーゲン人工食道

の検討.第11回日本バイオマテリア/レ学会大会 (1989.9).

夏目 徹,清水慶彦 :コラーゲンゲル培養-再構成 フィブ リルの線維径についての検討-.第11回日本バイオ

マテリアル学会大会 (1989.9).

夏目 徹,田村康一,河原崎茂孝,清水慶彦 :コラーゲン止血材,形状の改良 と止血効果,第27回日本人工臓

器学会大会 (1989.9).

渡部 智,清水慶彦,岡田敏行,筏 義人 :外シャントカニューレ挿入部皮膚の形態学的検討.第11回日本バ

イオマテリアル学会大会 (1989.10).

Isobe,J.,Mizuno,H.,Matsunobe,S.,Shimizu,Y.,Nakatani,S.:ANewTypeofLowBloodFlowECCO 2

RUsingaHemodialysingSystem inApneicStates,The5thWorldCongressonIntensive&Criticalcare

medicine(1989.9).

小鰭 覚,松原義人,池田貞雄,塙 健,塩田哲広,石田久雄,八木一之,小西孝明,畠中陸即,船津武志 :

有茎大網片を用いた人工気管の実験的研究,第12回日本気管支学会総会 (1989.7).

松原義人,小鯖 覚,池田貞雄 :人工気管の実験および臨床成績,第 6回研究集会｢気管気管支再建集会｣(1989.

8).

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-皮膚 との接着性 を求めて1.第27回日本人工臓器学会大会 (1989.9).

中村達雄,清水慶彦 : ｢気管置換 をめぐる諸問題｣人工材料による置換.第 6回研究集会 ｢気管気管支再建手

術｣(1989.8).

Nakamura,T,Watanabe,S,Shimizu,Y,Shirai,K,Hyon,S.H.,Suzuki,M,Shimamoto,T,Ikada,Y:

BioabsorbableNon-wovenFabricforStlrgery,3rdlnternationalITVConferenceofBiomaterials(1989.6).

Ike,0.,Shimizu,YリOkada,T.,Natsume,T.,Watanabe.SリIkada,Y.,Hitomi,S.:Experimentalstudies

onanartificialesophagusforthepurposeofneoesophagealepithelizationusingacollagen-coatedsilicone

tube,35thAmericanSocietyforArtificiallntemalOrgans(ASAIO)(1989.5).

池 修,和田良一,夏目 徹,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.第 5回日本 DDS学会 (1989.7).

池 修,人見滋樹,夏目 徹,和田良一,渡部 智,玄 丞焦,筏 義人,清水慶彦 :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,第 5回日本 DDS学会 (1989.7).

Ike,0.,Shimizu,Y.,Okada,T"Natsume,T.,Watanabe,S.,Ikada,Y.,Hitomi,S.:Neoesophageal

epithelizationonanartificialesophaguswithcollagenlayerstructure,8thEuropeanConferenceon
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Biomaterials(1989.9).

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

細胞の播種を併用したコラーゲンを用いた人工食道の検討.第27回日本人工臓器学会総会 (1989.9).

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L乳酸および自

己骨膜を用いた人工気管の検討,第27回日本人工臓器学会総会 (1989.9).

池 修,清水慶彦,岡田敏行,奥村典仁,夏目 徹,渡部 智,筏 義人,田村康一,人見滋樹 :自己粘膜

細胞の播種を併用 したコラーゲンを用いた人工食道の検討.第42回日本胸部外科学会総会 (1989.10).

池 修,清水慶彦,和田良一,草ノ井蓉子,渡部 智,玄 丞焦,筏 義人 :ポリD,L乳酸を用いたシスプ

ラチン徐放剤の検討,第11回日本バイオマテリアル学会大会 (1989.10).

松原義人,小鰭 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 :

大網被覆を応用した人工気管の実験的研究,第42回日本胸部外科学会総会 (1989.10).

小鰭 覚,松原義人,池田貞雄 :Experimentalstudyonprosteticreconstructiononthetracheabyutilizing

omentalpedicleflap,The6thWorldCongressforBronchology(1989.10).

5.心 ･血 管

張 謙益,竹田秋郎,瀧俊彦,岡田賢二,倉田昌彦 :両側多発性肺動静脈庫を伴 うRendu-Osler-Weber病の 1

例,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6).

磯和理貴,清谷哲也,山中 晃,大野暢宏 :肺動静脈虜の2手術例,第32回日本胸部外科学会関西地方会(1989.

6).

清谷哲也,磯和理貴,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :肺分画症を伴わない左肺底動脈体動脈起始

症の 1例,第25回日本胸部疾患学会北陸地方会 (1989.ll).

伊東政敏,西尾 斉,山口正人,上村博幸 :Wheat変法による解離性大動脈癌の 1治験,第38回国立療養所循

環器疾患研究会 (1989.2).

江崎 寛,田中文啓,吉谷 信,五十部潤,井上律子,伊東政敏 :当院における啄血に対する気管支動脈塞栓

術の検討,第35回三重大学胸部外科学教室研究総会 (1989.8).

五十部潤,田中文啓,吉谷 信,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,西尾 斉,山口正人,上村博幸 :当院にお

ける無輸血弁膜手術例の検討,第39回国立療養所循環器疾患研究会 (1989.ll).

田中文啓,吉谷 信,江崎 寛,五十部潤,井上律子,伊東政敏 :右冠動脈解離腔起始を伴った解離性上行大

動脈癌のWheat変法による一手術治験,第44回国立病院療養所総合医学会 (1989.ll).

五十部潤,田中 亨,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,西尾 膏,山口正人,上村博幸 :無輸血弁

置換 8例の経験,第40回岐阜循環器疾患研究会 (1989.12.2).

植田充宏,篠崎拓,島本光臣,上野陽一郎,大久保憲一,井上孝史,花岡伸治,秋山文弥 :開心術後急性期に

おけるProstaglandinElの使用経験,第 1回静岡県循環管理研究会 (1989.5).

寺町政美,佐坂徳浩,中村隆澄,北村文夫,宮本信昭 :無輸血開心術症例の検討,第42回高知県医師会医学会

(1989.8).

横井孝文,中村隆澄,北村文夫,宮本信昭,他 5名 :弁置換術後の遠隔期死亡例の検討,第54回日本循環器学

会中国四国地方会 (1989.6).

横井孝文,中村隆澄,北村文夫,宮本信昭,他 5名 :高齢者心房中隔欠損症の術後経過一遠隔期臨床像の検討,

第54回日本循環器学会中国四国地方会 (1989.6).

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,植田充宏,秋山文弥 :前下行枝への左

(MAG 3年間の成績～SVGとの比較検討～,第19回日本心臓血管外科学会学術総会 (1989.6).

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,吉谷 信,井上孝史,植田充宏,秋山文弥 :急性A型解離～術

前術後の大動脈造影の検討～,第19回日本心臓血管外科学会学術総会 (1989.6).

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,吉谷 信,井上孝史,植田充宏,秋山文弥 :急性大動脈解離

～術後における遺残解離腔の血栓化に関する検討～,第 5回静岡県血栓症研究会 (1989.3).
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島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,大久保憲一,井上孝史,植田充宏,花岡伸治,秋山文弥 :急性A型大動脈

解離に拡大手術 (extendedaorticresecti(爪など)は必要か?,第42回日本胸部外科学会総会 (1989.10).

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,山崎文即,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁示,秋山文弥 :腹部

大動脈癒手術症例の検討,日本循環器学会第80回東海 ･第65回北陸合同地方会 (1989.ll).

井上孝史,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,秋山文弥 :術中透析を要 し

た腎不全患者開心術例の検討,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

植田充宏,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,大久保憲一,花岡伸治,鈴木仁示,秋山文弥 :急性心筋梗塞に

対 しCABGを行い出血性梗塞を来 した 1例,第28回東海冠疾患研究会 (1989.7).

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,大久保憲一,植田充宏,花岡伸治,鈴木仁示,秋山文弥 :Thromboexclusion

手術例の遠隔成績,第 6回静岡県血栓症研究会 (1989.9).

上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,植田充宏,秋山文弥 :成人型動脈管憩

室動脈痛,第19回日本心臓血管外科学会学術総会 (1989.6).

島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,大久保憲一,井上孝史,植田充宏,花岡伸治,秋山文弥 : ､̀要望演題"当

院における人工弁置換術 (VR)と虚血性心疾患手術 (1HD)の成績,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.

6).

大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,井上孝史,植田充宏,花岡伸治,秋山文弥 :ACバイパスを併

置 した弁置換手術症例の検討,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).

6.移 植

安田雄司,張 林,朝倉庄志,藤野昇三,加藤弘文,森 渥視,榎堀 徹,岡田慶夫 :ラット移植肺の急性

期拒絶反応にみられる超微形態学的変化 第25回日本移植学会 (1989.9.12.).

安田雄司,張 林,朝倉庄志,藤野昇三,加藤弘文,森 渥視,榎堀 徹 :ラット肺移植における肺胞領域

での超微形態学的研究- ANTU肺水腫 との対比 第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6.).

藤野昇三,井上修平,白石昭一郎,尾上雅彦,渡田正二,朝倉庄志,安田雄司,高橋憲太郎,田畑良宏,加藤

弘文,森 渥視 :内胸動脈 ･気管支動脈吻合による気管支血流再建を伴 う肺移植手術,第42回日本胸部外科学会

総会 (1989.10.16.).

安田雄司,張 林,榎堀 徹,岡田慶夫,白石昭一郎,尾上雅彦,渡田正二,朝倉庄志,藤野昇三,田畑良

宏,加藤弘文,森 渥視 :ラット移植肺の肺胞領域における急性期拒絶反応に関する超微形態学的研究,第42回

日本胸部外科学会総会 (1989.10.18｣.

藤野昇三,森 渥視,朝倉庄志,安田雄司,加藤弘文,井上修平,高橋憲太郎 :微小血管吻合による気管支動

脈再建に関する実験的検討,第12回日本気管支学会 (1989.7.7.).

安田雄司,張 林,朝倉庄志,藤野昇三,加藤弘文,榎堀 徹 :ラット移植肺での急性期拒絶反応に関する

超徴形態学的研究,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5.26.).
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塩田哲広,小西孝明,石田久雄,塙 健,八木一之,小鰭 覚,畠中陸郎,松原義人,船津武志,池田貞雄 :

胸壁再建例の検討,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).

塙 健,小鯖 覚,池田貞雄,小西孝明,石田久雄,塩田哲広,八木一之,畠中陸即,松原義人,船津武志 :

気管軟化症の外科治療法の基礎的研究,第 6回日本呼吸器外科学会総会 (1989.5).
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伊井宏一,黒川 健,池川雅哉,蒔田直樹,鍵本伸二,林 達也,木村雅英,黄 正一,金地研二,松村理司,
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発作性心房細動に両側腎梗塞を合併 し血液透析を行った 1例,第128回日本内科学会近畿地方会 (1989.6).
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池川雅哉,大島庶幾,黒川 健,鍵本伸二,伊井宏一,林 達也,木村雅英,黄 正一,金地研二,松村理司 :
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学会総会 (1989.6).
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Kuwabara,M.,Kasparek,R.,Maassen,W.(iibersetzer):AtlasderThoraxchirurgie(vonR.Hatakenada,

Y.Matsubara,T.Funatsu,S.Ikeda),Dustri-VerlagDr.KarlFeistle,Miinchen-Deisenhofen,1989.

岡田慶夫,安田雄司 :転移性心外膜腫癌 : (p582-586),癌治療学 (下),日本臨床社,1989.1.19.

岡田慶夫 :肺の リンパ系 と肺癌,金芳堂,1989.5.25.

Okada,Y∴LymphaticsoftheHumanlung,WithSpecialReferencetoClinicalProbrems,Kinpodo,1989.

10.31.

秋山文弥 :手術 と輸血,輸血マニュアル (監修及び分担執筆),静岡輸血懇話会 1989.

清水慶彦 :人工腹壁 と人工胸壁 (1198-1199),外科診療 Q&A,第20号,六法出版 1989.

清水慶彦 :胸部外科系 (485-491),バイオマテリアルの最先端,シーエムシー 1989.9.
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分 子 病 理 学 分 野

〔学 会 発 表〕

鈴木康弘,藤田葉子,小岸久美子 :格子状 ミエリン形成における肺表面活性物質アポ蛋白の関与.第29回日本

胸部疾患学会総会 (1989.4.5)

桐谷良一-,久世文章,異住真史,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免疫組織化学的検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5)

永田和宏,都留秋雄,中村暢宏,高山英次,鈴木康弘,平芳一法 :Regulationoftheexpressionofvimentin

geneduringdifferentiationofmousemyeloidleukemiacells.第 9回 Sapporocancerseminar(1989.7.7)

池上裕美子,河村哲治,河南里江子,中原由紀子,中原保治,望月吾郎,松山栄一,桂 栄孝,桐谷良一,鈴

木康弘 :肺胞蛋白症の一例.第63回日本結核病学会,第33回日本胸部疾患学会地方会 (1989.6.17)

Robertson,B.,Curstedt,T.,Fujita,Y.,Grossmann,G.,Ganzuka,M.,Kobayashi,T.,Nitta,K.,Suzuki,Y∴

MonoclonalantibodiestoSp-Binhibitsurfactantfunctioninnewbornrabbits.IUPSSatelliteSymposium

tFetalandNeonatalPhysiology',(Stockholm,Sweden,1989.7.518)

Kobayashi,T.,Nitta,K..Curstedt,T.,Grossmann,G.,Robertson,B.,Suzuki,Y.:SelectiveblockingofSp

-B:1.Effectsonactivityofnaturallungsurfactant.第25回日本界面医学会総会 (1989.10.7)

Kobayashi,TリGanzuka,M.,Li,W-Z.,Grossmann,G.,Robertson,B.,Suzuki,Y∴Selectiveblockingof

SpB:2.Deteriorationoflungfunctioninneartermnewbornrabbits.第25回日本界面医学会 (1989.10.7)

Suzuki,Y.,Masuda,M.,Kogishi,K.,Fujita,Y.,Sato,A.:Possiblemechanism ofinhibitionoftubular

myelinformationbyaspecificantibodytoSp-B.第25回日本界面医学会 (1989.10.7)

Kobayashi,T.,Ganzuka,M.,Nitta,K.,Robertson,B.,Grossmann,G.,Suzuki.Y∴Selectiveblockingof

surfactant-associated hydrophobic polypeptide Sp-B in near-term newborn rabbits.International

Symposium on60YearsofSurfactantResearch,(TheRiverRhine,WestGermany,1989.ll.ll-17)

Ladanyi,E"Suzuki,Y.,Mobius,D"Shafer,K.,Staider,K.:Presence,localizationandpossibleroleofSp

-AandSp-Binthehumanlungsurfactantsurfacelayer.AnelectronmicroscopicstudyusingimmunO-gold

doublelabelling.InternationalSymposium on60YearsofSurfactantResearch,(TheRiverRhine,West

Germany,1989.ll.ll-17)

〔誌 上 発 表〕

Suzuki,Y.,Fujita,Y.,Kogishi,K∴ Reconstitutionoftubularmyelinfrom syntheticlipidsandproteins

associatedwithpigpulmonarysurfactant.Am RevRespirDis,140:75-81,1989.

桐谷良一,佐藤敦夫,加藤元一,松井保憲,鈴木克洋,田中栄作,村山尚子,倉沢卓也,川合 満,久世文事,

黒住兵史,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

族の免疫組織化学的検討.TherapeuticResearch,10:328-334,1989.

山根すま子,黒住県史,木野稔也,陳 文照,北市正則,藤田葉子,鈴木康弘,内木宏延,細川昌則,竹田俊

男 :病理検査データ管理のシステム化 と病理組織診断集計.京大胸部研紀要,22:19-27,1989.

細 胞 生 物 学 分 野

〔誌 上 発 表〕

Itoh,K.,Tezuka,H.,Sakoda,H.,Konno,M"Nagata,K.,Uchiyama,T"Uchino,H.& Mori,K.J.:
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Reproducibleestablishmentofhemopoieticsupportivestromalcelllinesfrommurinebonemarrow.Exptl.

Hematol.17(2):145-153(1989)

Nagata,K.&Li,G.C.:Heatshockproteins.InHyperthem icOncology(eds.T.SugaharaandM.Saito),

Vol.2,TaylorandFrancislnc.,1989,pp.237-239.

Nagata,K.,Hirayoshi,K.,Nakai,A.,Saga,S.,Obara,M.& Yamada,K.M.:Anoveltransformation-

sensitiveheat-shockprotein(hsp47).InHyperthermicOncology(eds.T.SugaharaandM.Saito),Vol.2,

TaylorandFrancislncリ1989,pp.252-255.

Nakai,AリHirayoshi,KリSaga,S.,Yamada,K.M.& Nagata,K∴ Thetransformation-sensitiveheat

shockprotein(hsp47)bindsspecificallytofetuin.Biochem.Biophys.Res.Commun.164(1):259-264(1989)

Nagata,K.,Tsuru,A"Nakamura,N.,Takayama,E.,Suzuki,Y.& Hirayoshi,K.:Changesinthe

intermediatefilaments,vimentin,duringthedifferentiationofmousemyeloidleukemiacells.CellStruct.

Funct.14(5):644-645(1989)

Higashida,H.,Brown,D.A.,Ogura,A.,Sagara,∫.& Nagata,K∴ ModulationoftwoK+currentsby

inositoltriphosphateandproteinkinaseC.InBrainSignalTransductionandMemory,Proceedingsofthe

fifthTakedasciencefoundationsymposium onbioscience1988(eds.M.ItoandY.Nishizuka),Academic

Press,1989,pp.117-128.

中井 彰,永田和宏 :熱ショック蛋白質.Medicallmmunology,第17巻(3):250-253(1989)

永田和宏,高山英次 :白血病細胞の細胞骨格.生体の科学,第40巻(3):177-181(1989)

道下県弘,永田和宏 :TNFと骨髄性白血病細胞の分化.免疫薬理,第 7巻(2) 214(1989)

永田和宏 :熱ショック蛋白質.医学の歩み,第150巻(1):81(1989)

永田和宏,都留秋雄,中村暢宏 :癌細胞における細胞骨格異常一 中間径フィラメントを中心に.蛋白質核酸

酵素,第34巻 (12):1590-1598(1989)

永田和宏 ･矢原一郎 :対談 ｢熱 ショック蛋白質の基礎 と臨床｣. Medicallmmunology,第18巻(5):731-

745(1989)

永田和宏 :ス トレス蛋白質の新展開一序にかえて (特集･ス トレス (熱ショーツク)蛋白質研究の最前線).実験

医学,第 7巻(17):1967-1969(1989)

中井 彰,平芳一法 :低分子ス トレス蛋白質の機能 と発現.実験医学,第 7巻(17):2015-2022(1989)

岡田泰仲,平芳一法 :電気的融合 と遺伝子導入.実験医学,臨時増刊号,第 7巻(13):97-101(1989)

〔学 会 発 表〕

K.Nagata:Regulationoftheexpressionofvimentingeneduringdifferentiationofmousemyeloid

leukemiacells.The9thSapporoCancerSeminar-Symposium onCellDifferentiationandCancerControl.

1989年 7月,Sapporo.

永田和宏 :白血球分化 と中間径フィラメント.第 3回細胞生物学シンポジウム ｢細胞骨格一細胞の増殖 と分化

への関与｣,1989年 5月

永田和宏 :白血病細胞Mlの分化 と細胞骨格.第 3回箱根GIBCO-BRLシンポジウム ｢糸田胞分化の分子機構｣,

1989年 7月

道下県弘,平芳一法,吉田弥太郎,永田和宏 :TNFの産生調節機構-Autoinhibitorysystemの提唱.第47回

日本癌学会総会,1989年10月

中村暢宏,都留秋雄,平芳一法,永田和宏 :ビメンチン分解に関与する未知プロテアーゼと白血病細胞の分化.

第47回日本癌学会総会,1989年10月

中井 彰,平芳一法,大塚健三,永田和宏 :トランスフォーメーション感受性を持ち熱ショック誘導能のある

ATP結合蛋白質.第47回日本癌学会総会,1989年10月

中井 彰,佐藤 衛,平芳一法,平山千里,永田和宏 :grp78の リン酸化は トランスフォーメーションにより変
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化する.第62回日本生化学会大会,1989年11月

永田和宏 :がん細胞及び正常細胞における熱ショック蛋白質.日本放射線増感研究協会講演会,1989年 6月

永田和宏,中井 彰,佐藤 衛,平芳一法 :hsp70ファミリーの発現 と機能 :grp78の燐酸化 とトランスフォー

メーション.第 6回日本-イパーサー ミア学会大会,1989年11月

大塚健三,中井 彰,永田和宏 :晴乳動物およびニワ トリ細胞における新 しい熱ショック蛋白質,hsp40.第42

回日本細胞生物学会大会,1989年10月

道下県弘,平芳一法,吉田弥太郎,永田和宏 :TNF-αの産生調節機構.第42回日本細胞生物学会大会,1989年

10月

中井 彰,平山千里,平芳一法,永田和宏 :Transformation-sensitiveheatshockprotein(hsp47)の発現は

コラーゲン合成 と共役し,細胞内でプロコラーゲンと結合 している.第42回日本細胞生物学会大会,1989年10月

平芳一法,中井 彰,平山千里,大塚健三,永田和宏 :トランスフォーメーション感受性をもち熱ショック誘

導能のあるATP結合蛋白質 (p37)はグリセルアルデヒド-3-リン酸デ ドロゲナ-ゼである.第42回日本細胞生物

学会大会,1989年10月

中村暢宏,都留秋雄,平芳一法,永田和宏 :白血病細胞の分化に伴 うビメンチン分解活性の変化.第42回日本

細胞生物学会大会,1989年10月

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 とアクチン結合蛋白質.第42回日

本細胞生物学会大会,1989年10月

佐藤 衛,中井 彰,平山千里,吉森 保,田代 裕,平芳一法,永田和宏 :grp78の リン酸化は トランスフォ

ーメーションにより変化する.第42回日本細胞生物学会大会,1989年10月

細川暢子,中井 彰,平芳一法,細川洋平,丸井伸行,吉田光範,酒井敏行,西野輔翼,青池 属,川井啓市,

永田和宏 :熱ショック蛋白質のQuercetinによる特異的阻害.第42回日本細胞生物学会大会,1989年10月

腫 癌 学 分 野

〔著書,原書,総説〕

芝本雄太,高橋正治,岡田謙一郎,大石賢二,吉田 修,阿部光幸 :前立腺癌に対する術中照射の長期成績.

日放腫会誌,1:13-18,1989

真辺忠夫,馬場信雄,芝本雄太,高橋正治,戸部隆吉 :豚癌の放射線療法.臨床外科,44:1183-1187,1989

田中良明,亘理 勉,高井良尋,新部英男,喜多みどり,清水哲平,高橋正治,御供正妃,神宮賢一,前原史

明 :悪性グリオーマの放射線治療の現況.癌の臨床,35:1233-1239,1989

高橋正治,阿部光幸 :骨肉腫の術中照射法 患肢温存を目的として.医学のあゆみ,150:983-986,1989

芝本雄太,阿部光幸,筒井一成,小野公二,高橋正治 :髄芽腫の放射線治療成績.日癌治,24:249ト2498,1989

永田 靖,西台武弘,岡島 馨,野原弘基,高橋正治,岡田 孝,中田 学,矢野慎輔,阿部光幸 :CTシュミ

レータの開発 と利用一放射線治療における三次元画像の有用性.日放腫会誌,1:219-229,1989

笹井啓資,小野公二,高橋正治,阿部光幸 :動脈血酸素含有量による肺后平上皮癌放射線感受性の予測.癌の

臨床,35:1554-1557,1989

野原弘基,永田 靖,西台武弘,中田 学,高橋正治,岡田 孝,矢野慎輔,阿部光幸 :三次元表示及び線量

分布の有用性 :CTシュミレータを用いた三次元治療計画.日放腫会誌, 1(Supple.4):93-100,1989

小野公二,筒井一成,高橋正治,笹井啓資,伏木雅人,阿部光幸 :分割照射の基礎及び臨床 :一日多分割照射

法による肺癌の放射線治療.日放腫会誌, 1 (Supple.4):161-167,1989

増永慎一郎,平岡真寛,高橋正治,徐志堅,芥田敬三,西村恭昌,永田 靖,阿部光幸 :局所進行 ･再発乳癌

に対する温熱併用放射線治療成績 :放射線単独治療 との比較.日医放会誌,49:304-313,1989

増永慎一郎,平岡真寛,芥田敬三,西村恭昌,永田 靖,高橋正治,阿部光幸 :悪性腰痛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.冒癌治,25:6-12,1990
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西村恭昌,芥田敬三,平岡真寛,増永慎一郎,永田 靖,高橋正治,阿部光幸,小泉勝嗣 :電波レンズ型430MHz

マイクロ波加温装置 (HTS-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, 6:69-77,

1990

Takahashi,M∴Intraoperativeradiationtherapyforprostaticcancer.In:IntraoperativeRadiation

Therapy,edbyDowbelbower,R.R.,Abe,M.,CRCPress,Inc.,Florida,1989,p235-245

0kada,K.,Ohishi,K.,Yoshida,0.,Takahashi,M.,Abe,M.:Intraoperativeradiotherapyoflocalized

carcinomaoftheprostate.In:ProstateCancer,edbyKa汀,∫.P.Yamanaka,H.EIsevierScienceC0.,Inc.,

1989,p37ト382

Kagiya,TリNishimoto,S.,Shibamoto,Y.,Wang,JリZhou,L.,He,Y.,Sasai,K.,Takahashi,MリAbe,M∴

Importanceoftumoraffinityofnitroazolesinhypoxicradiosensitizatiomtnt∫RadiatOncoIBioIPhys16:

1033-1037,1989

Shibamoto,Y.,Nishimoto,S.,Shimokawa,K.,Hisanaga,Y.,Zhou,L.,Wang,J.,Sasai,K.,Takahashi,M.,

Abe,M.,Kagiya,T.:Characteristicsoffluorinatednitroazolesashypoxiccellradiosensitizers.Int∫Radiat

OncoIBiolphys16:1045-1048,1989

Yamamuro,T.,Kotoura,Y.,Kasahara,K.,Takahashi,M.,Abe,M.:Intraoperativeradiotherapyand

ceramicprosthesisreplacementforosteosarcoma.In:NewDevelopmentsforLimbSalvageinMusculo-

skeletalTumors,edbyYamamuro,T.Springer-Verlag,Tokyo,1989,p327-333

Sasai,K.,Ono,K.,Nishidai,T.,Tsutsui,K.,Shibamoto,Y.,Takahashi,M.,Abe,M∴Variationintumor

responsetoFluosol-DA(20%).tnt∫RadiatOncoIBioIPhys16:1149-1152,1989

Nishimura,Y.,Ono,KHImamura,M.,Hiraoka,M.,Takahashi,M.,Abe,M.,Ohishi,K.,Yanagibashi,K.,

Tobe,T.:Prospectiveradiationtherapyforesophagealcancer.RadiatMed7:88-94,1989

Shibamoto,Y.,Takahashi,M.,Dokoh,S.,Tanabe,M.,Ishida,T.,Abe,M∴Radiationtherapyforbrain

stem tumorwithspecialreferencetoCTfeatureandprognosiscorrelations.Int∫RadiatOncoIBioIPhys

17:71-76,1989

Nishimura,Y.,Jo,S.,Akuta,K.,Masunaga,S.,Fushiki,M.,Hiraoka,M.,Takahashi,M.,Abe,M.:

HistologlCalanalysュsOftheeffectofhyperthermiaonnom alrabbithepaticvasculature.CancerRes49:

4295-4297,1989

0no,K.,Akuta,K.,Takahashi,M.,Abe,M.,Nishio,Y.,Okada,K.,Yoshida,0.:Effectofmisonidazole

inpreoperativeirradiationforbladdercancerfollowedbytotalcystectomy.RadiationMedicine7:105-109,

1989

Nishimura,Y.,Hiraoka,M.,Jo,S.,Akuta,K.,Nagata,Y.,Masunaga,S.,Takahashi,M.,Abe,M.:

Radiofrequency(RF)Capacitivehyperthem iacombinedwithradiotherapyinthetreatmentofabdominal

andpelvicdeep-seatedtumors.RadiotherapyandOncology16:139-149,1989

Sasai,K.,Shibamoto,Y.,Takahashi,M"Abe,M.,Wang,J.,Zhou,L.,Nishimoto,S.,Kagiya,T.:Anew,

potent2-nitroimidazolenucleosidehypoxiccellradiosensitizer,RP-170,Jpn∫CancerRes80:1113-1118,

1989

0no,K.,Fushiki,M.,Nagata,Y.,Sasai,K.,Takahashi,M"Abe,M.:Combinedeffectofradiationand

IUdRonexperimentallivertumorsandhepatocytes.StrahlentherapieandOncologie165:688-692,1989

Jo,S.,Hiraoka,M.,Akuta,K.,Nishimura,Y.,Takahashi,M.,Abe,M.:Histopathologicalchangesof

humantumorsfollowingthem otherapy.Int∫RadiatOncoIBioIPhys17:1265-1271,1989

Fushiki,M.,Ono,K.,Shibamoto,Y.,Tsutsui,K.,Sasai,K.,Takahashi,M.,Abe,M.:Effectofrecom-

binantgranulocytecolony-Stimulatingfactorongranulocytopeniainmiceinducedbyirradiation.IntJ

RadiatOncoIBioIPhys18:353-357,1990



平成 2. 3 - 83-

〔国際学会,国内学会シンポジウム抄録,その他〕

高橋正治 :癌の放射線療法 ･巻頭言.医学のあゆみ,150:861,1989

高橋正治 :RF加温 ･深在性腫癌の温熱療法の現状.医学のあゆみ,151:156,1989

高橋正治,平岡真寛,芥田敬三,西村恭昌,永田 靖,増永慎一郎,阿部光幸 :放射線 と温熱 との併用療法.

日医放会誌,49:494,1989

高橋正治,芝本雄太,笹井啓資,小野公二 :二次スクリーニングとしてのSpheroid培養系の研究,及び担癌動

物でのスクリーニング.放射線の制がん効果を増強する薬剤の開発 とスクリーニングシステムの確立に関する研

究.文部省化学研究費がん特別研究 Ⅰ.昭和62年度研究報告書 (No.2),母里知之 (編),1989:p50-53

高橋正治,笹井啓資,芝本雄太,小野公二,筒井一成,伏木雅人,阿部光幸 :RP-170とKIH-802の薬物動態,

放射線増感効果および毒性に関する検討.放射線の制がん効果を増強する薬剤の開発 とスクリーニングシステム

の確立に関する研究.文部省化学研究費がん特別研究 Ⅰ.昭和63年度研究報告書(No.3),母里知之(編),1989:

p57-65

Nishimura,Y.,Shibamoto,Y.,Yukawa,Y,,Jo,S.,Akuta,K.,Hiraoka,M.,Takahashi,M.,Abe,M∴
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