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◎原　著

（成人病学分野）

膵疾患に関する最近の知見一特に慢性膵炎と膵癌

を中心に一

　　原田英雄，松本秀次

　　健康医学（日本人間ドック学会会誌）3：88－

　　94，　1989．

稀な成因による慢性膵炎全国集計調査報告

　　原田英雄，田中淳太郎，本悶達二，建部高明

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和63年度報告書，pp40－47，1989．

飲酒による膵液成分の性状の変化

　　原田英雄，越智浩二，田中三太郎，松本秀次，

　　妹尾敏伸，三宅啓文

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和63年度報告書，pp　143－146，1989．

膵液中のプロスタグランディン測定による慢性膵

炎の病態の解明

　　原田英雄，越智浩二，田中由太郎，松本秀次，

　　妹尾敏伸，三宅啓文

　　厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班，昭

　　和63年度報告書，pp147－150，1989．

アルコールと膵疾患

　　原田英雄，越智浩二，田中淳太郎

　　臨林と研究，66：102　一　105，1989．

膵炎一CT

　　原田英雄，越智浩二

　　図説内科診断治療講座，「膵炎，胆石症，胆

　　嚢炎」，石井兼央編，メジカルビュー社，

　　東京，pp50－56，1989．

膵炎一ERCP
　　原田英雄，越智浩二

図説内科診断治療講座，「膵炎，胆石症，胆

嚢炎」，石井兼央編，メジカルビュー社，

東京，pp56－63，1989．

膵炎一　PST（PFT，膵外分泌機能検査）

　　原田英雄，越智浩二

　　図説内科診断治療講座，「膵炎，胆石症，胆

　　嚢炎」，石井兼央編，メジカルビュー社，

　　東京，pp63－67，1989．

加齢にともなう膵外分泌機能の変化一糞便中キモ

トリプシン活性による検討

　　松本秀次，原田英雄，田中淳太郎，越智浩二，

　　石橋忠明，武田正彦，吉田光男，三宅啓文，

　　木村郁郎

　　日本老年医学会雑誌，26：146　一　152，1989．

胃粘膜血流に及ぼす温泉水の効果一国2報　連日

飲泉の効果に関する検討

　　田中淳太郎，松本秀次，妹尾敏伸，石橋忠明，

　　越智浩二，原田英雄

　　日本温泉気候物理医学会雑誌，52：127－

　　130，　1989．

膵疾患診療のポイントアドバイスー慢性膵炎の

診断一

　　原田英雄，越智浩二

　　medicina，　26：1308－1310，　1989．

純粋膵液中腫瘍マーカーと細胞診による膵癌の診

断一早期膵癌を中心に

　　原田英雄，越智浩二，松本秀次，田中淳太郎，

　　岡浩郎，三宅啓文

　　膵癌の診断と治療の進歩，土屋涼一，原田昇

　　編，医学図書出版，東京，pp　1－3，1989．

膵癌の診断と治療の進歩一膵集検の試み

　　原田英雄，松本秀次，越智浩二，三宅啓文

　　膵癌の診断と治療の進歩，土屋涼一，原田昇
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　　編，医学図書出版，東京，pp47－49，1989．

胃炎の治療一その考え方と実際

　　田中二太郎，石橋忠明，原田英雄

　　胃炎一治療の考え方，竹本忠良編，東京医学

　　社，東京，pp223－227，1989．

胃粘膜血流に及ぼす温泉水の効果一長期連日飲泉

の効果一

　　田中淳太郎，妹尾敏伸，松本秀次，石橋忠明，

　　越智浩二，原田英雄

　　環境病態研報告，60：1－5，1989．

細胞間マトリックスの構成成分と繊維化

　　妹尾敏伸，原田英雄，越智浩二，田中三太郎，

　　松本秀次，石橋忠明，武田正彦，三宅啓文

　　環境病態研報告，60：76－82，1989．

膵炎の分類一その変遷と最近の考え方一

　　原田英雄，田中三太郎，越智浩二，松本秀次，

　　石橋忠明，妹尾敏伸，三宅啓文

　　環境病態研報告，60：83－93，1989．

大腸早期診断における注腸・内視鏡同日併用法

一診断能および検査前日食の検討一

　　越智浩二，石橋忠明，松本秀次，妹尾敏伸，

　　田中二太郎，原田英雄，穐山恒雄，中井睦郎，

　　二本加奈枝

　　環境病態研報告，60：39－46，1989。

小腸腫瘍

　　原田英雄

　　内科学アトラス，上田英雄＆武内重五郎編，

　　朝倉書店，東京，p282，1989。

Inhibitory　effect　of　calcitonin　on　pure

human　pancreatic　secretion

　　Tanka，　j．，　Harada，　H．，　Ochi，　K．，

　　Miyake，　H．，　Kochi，　F．　and　Kimura，　1．

　　Acta　Med　Okayama，　43　：　169－174，　1989．

169

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　Medical　Tribune（韓国版）412　9－12，

　　i989．

Effect　of　chronic　administration　of　a

protease　inhibitor　camostat　on　secretion

of　pure　human　pancreatic　juice．

　Harada，　H．，　lshibashi，　T．，　Ochi，　K．，

　Matsurnoto，　S．，　Tanaka，　J．，　Seno，　T．，

　　Miyake，　H．　and　Kimura，　1．

　　In　Therapeutic　Basis　of　Synthetic

　Protease　lnhibitor，　Biomedical　Research

　　10，　Supplement　1，　ed．　by　Kanno，　T．

　　and　Miyoshi，　A．，　Biomedical　Research

　　Foundation，　Tokyo，　pp63－69，　1989．

膵繊維化と膵液中フィブロネクチン

　　原田英雄，越智浩二，妹尾敏伸，三宅啓文，

　　名回忌，木村郁郎

　　胆と膵，10：1687－1690，1989。

Pancreatitis　一　Concepts　and　Classification．

（書評）

　　原田英雄

　．内科医のための消化器病学150冊，伊藤漸ら

　　編集，Excθrpta　Medica　Ltd．，東京，　p　160，

　　1989．

消化器内視鏡マニュアル（書評）

　　原田英雄

　　内科，64：941，1989．

慢性膵炎の治療一最近の研究から（1），（H）

（ビデオ）

　　竹内正，本間達二，原田英雄，馬場忠雄

　　協和企画制作，1989．

共同研究

Prognosis　and　prognostic　factors　in　chronic
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pancreatitis．

　　Miyake，　H．，　Harada，　H．，　Ochi，　K．，

　　Kunichika，　K．，　Tanaka，　J．　and

　　Kimura，　L

　　Dig．　Dis．　Sci．　34：449－455，　1989．

十二指腸に多発性びらんを謬めたSchδenlein－

Henochの1成人例

　　切塚敬治，河野厚，古谷裕道，郡山健二，

　　内藤徳郎，姫井成，福島泰資，島崎孝一，

　　谷美苗，中村立一，森影面，原田英雄

　　神戸市立病院紀要，27：167－172，1988．

潰瘍性大腸炎に直腸癌を合併した一例

　　切塚敬治，河野厚，古谷裕道，水野裕，岡田

　　正比呂，山下素弘，山本満雄，浜口潔，目黒

　　文朗，清水孝，原田英雄

　　神戸市立病院紀要，27：161・一・165，1988．

The．pancreatitis　class　ification　of　Mar－

seilles－Rome　1988．

　　Sarles，　H．，　Adler，　G．，　Dani，　R．，

　　Frey，　C．，　Gullo，　L．，　Harada，　H．，

　　Martin，　E．，　Norohna，　M．　and　Scuro，

　　LA．

　　Scand．　J．　GasotroenteroL，　24　：　641　一

　　642，　1989．

消化器疾患に見られる精神症状一重症膵炎，慢性

膵炎，膵癌

　　切藁敬治，山下公三郎，原田英雄

　　Modern　Physician，　9　：　1435－1438，　1989．

（リハビリテーション外科学分野）

医用質量分析装置の測定用カテーテルの補正に

ついて

　　古元嘉昭，中尾俊彦，砂川満，森末真八，・

　　矢木信子

61，　1990

　血管に関する無侵襲診断法研究会誌，8

　71－72，　1989．

Evaluation　of　tissue　perfusion　in
ischemic　legs　of　dogs　by　CO　2　clear－

ance　rate

　　Sunakawa，　M．，　Kohmoto，　T．　and

　　Komoto，　Y．

　　Acta　Med　Okayama，　43　：　47－54，　1989．

鈍的腹部外傷後にイレウスを呈した小腸潰瘍の

1例

　　鈴鹿伊智雄，定金省二，美野真吾，河口幸博

　　外科診療，31：940　一　944，1989．

難治な静脈性潰瘍に対する酸素療法一補助療法と

しての意義一

　　古元嘉昭，得能輝男，曽田益弘，平井俊一，

　　森末真八，鈴鹿伊智雄，砂川満，萬秀憲

　　環境病態研報告，60131－34，1989．

非寄生虫性肝嚢胞に対する経皮エタノール注入療

法一有効3症例の検：面一

　　森末真八，鈴鹿伊智雄，平井俊一，曽田益弘，

　　得能輝男，古元嘉昭，砂川満，萬秀憲，小松

　　原正吉，寺本滋

　　環境病態研報告，60：67－71，1989．

ラドン泉ホルミシス

　　古元嘉昭，得能輝男，曽田益弘，平井俊一，

　　森末真八，鈴鹿伊智雄，砂川満，萬秀憲

　　環境病態研報告，60：72－75，1989．

膣擦過細胞診で確認されたびまん浸潤型大腸癌

　　平井俊一，鈴鹿伊智雄，森末真八，曽田益弘，

　　得能輝男，古元嘉昭，砂川満，萬秀憲，大塚

　　昭雄

　　環境病態研報告，60：94－99，1989．

硫酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム浴の効果，

第2報，無機塩類浴法治における皮膚ヒスタミン
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量による考察．

　　　古元嘉昭，曽田益弘．，平井俊一，森末真八．，

　　　鈴鹿伊智雄，藤原敏雄，川崎義巳

　　　日温気物医誌，52：187－190，1989．

Tissue　perfusion　with　radon　baths

　　　Komoto，　Y．

　　　Radontherapie　Heute　in　Abhandlugen　der

　　　sachsischen　Akademie　der　Wissenschaften

　　　Zu　Leipzig，　herausgegeben　von　H．

　　　Jordan，　Band，　57：99－105，　1989．

（基礎環境病態学分野）

Dr．　Leserman，　Dr．　Machyらのリボソーム

をもちいる細胞のセレクシ． ?唐ﾆトランスフェク

ション

　　　保田立ニ

　　　オンコロギァ，22：133　一　135，1989．

共同研究

績

Temperature一一sensitive　release　of　adriamycin，

an　amphiphiiic　antitumor　agent，　from

dipalmitoylphosphatidylcholine－cholesterol

liposomes．

　　Toinita，　T．，　Watanabe，　M．，

　　Takahashi，　T．，　Kumai，　K．，　Tadakuma，　T．

　　　and　Yasuda，　T．

　　　Biochim．　Biophys．　Aeta，　978：185－190，

　　　1989．

Antitumor　effect　of　adriamycin　entrapped　in

liposomes　conjugated　with　anti－bovine　tumor

antigen　monoclonal　antibody　in　leukemic　’ モ盾翌刀D

　　　Onuma，　M．，　Yasutomi，　Y．，　Yamamoto，

　　　M．，　Watarai，　S．，　Yasuda’，　T．，　and

　　　Kawakami，　Y．

　　　J．　Vet．　Med．　B．，　36　：’！39　L　147，　1989．

集． 17i

Homogeneous　immunoassay　for　alpha－2plas－

min　inhibitor　（alpha一　2PI）　and　alpha’

2　PI－plasmin　complex．　Application　of　sand－

wich　liposome　immune　lysis　assay　（LILA）

technique．

　　　Hosoda，　K．　and　Yasudd，　T．

　　　J．　lm　munol．　Methods，　121　：　121　一　128，

　　　1989．

．The　effect　of　GD　3　ganglioside　obtained

from　bovine　lymphosarcoma　on　bovine　normal

monocuclear　cell．

　　　Yasutomi，　Y．，　Onuma，　M．，　Watarai，

　　　S．，　Yasuda，　T．，　Kirisawa，　R．　and

　　　Kawakami，　Y．

　　　MicrobioL　lmunol．，　33：853－861，　1989．

免疫診断での人工細胞

　　　細田健治，保田立二

　　　竹本，砂本，明石編，高分子と医療，三田出

　　　版会，157　一　178，1989．

抗癌剤封入温度感受性リボソームと局所温熱療法

併用によるDDS

　　　高橋孝行，熊井浩一郎，石引久弥，阿部令彦，

　　　多田隈卓史，保田立二，富田敏夫

　　　日本臨床，47：1408－1411．，1989．

モノクローナル抗体結合，抗癌剤封入リボソーム

のターゲッティング効果

　　　今野弘之，熊井浩一郎，鈴木啓L一一郎，壷内泰

　　　二郎，石引久弥，阿部令彦，多田隈卓史，

　　　保田立二，長池一博，細川斉子，坂口周吉

　　　日本臨床，47：1396－1401，1989．

リボソームを用いた免疫診断法

　　石井紀郎，保田立二

　　　けんさ，19（2）：16－26，1989．
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（三回分院内科）
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気管支喘息患者末梢血白血球からの化学伝達物質

遊離iに対するTazanolast（buty13《1－H－

tetrazol－5－yD　oxanilate，　WP－733）の抑制効

果二

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行，

　　奥田博之

　　臨床と研究，66：325－328，1989．

呼吸器疾患の温泉療法一対象症例の背景因子一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行，

　　奥田博之

　　日立調物医誌，52：79－84，1989．

呼吸器疾患の温泉療法一対象症例のアレルギー学

的検討一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行，

　　奥田博之，高橋清，木村郁郎

、　日温気物心誌，52：85－91∫1989．

気管支喘息におけるユスリカ抗原の免疫アレルギー

学的検討

　　貴谷光，荒木洋行，周藤眞康，谷崎勝朗，

　　多田慎也，高橋清，木村郁郎，松岡裕之，

　　石井明

　　アレルギー，38：1－8，1989．

ステロイド依存性重症難治性喘息の臨床的検討

一若年発症型と中高年発症型喘息の比較一

　　谷崎勝朗，周藤引治，貴谷光，荒木洋行，

　　沖和彦，宗田良，多田慎也，高橋清，

　　木村郁郎

　　アレルギー，38：68－73，1989．

鳥取県におけるユスリカ喘息について

　　貴谷光，荒木洋行，周藤眞康，谷崎勝朗，

　　松岡裕之，石井明

　　鳥取医学雑誌，16：193　一　187，1989．

昆虫・ダニとアレルギー，現状での問題点

　　谷崎勝朗

　　環境管理技術，7：66－71，1989．

気管支肺胞洗浄液中の細胞成分と温泉療法の臨床

効果

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行，

　　奥田博之，多田慎也，高橋清，木村郁郎

　　医学と生物学，31－34，1989．

気管支喘息の根治療法一温泉療法・理学療法一

　　谷崎勝朗

　　喘息，2：67－71，1989．

気管支喘息に対する温泉療法の臨床効果

　　谷崎勝朗，周藤翼康，貴谷光，荒木洋行

　　環境庁，公害健康被害補償予防協会，慢性閉

　　塞性呼吸器疾患の温泉療法に関する研究，

　　（中央温泉研究所），pp44－57，1989．

温泉療法の有効な症例の検討

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行

　　環境庁，公害健康被害補償予防協会，慢性閉

　　塞性呼吸器疾患の温泉療法に関する研究，

　　（中央温泉研究所）pp61－69，1989．

環境因子の有用性

　　谷崎勝朗

　　環境庁，公害健康被害補償予防協会，慢性閉

　　塞性呼吸器疾患の温泉療法に関する研究，

　　（中央温泉研究所）pp73－79，1989．

慢性呼吸器疾患の温泉療法一1988年度入院症例を

対象に一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行

　　環境病態研報告，60：6－13，‘1989．

気管支喘息の温泉療法一温泉療法の副腎皮質機能

に及ぼす影響一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行

　　環境病態研報告，60：14－18，1989．
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気管支喘息の温泉療法一ヨードゾル吸入療法の臨

床効果一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行

　　環境病態研報告，60：19－24，1989．

気管支喘息の温泉療法一93例の臨床的検討一

　　周藤翠煙，荒木洋行，貴谷光，谷崎勝朗

　　環境病態研報告，60：25－30，1989．

非アトピー型喘息におけるlgE系反応

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，荒木洋行

　　環境病態研報告，60：47－53，1989．

ついて

　　谷崎勝朗

　　アレルギーの臨床，9　1017－1017，1989．

気管支喘息に対するKetotifen（ザジテン）の長

期投与（1年間）の臨床的検討

　　谷崎勝朗，高橋清，多田慎也，駒越春樹，

　　田辺耕三，原田淳一，竹山博泰，筒井英太，

　　佐藤恭，吉岡博雄，国政郁哉，佐藤利雄，

　　赤木克己，中村之幸，小橋秀敏，河内和久，

　　木村郁郎

　　臨床と研究，66：3931－3943，1989．

ユスリカ喘息に関する臨床的検討一HD陽性例お

よび陰性例の比較検討一

　　貴谷光，荒木洋行，周藤眞康，谷崎勝朗，

　　多田慎也，高橋清，木村郁郎，松岡裕之，

　　石井明

　　環境病態研報告，60：54－60，1989．

重症難治性喘息における副腎皮質ホルモン投与の

影響

　　荒木洋行，貴谷光，周藤眞康，谷崎勝朗，

　　多田慎也，高橋清，木村郁郎

　　環境病態研報告，60：61－66，1989．

三朝温泉地の気候について（第11報）

　　松原扶美恵，遠藤裕井，周藤眞康，谷崎勝朗

　　環境病態研報告，60：111－135，1989．

細胞分離用遠心器による末梢血好塩基球の分離

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，河内和久，

　　奥田博之，御料尚志，高橋清，木村郁郎

　　医学と生物学，119：265－268，1989．

喘息重積発作

　　谷崎勝朗

　　Medical　Practice．気管支喘息，6

　　1908－1909，　1989．

共同研究

気管支喘息に対する新規抗アレルギー薬Tazanolast

の臨床評価

　　細川正雄，木村郁郎，高橋清，田辺耕三，

　　竹山博泰，玉井守，菅野尚，辻光明，谷崎

　　勝朗，荒木洋行，佐藤利雄，赤木克己，中村

　　之信，上田暢男，他

　　臨床医薬，5：531　一　553，1989．

ユスリカ・喘息との関連，頻度

　　木村郁郎，貴谷光

　　アレルギーの臨床，9：635－638，1989．

Analysis　of　lymphocyte　response　to　chi－

ronomid　midge　antigens　in　asthmatic　and　non－

asthmatic　individuals．

　Edahiro，　T．，　Ohta，　N．，　Matsuoka，　H．，

　　Ishii，　A．，　Tanizaki，　Y．，　Kitani，

　　H．，　Kunitomi，　T．，　Noono，　S．　and

　　Tachibana，　K．

　　Jpn．　J．　Med．　ScL　Biol．　42：101－

　　110，　1989．

気管支喘息におけるヒスタミン遊離抑制薬に
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（三朝分院産科婦人科）

環境病態研報告

外陰，腔の疾患「メラノーマ」

　　奥田博之

　　今日の産婦人科治療指針（編集：水野正彦，

　　武田佳彦）医学書院，東京，118－119，1989．

岡山大学医学部附属病院三朝分院における妊婦

水泳（第2報）一妊婦水泳の適応とその実際一

　　奥田博之，近藤裕司，坂田旬子，吉田佐知江，

　　谷崎勝朗

　　環境病態研報告，60：35－38，1989．

性器系の血管構築一子宮頸管一

　　奥田博之

　　臨床婦人科産科，43：718－720，1989．

子宮頸がんの進行期分類と治療成績

　　奥田博之

　　がん診療Q＆A，六法出版，東京，998－1001，

　　1989．

共同研究

子宮頸癌放射線根治照射後の頸部残存病変に対す

る単純子宮全摘術について

　　吉田京介，奥田博之，石井良夫，佐能孝，

　　近藤恒正，林裕治，中桐善康，関場香，福井

　　秀樹

　　産科と婦人科，56：1357－1363，1989．

卵巣癌骨盤内再発に対しエタノール注入が有効で

あった1症例について

　　近藤恒正，奥田博之，長谷川淳，太田雅博，

　61，　1990

　　佐能孝，永原正夫，浮田信明，正岡博，中桐

　　善康，赤松信雄，関場香

　　日本産科婦人科学会中国四国合同地方部会雑

　　誌，38：46－52，1989．

妊娠を合併した若年子宮頸癌の検討

　　平松祐司，奥田博之，西条仁子，関場香

　　産科と婦人科，56：1725－1732，1989．

子宮頸癌の長期予後とその管理

　　中桐善康，奥田博之，近藤恒正，佐能孝，

　　永原正夫，関場香

　　産科と婦人科，56：1901　一　1905　，1989．

産婦人科領域におけるcefodizimeの基礎的，臨床

的検討

　　中桐善康，奥田博之，新居田一尚，近藤恒正，

　　佐能孝，西睦正，山下浩一，鈴木康之，江口

　　勝人，関場香

　　Jpn．　J．　Antibiotics，　42　：　2128　一　2134，

　　1989．

Immunotherapy　using　the　．streptococcal　prep－

araeion　OK－432　for　the　treatment　of　uter－

ine　cervical　cancer

　Noda，　K．，　Teshima，　K．，　Takeuchi，　K．，

　Hasegawa，　K．，　lnoue，　K．，　Yamashita，　K．，

　Sawaragi，　1．，　Nakajima，　T．，

　Takashima，　E．，　lkeuchi，　M．，　Sekiba，　K．，

　Okuda，　H．，．　lchijo，　M．，　Saito，　T．，

　Ozawa，　M．，　Tamura，　H．，　Chihara，　T．，

　Kuzuya，　K．，　Ozaki，　M．，　lnagaki，　M．

　　and　Tominaga，　S．

　　Gyn．　Oncology，　35：367－372，　1989．
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◎講　演

（成人病学分野）

特別講演

胃・膵相関

　　原田英雄

　　ガスター講演会（岡山）（1989年3月）

膵癌の診断

　　原田英雄

　　岡山医師会内科医会（岡山）（1989年1月）

慢性膵炎の病態

　　原田英雄

　　小野薬品研究所所内研修会（大阪）（1989年

　　2月）

慢性膵炎の病態と治療

　　原田英雄

　　大阪市社保，国保審査委員会学術講演会

　　（大阪）（1989年2月）

膵炎に関する最近の知見

　　原田英雄

　　香川県消化器談話会（高松）（1989年2月）

膵炎に関する最近の知見

　　原田英雄

　　北海道膵疾患研究会（札幌）（1989年2月）

慢性膵炎の診断と治療

　　原田英雄

　　美作医師会肝胆膵研究会（津山）（1989年

　　4．月）

膵臓病

　　越智浩二

　　岡山県栄養士会講演会（岡山）（1989年4月）

慢性膵炎の治療一最近の知見から一

原田英雄

宮城県国保連合会審査委員会講演会（仙台）

（1989年9月）

Pancreatitis　一　New　concepts　and　classi一

fication

　　Harada，　H．

　　Inter－institute　Forum

　　（岡山）（1989年11月）

Pancreatitis

シンポジウム

十二指二丁乳頭の臨床的意義一内視鏡山芋外分泌

検査法における副乳頭の意義

　　越智浩二，原田英雄

　　第37回日本消化器内視鏡学会総会（名古屋）

　　（1989年5月）

ワークショップ

肝胆膵疾患における内視鏡検査の有用性一応疾患

診断における内視鏡的純粋膵液採取法の意義

　　越智浩二，田中淳太郎

　　第53回日本消化器内視鏡学会中国四国地方会

　　（広島）（1989年7月）

一般講演

稀な成因による慢性膵炎一全国調査集計

　　原田英雄，田中淳太郎，本間達二，建部高明

　　厚生省難治性膵疾患調査研究班第2回班会議

　　（東京）（1989年1月）

膵液中のプロスタグランディン測定による慢性膵

炎の病態の研究

　　原田英雄，越智浩二，田中淳太郎，松本秀次，

　　妹尾敏伸，三宅啓文

　　厚生省難治性膵疾患調査研究班第2回班会議

　　（東京）（1989年1月）

飲酒による膵液成分の性状の変化

　　原田英雄，越智浩二，田中三太郎，松本秀次，
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妹尾敏伸，三宅啓文

厚生省難治性疾患調査研究班第2回班会議

（東京）（1989年1月）

アルコールによる膵液の性状の変化

　　越智浩二，原田英雄，松本秀次，妹尾敏伸，

　　田中玄太郎

　　第60回日本内科学会中国地方会（倉敷）

　　（1989年5月）

血清ホスフォリパーゼA2の年令層別正常値

　松本秀次，原田英雄，越智浩二，田中淳太郎，

　妹尾敏伸，三宅啓文，木村郁郎

　第2回ホスホリパーゼA2研究会（大阪）

　　（1989年3月）

膵液中の細胞診と腫瘍マーカー

　　岡浩郎，鶴見哲也，三宅啓文，木村郁郎，

　　越智浩二，松本秀次，田中淳太郎，妹尾敏伸，

　　原田英雄

　　第9回目本臨床細胞学会岡山支部会（岡山）

　　（1989年6月）

慢性膵炎の治療法の開発に関する研究

　　原田英雄

　　厚生省「難治性膵疾患」調査研究班，平成元

　　年度第1回総会（東京）（1989年6月）

2）　純粋膵液の分析による膵癌の診断

　　原田英雄，松本秀次

　　厚生省「膵がんの早期発見と有効な治療法の

　　開発に関する研究」第1回忌会議（東京）

　　（1989年8月）

アルコールによる膵液の性状の変化

　　越智浩二，原田英雄，松本秀次，妹尾敏伸，

　　田中淳太郎

　　第60回日本内科学会中国地方会（倉敷）

　　（1989年5月）

1）膵集検

2）純粋膵液の分析による膵癌の診断

　　原田英雄，松本秀次

　　厚生省「膵がんの早期発見と有効な治療法の

　　開発に関する研究」第2回班会議（東京）

　　（1989年10月）

加齢による膵外分泌機能の変化

　　石橋忠明，三宅啓文，木村郁郎，松本秀次，

　　妹尾敏伸，越智浩二，田中三太郎，原田英雄

　　第1回日本老年医学会中国地方会（岡山）

　　（1989年10月）

（リハビリテーション外科学分野）

膵の繊維化に関する研究

　　原田英雄，越智浩二，妹尾敏伸，田中淳太郎，

　　松本秀次，三宅啓文

　　原生省「難治性膵疾患」調査研究班，平成元

　　年度第1回総会（東京）（1989年6月）

慢性膵炎の病態とプロスタグランディン

　　原田英雄，越智浩二，田中二太郎，松本秀次，

　　妹尾敏伸，三宅啓文

　　厚生省「難治性膵疾患」調査研究班，平成元

　　年度第1回総会（東京）（1989年6月）

ラドン泉（三朝温泉）の慢性三三に対する効果

　　森末真八，砂川満，平井俊一，鈴鹿伊智雄，

　　古元嘉昭

　　第54回日本温泉気候物理医学会（秋保）

　　（1989年4月）

無機塩類浴剤の保温効果一皮膚ヒスタミン定量一

　　森末真八，砂川満，平井俊一，鈴鹿伊智雄，

　　古元嘉昭，藤原敏雄，川崎義巳

　　第54回日本温泉気候物理医学会（秋保）

　　（1989年4月）

1）膵集検
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The　beneficial　effects　on　tissue　perfusidn

with　CO2－baths．

　　　Komoto，　Y．，　Soda，　M．，　Hirai，1　S．，

　　　Morisue，　S．，　Suzuka，　1．　and　Yorozu，　H．

　　　2．　lnternationales　CO2　一　Sympo．sion

　　　Bad　Krozingen．　（Bad　Krozingen，　West

　　　Germany）　（Oct．　1989．）

CO2－Balneotherapie　in　Japan．

　　　Komoto，　Y．

　　　ibidem

Inefficacy　of　residual　sodium　succinate　oll

tissue　perfusion　with　an　artifici41　CO2－

bath．

　　　Komoto，　Y．，　Kohmoto，　T．，　Sunakawa，

　　　M．，　Eguchi，　Y．，　Yorozu，　H．

　　　ibidem

Experimental　study　on　the　effeets　of　serial
artaifi．cial　CO／2－bafhing．

　　　Sunakawa，　M．，　Kohmoto，　T．，　Kornoto，

　　　Y．，　Yorozu，　H．　and　Eguchi，　Y．

　　　ibidem

共同研究

生薬成秀の入浴に及ぼす影響一その有効成分の

探究一

　　　佐藤広隆，田中規弘，森忍，萬秀憲，古元

　　　嘉昭

　　　第45回日本温泉気候物理医学会（秋保）

　　　　（1989年7月）

急性下肢虚血に起因する難治性皮膚潰瘍に対する

人工炭酸浴の治療効果

　　　富川正樹，上山武史，明元克司，横川雅康，

　　　古元嘉昭，萬秀憲

　　　第3回しimb　Salvage研究会（旭川）（1989

　　　年7月）
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Thermal　effect　of　artificial　CO　2－bathing．

　　　Yorozu，　H．，　Satoh，　H．　and　Komoto，　Y．

　　　2．　lnternataionales．　CO　2　一Symposion

　　　Bad　Krozingen．’（Bad　Krozingen，　Wgst

　　　Germany）　（Oct．　1989．）

Effect　of　artificial　carbon　dioxide　bathing

on　the　inflammation．

　　　Yorozu，　H．，　Eguchi，　Y．，　Sunakawa，

　　　M．，　and．　Komoto，　Y．

　　　ibidem

Thermal　effect　of　artificial　CO2－bathing．

　　　Yorozu，　H．，　Kubo，　Y．，　Eguchi，　Y．，

　　　Sunakawa，　M．，　Kohmoto，　T．　and

　　　Komoto，　Y．

　　　ibidem

Basic　points　for　the　artaificial　CO2－bath－

ing　and　on　the　effect　of　the　CO2　concentra－

tion　released　in　the　air．

　　　Yorozu，　K．，　Kubo，　Y．，　Eguchi，　Y．，

　　　Kohmoto，　T．　apd　Komoto，　Y．

　　　ibidem

（基礎環境病態学分野）

Medical　applications　of　liposomes．

　　　Yasuda，　T．

　　　PNAX　seminar　（Palo　Alto，　Caifornia）

　　　　（1989年5月）

Homogeneous　liposome　lysis　assay　for　deter－

mination　of　antistreptolysin　O　antibody　titer

m　serum．

　　　Umeda，　M．　and　Yasuda，　T．

　　　The　4　th　Princton　Liposome　Conference

　　　　（．Princton，　New　Jersey）

　　　　（1989年5月）
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リボソームの免疫学的利用

　保田立ニ
　　ヤマサ醤油研究所特別セミナー（銚子）

　　（1989年6月）

人工脂質膜（リボソーム）の免疫学

　　保田立二

　　第88回岡山医学会総会（岡山）（1989年6月）

共同研究

抗CEAモノクe一丁目抗体結合アドレアマイシ

ン封入リボソームのtargeting　chemotherapy

　　村上和之，渡辺正，保田立二，坂本純一，

　　伊藤勝基，山内晶司，秋山清次，村上浩基，

　　和田喜美夫，高木弘

　　第89回日本外科学会総会（東京）（1989年3月）

ブドウ球菌培養上清中に見出されたα毒素フラグ

メント様蛋白質の性質について

　　渡辺征，富田敏夫，保田立二

　第61回日本細菌学会総会（東京）（1989年3月）

ブドウ球菌α毒素の膜障害機構について一膜の流

動性と毒素六量体（非可逆的結合状態）形成との

関係

　　富田敏夫，渡辺征，保田立二

　　第61回日本細菌学会総会（東京）（1989年3月）

大腸菌線毛による宿主レセプター認識機構の解析

　　友近健一，小林直樹，彦節，金政泰弘，保田

　　立二，公文裕己，大森弘之

　　第88回岡山医学会総会（岡山）（1989年6月）

温度感受性リボソームの脂質組成変更によるADM

放出率の変化および安定性に関する検討

　　高橋孝行，熊井浩r郎，宇山一郎，平畑忍，

　　石引久彌，阿部令彦，多田隈卓史，保田立二，

　　富田敏夫

　　第48回日本癌学会（名古屋）（1989年10月）

大腸菌線毛認識糖鎖構造の解析

　　小林直樹，室谷勝久，友近健一，金政泰弘，

　　保田立二

　　第42回日本細菌学会中国・四国支部総会

　　（米子）（1989年10月）

抗Alpha－fetoprotein結合Adriamycin封入

LiposomeおよびLymphokine　activated　killerを

利用した再発固形腫瘍に対する集学的治療の研究

　　松本純夫，吉崎聡，沓名哲治，塚田規夫，

　　熊井浩一郎，多田隈卓史，保田立二

　　第27回日本癌治療学会総会（名古屋）（1989

　　年10月）

核骨格のDNA結合蛋白質

　　筒井研，筒井公子，渡来仁，岡田尚志郎，

　　保田立二，関周司

　　第61回日本生化学会大会（京都）（1989年11月）

リボソーム凝集法による大腸菌線毛認識糖鎖構造

の解析

　　友近健一，小林直樹，金政泰弘，保田立二

　第61回日本生化学会大会（京都）（1989年11月）

カルボジイミドを用いたタンパク感作リボソーム

の調製及び補体依存性リボソーム膜障害反応

（LILA）に基づく免疫測定系の応用

　　小林礼治，石崎智子，梅田衛，保田立二

　第61回日本生化学会大会（京都）（1989年11月）

過ヨウ素酸を用いた抗体結合リボソームの調製と

その評価

　　上野貴久，梅田衛，岩瀬昇，保田立二

　　第61回日本生化学会大会（京都）（1989年11月）

（三回分院内科）

非アトピー型喘息におけるlgE系反応

　　荒木洋行，貴谷光，周藤眞康，谷崎勝朗
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　　第21回岡山喘息研究会（岡山）（1989年1月）

抗アレルギー剤

　　谷崎勝朗

　　山陽放送“アレルギー談話室”（岡山）

　　（1989年3月目

気管支喘息における気道遊走細胞の解析

　　貴谷光，荒木洋行，周藤眞康，谷崎勝朗，

　　宗田良，多田慎也，高橋清，木村郁郎

　　第29回日本胸部疾患学会総会（京都）（1989

　　年4月）

気管支喘息における気道遊走細胞と化学伝達物質

遊離について

　　周藤三二，荒木洋行，貴谷光，谷崎勝朗，

　　清水一紀，多田慎也，高橋清，木村郁郎

　　第29回日本胸部疾患学会総会（京都）（1989

　　年4月）

当院における中高齢者アトピー型喘息について

　　荒木洋行，貴谷光，周藤眞康，谷崎勝朗

　　第1回日本アレルギー学会春期臨床集会

　　（東京）（1989年4月）

気管支喘息における温泉療法の臨床効果とその

特徴

　　周藤眞康，荒木洋行，貴谷光，谷崎勝朗，

　　多田慎也，高橋清，木村郁郎

　　第1回日本アレルギー学会春期臨床集会

　　（東京）（1989年4月）

慢性呼吸器疾患の温泉療法一昭和63年度入院症例

の臨床的検討一

　　谷崎勝朗，周藤三二，貴谷光，荒木洋行

　　第54回日本温泉気候物理医学会総会（秋保）

　　（1989年4月）

気管支喘息の温泉療法一過去7年間の対象症例の

年次推移と有効例の解析一

　　貴谷光，荒木洋行，周藤訟訴，谷崎勝朗

　　第54回日本温泉気候物理医学会総会（秋保）

　　（1989年4月）

気管支喘息における温泉療法の副腎皮質機能に及

ぼす影響

　　荒木洋行，貴谷光，周藤眞康，谷崎勝朗

　　第54回日本温泉気候物理医学会総会（秋保）

　　（1989年4月）

成人気管支喘息の病態と治療

　　谷崎勝朗

　　姫路市医師会（姫路）（1989年4月）

重症喘息の治療におけるヘパリン療法

　　谷崎勝朗

　　大阪呼吸器疾患懇話会（大阪）（1989年5月）

気管支喘息の温泉療法とその臨床的評価

　　周藤二丁，荒木洋行，貴谷光，谷崎勝朗

　　第60回日本内科学会中国四国地方会（倉敷）

　　（1989年5月）

気管支喘息の難治化とその対策

　　谷崎勝朗

　　美作医師会（津山）（1989年5月）

気管支喘息の治療一最近の動向一

　　谷崎勝朗

　　鳥取県東部医師会（鳥取）（1989年6月）

気管支喘息患者好塩基球からのヒスタミン遊離と

その臨床的意義

　　谷崎勝朗

　　第1回中国四国臨床アレルギー研究会（岡山）

　　（1989年8月）

好酸球のアレルギー診断治療上の意義（イブニン

グシンポジウム）

　　谷崎勝朗

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）
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末梢血白血球および気道遊走細胞からの化学伝達

物質遊離

　　周藤二心，河内和久，貴谷光，谷崎勝朗，

　　清水一紀，多田慎也，高橋清，木村郁郎

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

気管支喘息の臨床病態とその特徴一気道遊走細胞

と白血球の反応性を中心に一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，河内和久，

　　御舩尚志，片岡久和，多田慎也，高橋清，

　　木村郁郎

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

気管支喘息におけるKetotifenの長期投与（1年

間）の臨床的検討

　　河内和久，多田慎也，高橋清，木村郁郎，

　　谷崎勝朗

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

気管支喘息におけるオオユスリカの関与について

一アカムシユスリカ，セスジユスリカとの比較一

　　貴谷光，河内和久，周藤眞康，谷崎勝朗，

　　片岡久和，多田慎也，高橋清，木村郁郎，

　　石井明

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

老年者気管支喘息の臨床病態一気道遊走細胞によ

る検討一

　　谷崎勝朗，周藤眞康，貴谷光，河内和久，

　　奥田博之，高橋清，木村郁郎

　　第31回日本老年医学会総会（名古屋）（1989

　　年11月）

BALF中に高度の好中球増多の見られたアトピー

型喘息の一例

　　河内和久，御舩尚志，貴谷光，周藤晶晶，

　　谷崎勝朗，片岡久和，多田慎也，高橋清，

　　木村郁郎

第61回日本内科学会中国四国合同地方会

（岡山）（1989年11月）

過分山型気管支喘息における気道細胞反応の検討

　　貴谷光，御内尚志，河内和久，周藤眞康，

　　谷崎勝朗，片岡久和，多田慎也，高橋清，

　　木村郁郎

　　第61回日本内科学会中国四国合同地方会

　　（岡山）（1989年11月目

気管支喘息の温泉療法の年次推移一最近7年間の

入院症例を対象に一

　　周藤品品，御舩尚志，河内和久，貴谷光，

　　谷崎勝朗

　　第61回日本内科学会中国四国合同地方会

　　（岡山）（1989年11月）

共同研究

ステロイド依存性難治性喘息患者における柴温湯

のリンホカイン産生抑制効果に関する検討

　　江田良輔，菅野尚，小塚明子，高田穣，難波

　　康夫，宗田良，多田慎也，高橋清，木村郁郎，

　　谷崎勝朗

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月目

気管支喘息の即時型及び遅発型気道反応における

顯粒球の役割に関する検討

　　清水一紀，難波一弘，谷本安，河田一郎，

　　荒木雅史，中藤研一，宗田良，多田慎也，

　　高橋清，木村郁郎，谷崎勝朗

　　第39回日本アレルギー学総会（東京）（1989

　　年9月）

Epstein－Barr　Virus　（EBV）　transformation

法を用いた喘息患者末梢血からのCandida抗原

特異的lgG抗体の作成とその抗原解析への応用

　　高田穣，小栗栖和郎，江田良輔，小塚明子，

　　宗田良，多田慎也，高橋清，木村郁郎，

　　貴谷光，谷崎勝朗
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　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

遅発型気道反応における抗原特異的lgGサブク

ラスの検討

　　小栗栖和郎，山県浩一，片木幸恵，高田穣，

　　難波一弘，岡田千春，宗田良，高橋清，木村

　　郁郎，貴谷光，谷崎勝朗

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

一般健康集団・喘息患者集団におけるユスリカ抗

原に対するリンパ球応答

　　枝広徹，太田伸生，松岡裕之，石井明，

　　貴谷光，谷崎勝朗，国富泰二，濃野信

　　第39回日本アレルギー学会総会（東京）

　　（1989年9月）

（三回分院産科婦人科）

産婦人科からみた女性の一生

　　奥田博之

　　三朝町砂原地区婦人学級（三朝）（1989年6月）

婦人の健康と老化

　　奥田博之

　　鳥取県社会保険協会健康づくり指導講習会

　　（倉吉）（1989年7月）

上手な更年期の過し方

　　奥田博之

　　三朝町三朝地区婦人学級（三朝）（1989年12月）

健康管理とスポーツ

　　奥田博之

　　三朝町山田二区スポーツ学級（三朝）（1989

　　年12月）

子宮癌について

　　奥田博之

　　鳥取県倉吉総合看護専門学校保健助産学科特

　　別講義（倉吉）（1990年1月）

子宮内膜症，子宮筋腫，更年期の不定愁訴について

　　奥田博之

　　鳥取県倉吉総合看護専門学校保健助産学科特

　　別講義（倉吉）（1990年1月）

新しい産婦人科医療への試み

　　①妊婦水泳，②サーモグラフィーの導入

　　奥田博之

　　広島市産婦人科二水三三109回例会（広島）

　　（1990年3月）

共同研究

子宮頸癌FIGO新分類の取り扱いについて

一浸潤の深さ3～5　mmの扁平上皮癌について一

　　佐能孝，中桐善康，永原正夫，林裕治，坂口

　　幸吉，石井良夫，福井秀樹，奥田博之，関場香

　　第41回日本産科婦人科学会（岡山）（1989年

　　4月）

子宮頸部腺癌の臨床病理学的検討一過去18年間

136例について一

　　吉田京介，林裕治，佐能孝，中桐善康，石井

　　良夫，福井秀樹，奥田博之，関場香

　　第41回日本産科婦人科学会（岡山）（1989年

　　4月）

子宮頸部腺癌動注化学療法における経時的細胞診

について

　　近藤恒正，中桐善康，佐能孝，岡崎靖子，

　　奥田博之，新太喜治，関場香，坂口幸吉，

　　石井良夫

　　第9回日本臨床細胞診学会岡山支部会（岡山）

　　（1989年6月）

Microglandular　endocervical　hyperplasia

（MEH）の1例の細胞診
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中桐善康，近藤恒正，佐能孝，岡崎靖子，

奥田博之，新太喜治，関場香，坂口幸吉，

石井良夫

第9回日本臨床細胞学会岡山支部会（岡山）

（1989年6月）

粘液染色の面から検討した子宮頸部腺癌

　　吉田京介，林裕治，佐能孝，中桐善康，

　　奥田博之，関場香，石井良夫，福井秀樹，

　　田口孝爾

　　第18回日本婦人科病理，コルポスコピー学会

　　（東京）（1989年7月）

単純子宮全摘術施行した子宮頸癌Ib“occ”期症例

の組織学的検討及び治療と予後について

　　佐能孝，近藤恒正，中桐善康，永原正夫，

　　林裕治，奥田博之，関場香，坂口幸吉，福井

　　秀樹，石井良夫

　　第18回日本婦人科病理，コルポスコピー学会

　　（東京）（1989年7月）

円錐切除術後の組織修復に関する臨床的組織学

的検討

　　永原正夫，奥田博之，坂口幸吉，・中桐善康，

　　福井秀樹，関場香

　　第18回日本婦人科病理，コルポスコピー学会

　　（東京）（1989年7月）

動注化学療法後の術前のコルポスコープ所見と摘

出物における組織学的効果の検討一子宮腔部扁平

上皮癌症例について一

　　近藤恒正，中桐善康，林裕治，佐能孝，奥田

　　博之，関場香，坂口幸吉，福井秀樹，石井良夫

　　第18回日本婦人科病理，コルポスコピー学会

　　（東京）（1989年7月）

子宮頸癌Ib“occ”期症例の治療と予後について

一単純子宮全摘術施行例を中心に一

　　佐能孝，中桐善康，永原正夫，林裕治，奥田

　　博之，関場香，坂口幸吉，福井秀樹，石井良夫

　　第m忌日本項治療学会（名古屋）（1989年10月）

最近14年間における子宮頸癌W期77例の臨床的

検討

　　吉田京介，林裕治，佐能孝，近藤恒正，中桐

　善康，奥田博之，関場香，石井良夫，福井秀樹

　第27回日本癌治療学会（名古屋）（1989年10月）

広汎子宮全摘術後におけるドレーン抜去日数別の

死腔炎発生について

　　難波克年，中桐善康，近藤恒正，佐能孝，

　　奥田博之，工藤尚文，関場香

　第27回日本癌治療学会（名古屋）（1989年10月）

当科における治療的円錐切除術の新基準及び

follow　up成績

　　永原正夫，中桐善康，奥田博之，関場香，

　　坂口幸吉，福井秀樹

　第即回日本癌治療学会（名古屋）（1989年10月）

子宮頸癌術前動注化学療法における経時的病理組

織学的検討一扁平上皮癌について一

　　近藤恒正，中桐善康，佐能孝，河野一郎，

　　奥田博之，工藤尚文，関場香

　　第飯回日本癌治療学会（名古屋）（1989年10月）

高松・足守地区における過去5年間の集団検診状

況について

　　松友早苗，奥田博之

　　第26回岡山県国保診療施設研究発表会（岡山）

　　（1989年12月）

（中央診療部放射線室）

大腸X線検査における検査食と画質評価の検討

　　穐山恒雄，中井睦郎，三上泰隆，越智浩二

　　第30回日本放射線技術学会中国四国部会

　　（松江）（1989年11月）

大腸X線検査における検査食と画質評価について

　　穐山恒雄

　　第8回鳥取県放射線技術研究発表会（三朝）

　　（1990年3月）
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あなたのための放射線①一放射線と放射能一

　　中井睦郎

　　日本海新聞，平成元年10月19日号

あなたのための放射線②一規制守り安全な利用一

　　穐山恒雄

　　日本海新聞，平成元年10月20日号

あなたのための放射線④一結核からガンに変った

集団検診一

　　穐山恒雄

　　日本海新聞，平成元年10月22日号




