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　　　　1999．1　Av　1999．12

1．本業績目録は各教官より提出されたものを収録した。

2．収録期間は1998年4月から1999年12月までに刊行（発表）

　　されたものとした。

3．著者（発表者）については，本学科（短期大学部）教官

　　に下線をつけて表示した。



岡山大学医学部保健学科教育研究業績目録編集要綱

1．業績目録は，以下の分類により収録する。

　1）著　　　書：共著，分担執筆，訳書，共訳を含む。

　2）論　文　等：論壇，総説，原著，短報，報告，資料等。

　3）学会発表等：抄録が公的な雑誌に掲載されているか，公的な抄録集が発行されているものとする。

　4）講　　　演：学会における特別講演，団体からの依頼講演。

2．収録期間，収録範囲

　1）収録期間は本誌発行の前年（1月1日～12月31日）とする。

　2）収録範囲は本学科に在籍中に公表したものを原則とする。

3．業績目録記載方法

　1）著書及び論文等

　　著者名は全員記載する。その他は紀要執筆要領に準じる。

　2）学会発表等

　　発表者（全員），題名，発表学会，学会年月，発表都市名を記載する。

　3）講演

　　講演者，題名，講演集会名，講演年月，講演都市名を記載する。
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1．著 書

著　者　名 書 名 発　行　者 発行年

1．太田武夫 環境衛生　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学書院．

臨床検査技術学，公衆衛生学，第2版　P90－111　（東京）

1998

2．

中島正明，伊達　勲，

高橋健治，小野成紀，

塩田知己，浅利正二，

大本尭史，二宮善文，

薮野信美

小野成紀，伊達　勲，

小野田恵介，高橋健治，

中島正明，塩田知己，

浅利正二，大本尭史，

二宮善文，森下竜一

脳」血管攣縮　13，児玉南海雄，太田富雄（編集）

脳血管攣縮における加齢の影響

一塩酸パパペリンに対する反応性の相違による

　検討一　P226－230

脳脊髄液を介したNF一κBおとり核酸による脳

血管攣縮の遺伝子治療　P251－254

中外医学社

（東京）

1998

3．　Takahiko　Ito，

　　Kazushi　Kinugasa，

　　Hitomi　Handa，

　　Kimihisa　Kinoshita，

　　Shoji　Asari，

Takashi　Ohmoto

Motor　Function　MRI　with　magnetization

transfer　contrast：　evaluation　of　the　effect　of

MTC　to　improve　the　signal　change　by

grqdient－recalled　echoat　1．5T

Current　progress　in　functional　brain　map－

ping　：　Science　and　applications

Yuasa，　T．，　Prichard，　J．　W．，　Ogawa，　S．　（Ed）

P137－138

Anishimura／Smith一　1998

Gordon

（U　K）

4．岡本　基 てんかんの中心脳性機序

リターンマッチ精神医学

一この仮説・あの治療法は今一

（「脳と精神の医学」編集委員会編）　P1－3

新興医学出版社

（東京）

1998

5．　Motoi　Okamoto，

Yoshihiro　Kitamura，

Sekiko　lto，

Shuji　Mori

Facilitation　of　motor　evoked　potentials　of　Elsevier　Science

magnetic　peripheral　nerve　stimulation　by

voluntary　muscle　contraction

Recent　Advances　in　Human　Neurophysiology

（Hashimoto，　1　and　Kakigi，　R．　eds．）　P998－1004

（Amsterdam）

1998

一　1



6．

　　岡　久雄，岸本寛志

　　更谷啓治，龍田光弘，

　　川添尭彬，岡　久雄，

　　清水義和，施　生根，

　　裳　井玩

7．川崎祥二，澁谷光一，

　　高　献書，黒田昌宏，

　　平木祥夫，古澤佳也

8．　Kiyonori　Yamaoka，

バイオメカニズム／4一ヒトの機能の評価と支援　東京大学出版会

一（バイオメカニズム学会編）　　　　　　　　　（東京）

電気刺激閾値法による筋疲労の定量化

P　119－128

歯の動揺度テスタを用いたインプラントの機能

評価と生体リズム測定　P197－204

Toru　Obata

9．　Kiyonori　Yamaoka，

Yoshiaki　Komoto

10．石井敬一郎，御園生淳，

　　山岡聖典

11．竹田芳弘

皿．論　文　等

　　　著　者　名

1．黄京性，川田智恵子，

　　　山崎喜比古，吉田　亨

重粒子線照射による放射線損傷からの回復に関

する研究

平成9年度放射線医学総合研究所重粒子線がん

治療等共同利用研究報告書　P　186－191

Effects　of　Low　Dose　X－ray　lrradiation　on

Purine　Metabolism　and　Prostaglandins　Pro－

duction　in　Mice

Bioradicals

（Edited　by　Kamada，　H．　and　Ohya，　H．）　P63－65

Effects　of　Radon　lnhalation　on　Physiology

and　Disorders

Radon　and　Thoron　in　the　Human　Environ－

ment

（Edited　by　Katase，　A．　and　Shimo，　M．）　P57－62

生命と放射線

実用シンチグラムレポートの書き方

日本核医学会編

胆・肝道99mTc－GSA肝受容体シンチグラフィ

P86－90

腫瘍201TIC1腫瘍シンチグラフィ　P204－210

　　　　　　論　　　　　題

韓国高校運動部選手のQuality　of　Lifeに関す

る調査研究　一般生徒との比較を中心に

1998

放射線医学総合研究　　1998

所

Yamagata　Tech一　1998
nopolis　Foundation

（Yamagata）

World　Scientific　1998
Publishing　Co．　Pte．

Ltd．

（Singapore）

日本電気協会　　　　　 1998

（東京）

金原出版　　　　　　1998
（東京）

　雑　誌　名

学校保健研究

40　：　255－268

発行年

1998
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2．吉本照子，川田智恵子 在宅高齢者の保健行動，日常生活活動，交通環

境に対する認識の性・年齢差：公共交通が不便

な地域における調査研究

日本老年医学会雑誌　1998

35　：　619－625

3．呉　　鶴，山崎喜比古，　日本における青少年の薬物使用の実態およびそ　日本公衛誌

　　川田智恵子　　　　　　の説明モデルの検証　　　　　　　　　　　45：870－882

4．呉　　鶴，山崎喜比古，　韓国の青少年における薬物使用の実態とその要　学校保健研究

　　川田智恵子　　　　　　因の逸脱行動論による検討　　　　　　　　　40：446－456

5．　Hiroshi　Nagata，

　　Takeo　Ohta，

Hideyasu　Aoyama

6．小西秀樹，水谷靖司，

　　小橋勇二，児玉順一，

　　吉野内光夫，宮木康成，

　　上村茂仁，本郷淳司，

　　山本順子，長野早苗，

　　平松祐司，奥田博之，

　　工藤尚文

Nursing　practitioners’　perception　of　in－

patients’　anxiety，　self－esteem，purpose－in－life

and　health　locus　of　control

婦人科領域における術後血栓症予防に対するヘ

パリンの投与についての検討

Acta　Med

Okayama
52　：　271－278

1998

1998

1998

日本産科婦人科学会　　1998

中四国合同地方部会

雑誌

46（2）　：　255－259

7．長谷川幸清，水谷靖司，

　　児玉順一，小橋勇二，

　　長野早苗，上村茂仁，

　　平松祐司，奥田博之，

　　工藤尚文，上者郁夫

8．奥田博之

9。吉野内光夫，小林靖明，

　　中村圭一郎，本郷淳司，

　　水谷靖司，宮木康成，

　　児玉順一，小橋勇二，

　　奥田博之，工藤尚文

10．吉野内光夫，

　　中村圭一郎，本郷淳司，

　　宮木康成，児玉順一，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

術前診断し得た卵巣甲状腺腫の一例

子宮頸癌登録の変遷と登録に際しての注意事項

日本産科婦人科学会　　1998

中四国合同地方部会

雑誌

46（2）　：　260－264

産婦人科の実際

47（2）　：　233－241

骨盤リンパ節でHPVDNA検出による子宮頸　産婦人科の世界

癌微少転移の予知　　　　　　　　　　　　　50（7）：461－468

子宮頸癌術後再発の予知 産婦人科治療

77（4）　：　436－440

1998

1998

1998
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11．宮木康成，羽原俊宏，

　　　山田詞奈子，

　　　服部千恵子，河西邦浩，

　　　山本順子，宮木裕司，

　　　本郷淳司，水谷靖司，

　　　児玉順一，吉野内光夫，

　　　小橋勇二，奥田博之，

　　　工藤尚文

子宮頸部腺癌の臨床像 日本臨床細胞学会岡

山支部会誌

17：1－2

1998

12．　Keizo　Tokumo，

　　　Junichi　Kodama，

　　　Noriko　Seki，

　　　Yoshie　Nakanishi，

　　　Yasunari　Miyagi，

　　　Shigehito　Kamimura，

　　　Mitsuo　Yoshinouchi，

　　　Hiroyuki　Okuda，

Different　Angiogenic　Pathways　in　Human

Cervical　Cancers

Gynecologic

Oncology

68　：　38－44

1998

Takafumi　Kudo

13．浅利正二，

　　　大本旧史

国塩勝三， 未破裂脳動脈瘤の自然経過からみた手術適応 日本医事新報

3870　：　6　一　9

1998

14．桐山英樹，

　　　相原　寛，

　　　野口泰弘，

　　　富田　亮，

　　　伊藤隆彦，

　　　浅利正二，

真壁哲夫，

半田仁美，

木下公久，

大本尭史，

衣笠和孜，

田中朗雄，

症候性てんかんのneuro－pharmacological

MRI
岡山MR研究会誌
8　：　45－48

1998

平木祥夫

15．　Shoji　Asari，

Katuzo　Kunishio，

Takashi　Ohmoto

Operative　indication　of　unruptured　cerebral

aneurysms　based　on　the　natural　history

Neurol．　Med．　Chir．

（Tokyo）

38　：　582－583

1998

16．　Shigeki　Ono，

　　　Isao　Date，

　　　Keisuke　Onoda，

　　　Tomomi　Shiota，

　　　Takashi　Ohmoto，

　　　Yoshifumi　Ninomiya，

　　　Shoji　Asari，

Decoy　administration　of　NF－kB　into　the　Human　Gene　Ther．

subarachnoid　space　for　cerebral　angiopathy　9　：　1003－1011

1998

Ryuichi　Morishita

4



17．　Masatoshi　Yunoki，

　　　　Masamitu　Kawauchi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　Naoya　Ukita，

　　　　Yasuhiro　Noguchi，

　　　　Shinsuke　Nishio，

　　　　Yasuhiro　Ono，

　　　　Shoji　Asari，

Effects　of　lecithinized　SOD　on　sequential

change　in　SOD　activity　after　cerebral　contu－

sion　in　rats

Acta　Neurochir．

（Suppl）

71　：　142－145

1998

Takashi　Ohmoto，

Mikito　Asanuma，

Norio　Ogawa

18．　lsao　Date，

　　　　Shoji　Asari，

Takashi　Ohmoto

Tips　for　preventing　cerebrospinal　fluid

rhinorrhea　after　acoustic・　neurinoma　sur－

gery　：　Technical　note

Skull　Base　Surgery

8　：　181－183

1998

19．　lsao　Date，

　　　　Shoji　Asari，

Takashi　Ohmoto

Cerebral　aneurysms　causing　visual　symp－

toms　：　their　features　and　surgical　outcome

Clin．　Neurol．　＆

Neur’osurg．

100　：　259－267

1998

20． Fumio　Otsuka，　．

Toshio　Ogura，

Nobuhiko

Hayakawa，

Seishi　Harada，

Jingo　Kageyama，

Reversible　Hypothyroidism　in　Empty　Sella　Endcrine　Journal

Syndrome：A　Case　Report　45（3）　：　385－391

1998

Hirofumi　Makino

21．　Fumio　Otsuka，

　　　　Jingo　Kageyama，

Toshio　Ogura，

Hirofumi　Makino

Pituitary　Apoplexy　lnduced　by　a　Combined

Anterior　Pituitary　Test：　Case　Report　and

Literature　Review

Endcrine　Journa1

45（3）　：　393－398

1998

22． Fumio　Otsuka，

Takayoshi

Yamauchi，

Toshio　Ogura，

Masami　Takahashi，

Jingo　Kageyama，

RENAL　C－FOS　EXPRESSION　INDUCED
BY　ANGIOTENSIN　II　IS　ENHANCED　IN

SPOTANEOUSLY
RATS

HYPERTENSIVE

Life　Sciences

63（23）　：　2089－2095

1998

Hirofumi　Makino

23． Fumio　Otsuka，

Jingo　Kageyama，

Toshio　Ogura，

Hirofumi　Makino

Cluster　Headache　Dependent
Octreotide　lnjection

Upon　HEADACHE
　　　　　　journal

　　　　　　　38（8）　：　629

1998

5



24．　Fumio　Otsuka，

　　Jingo　Kageyama，

　　Toshio　Ogura，

　　Teruhiko　Hattori，

　　Hirofumi　Makino

25．景山甚郷，太田武夫，

　　山田一朗

26．林　優子

27．林優子，金尾直美，

　　小林　有，稲田清美，

　　牛崎ルミ子

28．小林　有，林　優子，

　　金尾直：美

29．太田にわ，鈴木和子，

　　渡辺裕子，兼松百合子

30．太田にわ，渡邉久美，

　　小川光子，祇園寿恵子，

　　道廣睦子，江口　瞳，

　　麿家敦子，平松昌子，

　　坪田和美

31．池田敏子，近藤益子，

　　太田にわ，富田幾枝

32．松本啓子，池田敏子，

　　阿式明美，清田玲子，

　　高田三千代，松井優子，

　　鍋谷広子，赤木節子，

　　羽色佐米子，

　　安藤佐記子

33．赤木節子，池田敏子，

　　清田玲子，高田三千代，

　　松井優子，松本啓子，

　　鍋谷広子，羽井佐米子，

　　阿品明美，安藤佐記子

Sheehan’s　Syndrome　of　More　Than　30　Years’

Duration　：　An　Endocrine　and　MRI　Study　of　6

Cases

推薦入試制度の検討

腎移植後レシピエントQOL因果モデルの検証

外来透析者のクオリティ　オブ　ライフに関す

る研究

外来透析者のQOLの傾向

小児看護領域における看護婦の家族援助の判断

に関わる認識

看護学生の「家族」に関する意識

看護教育カリキュラム別の基礎看護技術習得度

の変遷

一17年間の学生自己評価の分析一

看護婦から見た老人の自立に関する意識調査

看護婦の考える老人の自立に関する意識調査

Endcrine　Journa1

45（4）　：　451－458

1998

岡大医短紀要　　　　　1gg8

9　：59－64

日看科会誌　　　　　　1998

18（1）　：　20－29

Annual　Report　of　1998

Sasakawa　Health

Science　Founda－
tion

No．5：117－122

岡大医短紀要　　　　　1998

9　：　15－21

家族看護学研究　　　　1998

4：2－9

岡山県看護教育研究　　1998

会誌

一家族看護分科会一

平成9年度：37－39

日本看護学教育学会　　1998

誌

8　（1）　：　51－62

岡山県看護教育研究　　1998

会誌

29－36

第29回日本看護学会　1998

論文集　老人看護

9－1
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中西代志子，林優子，

金尾直美，渡邉久美，

保科英子

平松弥壽子，

中西代志子，

佐々木慶子

中西代志子

保科英子，林　優子，

中西代志子，金尾直美，

渡邉久美

保科英子，林　優子，

中西代志子，金尾直美，

渡邉久美

金尾直美，林優子，

稲田清子，牛崎ルミ子

佐藤美恵，高橋香代，

池田敏子，松枝睦美，

柳川　協

渡邊久美，法橋尚宏，

杉下知子

渡邉久美，中西代志子，

池田敏子，高田節子，

近藤益子，太田にわ，

翌翌　光

移植された腎臓と医療に不満を抱く腎移植者6

事例の分析

眼科領域における長時間伏臥位による苦痛緩和

一温器法・話相手・タッチングとマッサージの

　効果一一

卒業後の意欲につながる看護研究

腎移植後レシピエントのQOLの構成要素と属

性との関係

腎移植を受けたレシピエントのQOLの構成要

素

外来透析者のQOLの構造と属性との関係

在宅看護における訪問看護内容の検討

一病院を基盤とする訪問看護ステーションの事

　例調査一

都内A老人病院入院患者の口腔・鼻腔内MRSA

の分離

一MRSAの定着と移動能力との関連に着目し

　て一

老人の退院時における生きがいと生活行動およ

び生活信条との関連

岡大医短紀要

9：1－7

臨床看護研究

6　：　35－42

看護教育

39　：　916－919

岡大医短紀要

9：9－14

第29回日本看護学会

論文集　成人看護II

99－101

第29回日本看護学会

論文集　成入看護II

96－98

岡大医短紀要

9　：　23－31

老年看護学

3　：　89－96

岡大医短紀要

9　：　33－39
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43．　Mikio　Kataoka，

　　　　Yasunari　Nakata，

Hepatic　and　splenic　sarcoidosis　evaluated　by　lnternal　Medicine

multiple　imaging　modalities　37　：　449－453

1998

Jun－ichi　Hiramatsu，

Kazunori　Okazaki，

Yoshiaki　Fujimori，

Yoshiki　Ueno，

Yasushi　Tanimoto，

Arihiko　Kanehiro，

Shinya　Tada，

Mine　Harada

44．　中田安成，　　　　　　　　片岡幹男，

平松順一，岡崎和徳，

原田実根

皮膚サルコイドーシスの臨床

一最近20年間に岡山大学第2内科にて経験した

　65症例について一

岡大医短紀要

9　：　49－57

1998

45．岡本　基，崎山順子， 衛生技術学科入学者の高校評点，入学試験成績　岡大医短紀要 1998

赤塚和也 と入学後の学．業成績の関係

一入学者選抜，教育方法の改善に向けた自己点

　検・評価（1）一

9　：　91－104

46． Shinichi　Fujioka，

Hiroyuki　Shimonura，

Yasuo　lshii，

Junichi　Kondo，

Kouzo　Fujio，

Fusao　lkeda，

Masanobu　Miyake，

Shozo　Kusachi，

Prevalence　of　hepatitis　B　and　C　vius　markers

in　outpatients　of　Mongolian　General　Hospi－

tals

Takao　Tsuji

J．　Jpn．　Assoc．　lnfec．

Dis．

72　：　5　一11

1998

47． Asami　Yatnanishi，

Shozo　Kusachi，

Makoto　Nakahama，

Yoshifumi　Ninomiya，

Tomoko　Watanabe，

Hirofumi　Kumashiro，

Hiroshi　Nunoyama，

Jun　Kondo，

Ichiro　Naito，

Takao　Tsuji

Sequential　changes　in　the　localization　of　the

type　N　collagen　alpha　chain　in　the　infarct

zone　：　immunohistochemical　study　of　experi－

mental　myocardial　infarction　in　the　rat

Pathol．　Res．　Pract．

194（6）　：　413－422

1998
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48． Nobuhiko　Ohnishi，

Koichiro　lwasaki，

Shozo　Kusachi，

Ryouichi　Hirami，

S　Matano，

Hiromichi　Ohnishi
　　　　　　　　　　　　　　　’

Kenji　Takeda，

Masatoshi　Kita，

Noburu　Sakakibara，

Takao　Tsuji

Low　lncidence　of　Minor　Myocatdial　Damage　Jpn．　Heart．　J．

Associated　with　Coronary　Stenting　Detected

by　Serum　Troponin　T　Comparable　to　That

with　Balloon　Coronry　Angioplasty

39　：　139－146

1998

49．　Jun　Kondo，

　　　　Shozo　Kusachi
　　　　　　　　　　　　　　　　’

Expression　of　Type　X　VII　Collagen　al　Chain　Jpn．　Heart．　J．

mRNA　in　the　Mouse　Heart　・　39：211－220

1998

Yoshifumi　Ninomiya，

Hidekatsu　Yoshioka，

Toshitaka　Ohashi，

Masayuki　Doi，

Takashi　Murakami，

Hiroki　Moritani
　　　　　　　　　　　　　7．

Hirofumi　Kumashiro，

Takao　Tsuji

50．　Masahiro　Murakami，

　　　　Shozo　Kusachi，

Makoto　Nakahama，

Ichiro　Naito
　　　　　　　　　　，

Takashi　Murakami，

Masayuki　Doi，

Jun　Kondo，

Toshihiro　Higashi，

Yoshifumi　Ninomiya，

Takao　Tsuji

Expression　of　the　alpha　1　and　alpha　2　chains

of　type　N　collagen　in　the　infarct　zone　of　rat

myocardial　infarction

J．　Mol．　CelL　Car－

diol．

30　：　1191－1202

1998

51．　Keizo　Yamamoto，

　　　　Shozo　Kusachi，

Yoshifumi　Ninomiya，

Masahiro　Murakami，

Masayuki　Doi，

Kenji　Takeda，

Toshiyuki　Shinji，

Toshihiro　Higashi，

Norio　Koide，

Takao　Tsuji

Increase　in　expression　of　biglycan　mRNA

expression　co－localized　closely　with　that　of

type　1　collagen　mRNA　in　the　infarct　zone

after　experimentally　induced　myocardial

infarction　in　rats

J．　Mol．　Cell．　Car－

diol．

30　：　1749－1756

1998
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52．　Hirofumi　Ohnishi，

　　　　Takefumi　Oka，

　　　　Shozo　Kusachi，

Tohru　Nakanishi，

Kenji　Takeda，

Makoto　Nakahama，

Masayuki　Doi，

Takashi　Murakami，

Yoshifumi　Ninomiya，

Masahiro　Takigawa，

Takao　Tsuji

Increased　Expression　of　Connective　Tissue

Growth　Factor　in　the　lnfarct　Zone　of　Experi－

mentally　lnduced　Myocardial　lnfarction　in

Rats

J．　Mol．　Cell．　Car－

diol．

30　：　2411－2422

1998

53．　Tomoko　Watanabe，

　　　　Shozo　Kusachi，

Asami　Yamanishi，

Hirofumi　Kumashiro，

Hiroshi　Nunoyama，

Issei　Sano，

Makoto　Nakahama，

Takashi　Marukami，

Ichiro　Naito，

Yoshifumi　Ninomiya，

Takao　Tsuji

Localization　of　type　IV　collagen　alpha　chain

in　the　myocardium　of　dilated　and　hypertro－

phic　cardiomyopathy

Jpn．　Heart．　J．

44　：　2453－2461

1998

54． Takefumi　Oka，

Takaaki　Nakatsu，

Shozo　Kusachi，

Youkou　Tominaga，

Keiichi　Mashima，

Takao　Tsuji

Character　of　circadian　variation　between　the

functional　refracory　period　of　the

atrioventricular　node　and　ventricle　rate：

Examination　of　chronic　atrial　fibrillation

Ther．　Res．

19　：　2681－2684

1998

55． Takashi　Murakami，

Shozo　Kusachi，

Masahiro　Murakami，

Issei　Sano，

Tadahisa　Uesugi，

Ryoichi　Hirami，

Akio　Kajiyama，

Jun　Kondo，

Takao　Tsuji

Time－dependent　changes　of　serum　carboxy－

terminal　peptide　of　type　1　procollagen　and

carboxy－terminal　telopeptide　of　type　1　col－

lagen　conceritrations　in　patie’獅狽刀@with　acute

myocardial　infarction　after　successful　reper－

fusion　：　correlation　with　left　ventricular　vol－

ume　indices

Clin．　Chem． 1998

56．・　Masahiro　Mori，

　　　　Hisao　Oka

Internal　structure　and　viscoelasticity　estima－

tion　by　a　mechanical　impedance

－in　case　of　a　vibrating　disk一

Memo．irs　Faculty

Engineering，

Okayama　Univer－
sity

32　：　15－22

1998
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57． Hisao　Oka，

Takahiko　Nakamura

Estimation　of　internal　stucture　and　vicoelas－

ticity　from　mechanical　impedance

Electrical　Engi－

neering　in　Japan

125　：　31－39

1998

58． 入江　隆，岡　久雄 衝撃応答法による生体力学特性．の計測（1）

一計測システムの開発一

バイオメカニズム学

会誌

22　：　163－168

1998

59． Naoki　’Nakaya，

Masahiro　Nishibori，

Zhao　Wang，

Junko　Sakiyama，

The　expression　and　localization　of　serine

protoinase　inhibi．tor　PI－6　mRNA　in　develop－

mental　and　ischemic　mouse　brain

Neuroscience

Research

32　：　221－230

1998

Kiyomi　Saeki

60． Sekiko　lto，

Motoi　Okamoto，

Shuji　Mori

Affinity　purification　of　phosphacan　core　pro－

tein　expressed　in　Escherichia　coli　as　histidine－

tagged　fusion　protein

Bull．　Sch．　Health

Sci．　Okayama
Univ．

9　：　105－111

1998

61． 川崎祥二，澁谷光一，

浅海淳一，小松めぐみ，

黒田昌宏，平木祥夫，

古澤佳也

重粒子線の生物学的効果比と潜在性致死損傷か

らの回復

岡大医短紀要

9　：　75－81

1998

62． Yasihiro　Hori，

Youko　Hiraka，

Shoji　Kawasaki，

Combined　effects　of　hyperthermic　treatment

and　doxorubisin　hydro－chloride　on　killing

mouse　leukemia　cells

Jpn．　J．　Hyperther－

mic　Oncl．

9　：　235－244

1998

Sigeru　Tsunoda’

63． Koji　Nishikawa，

Junichi　Asaumi，

Shoji　Kawasaki，

Influence　of　cepharanthin　and　hyperthermia

on　the　intracellular　accumulation　of

adriamycin　Flou　3，　an　indicator　of　Ca2’

Anticancer

Research

18　：　1649－1654

1998

KQichi　Shibuya，

Masahiro　Kuroda，

Yoshihiro　Takeda，

Yoshio　Hiraki

64． Adli，

Yoshitake

Yamamoto

Comparative　consideration　eliminating

method　for　power　line　interference　in

electrocardiography

Memoirs　Fac．　Eng．

Okayama　Univ．

32－1　・　2　：　7－14

1998

65． Yoshitake

Yamamoto，

Takamitsu　Kubota，

Hiromi　lsshiki

Emotional　measurement　using　fluctuation

analysis　of　electrodermal　activity

Reports　Toyota
Phys．　Chem．

Research　lnst．

51　：　99－105

1998
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66．中桐義忠，東　義晴，

　　　　丸山敏則，澁谷光一，

　　　　後藤佐知子，杉田勝彦，

　　　　森岡泰樹，門久繁文，

　　　　井上龍也，平木祥夫

腹部単純X腺撮影時の被曝線量

一岡山県下の病院の現況一

環境制御

20　：　17－21

1998

67．　Kiyonori　Yamaoka，

Teru　Obata，

Keiji　lriyama，

Toshiyasu　lwasaki，

Yuko　Hoshi

Simultaneous　Quantitative　Analysis　of　Pros－

taglandins　and　Thromboxane　after　Low　DQse

X－irradiation

Radiat．　Res．

149　：　103－106

1998

68．松木　修，

　　　　小島周二，

　　　　山岡聖典

野村崇治，　小線量γ線のマウス生体内抗酸化系酵素活性　Radioisotopes

久保寺昭子，に対する作用　　　　　　　　　　　　　　　47：291－299

1998

69． Shuji　Kojima，

Osamu　Matsuki，

Takaharu　Nomura，

Akiko　Kubodera，

1tgygi｝g！1一）lqg｝agl！gi　rY　k

Elevation　of　Mouse　Liver　Glutathione　Level

by　Low－dose　7－ray　lrradiation　and　lts　Effect

on　CCI4　一induced　Liver　Damage

Anticancer　Res．

18　：　2471－2476

1998

70．1tSlygpg！！一］！alu4g1sqi　ri　Y　ok，

Shuji　Kojima，

Mareyuki

Takahashi，

Takaharu　Nomura，

Keiji　lriyama

Change　of　Glutathione　Peroxidase　Synthesis

along　with　That　of　Superoxide　Dismutase

Synthesis　in　Mice　Spleens　after　Low－dose

X－ray　lrradiation

Biochim．　Biophys．

Acta

1381　：　265－270

1998

71．　Shuji　Kojima，

　　　　Hiroshi　Tanooka，

　　　　Hiro　Wakasugi，

pmti　oriYmaok

Induction　of　mRNAs　for　Glutathione
Synthesis－related　Proteins　in　Mouse　Liver　by

Low　Doses　of　7－rays

Biochim．　Biophys．

Acta

1381　：　312－318

1998

72．山岡聖典 バードガスタインにおけるラドン療法とその機　Radioisotopes

構i解明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47：729－730

1998

73．　Kiyonori　Yamaoka，

Takaharu　Nomura，

Keiji　lriyama，

Shuji　Kojima

Inhibitbry　Effects’of　Prior　Low　Dose　X－ray

Irradiation　on　Fe3’一NTA－induced　He－

patopathy　in　Rats

PhYsiol．　Chem．

Phys．　Med．　NMR

30　：　15－23

1998
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74．　Shuji　Kojima，

　　　　Kiyonbri　Yamaoka，

Localization　of　Glutathione　and　lnduction　of

Glutathione　Synthesis－related　Proteins　in

Mouse　Brain　by　Low　Doses　of　7－rays

Brain　Res．

808　：　262－269

Yoko　Honda，

Shuji　Honda，

Toru　Sasaki

1998

75．　Yutaka　Kobayashi，

　　　　Toshifumi　Ozaki，

　　　　Yoshihiro　Takeda，

Evaluation　．　of　the　effect　of　preoperative　Acta　Orthop　Scand

chemotherapy　in　bone　sarcomas　69：611－616

1998

Akira　Kawai，

Hajime　lnoue

76． 小松めぐみ，

佐藤修平，

新屋晴孝，

．永谷伊佐雄

竹田芳弘，

小林　満，

平木祥夫，

77．　Noriko　Kanzaki，

　　　　Ryo　Soda，

　　　　Kiyoshi　Takahashi，

　　　　Keiko　Sato，

　　　　Toshiyuki　Hayabara，

　　　　Masayoshi　Kibata，

　　　　Yoshifumi　Takeda，

67faシンチグラフィで上腹部に異常集積がみ

られた一例

Influence　of　age　and　gender　on　iodine－123

MIBG　kinetics　in　normal　lung

山陽核医学カンファ

レンス記録集

26　：　15L16

Ahnals　of　Nuclear

Medicine

12　：　225－229

1998

1998

Yoshio　Hiraki

78．　Yoshihiro　Okumura，

　　　　Yoshihiro　Takeda，

Shuhei　Sato，

Mitsuharu　Shimizu，

Megumi　Komatsu，

Osamu　Honda，

Tomio　Nakagawa，

Harutaka　Niiya，

Yoshio　Hiraki

Differentiation　of　benign　from　malignant

nodules　by　accurnulation　of　Tc－99m　pertech－

netate　using　Tl－201　delayed　scans

Clinical　Nuclear
Medicine

23　：　514－516

1998

79． Akihito　Mitsumori，

Isao　Nagaya，

Shin　Kimoto，

Shiro　Akaki，

Izumi　Togami，

Yoshihiro　Takeda，

Preoperative　evaluation　of　hepatic　functional

researve　following　hepatectomy　by

technetium－99m　galactosyl　human　serum

albumin　liver　scintigraphy　and　computed

tomography

Eurorean　Journal

of　Nuclear　Medi－

cine

25　：　1377－1382

1998

Ikuo　Joja，

Yoshio　Hiraki
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80．栄勝美，竹田芳弘，

　　深井道介，守都常晴，

　　山本道法，中川富夫，

　　清水光春，平木祥夫

非ポジキンリンパ腫におけるチミジンキナーゼ

測定の臨床的意義

プロリフィゲンTK　1998

キット“第一”学会

発表抄録集

16

81．延原榮太朗，竹田芳弘，

　　新屋晴孝，澁谷光一，

　　森岡泰樹，中桐義忠，

　　上者郁夫，杉田勝彦，

　　平木祥夫

混合粒子型硫酸バリウム「バリトゲンHD」の評

価

一第2報一

語大医短紀要

9　：　41－48

1998

82．　Shiro　Akaki，

　　Kentaro　lda，

　　Susumu　Kanazawa，

　　Yoshihiro　Takeda，

Flare　responces　seen　in　theraphy　for
ostemalacia

The　Journal　of　1998

Nuclear　Medicine

39　：　2095－2097

Yoshio　Hiraki，

Toru　Endo

83．塩尻容子，黒崎勇二，

　　川崎博巳，柳澤一恵，

　　荒木古品，五味田裕，

　　小田　慈，竹田芳弘，

　　平木祥夫

QOL向上のための服薬指導：ビタミンC含有

清涼飲料水による内服用ルゴール液服用法の改

善

病院薬学

24　：　677－682

1998

84．　Sachiko　Goto，

Toshinori

Maruyama，

Improvement　of　image　quality　on　mammo－

graphic　screen－film　system　by　extended－cycle

process

岡大医短紀要

9　：　83－90

1998

Yoshiharu　Azuma，

Yoshitada　Nakagiri，

Yoshihiro　Takeda，

Katsuhiko　Sugita，

Fumie　Kimura，

Shigefumi　Kadohisa

85．斉藤哲郎，頓宮廉正，

　　山口裕之，吉田邦恵，

　　素立潤子，

　　和田栄津子，

　　森重和久

1995年度の広島県福山市における飼育犬および　獣医畜産新報

飼育猫の寄生虫感染状況　　　　　　　　　　　51（ll）：889－892

1998

86．頓宮廉正 帽マベアナ壁隣ラダニBalaustium　murorum　岡大医短紀要

の室内発生例　　　　　　　　　　　　　　　　9：113－116

1998
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皿．学会発表等

　　　演　　　者

　1．中村正和，田村　誠，

　　　関由紀子，川田智恵子

　2．川田智恵子

　3．川田智恵子

　4．小林靖明，

　　　中村圭一郎，

　　　関　明彦，三毛敬三，

　　　山本順子，本郷淳司，

　　　宮木康成，児玉順一s

　　　奥田博之，

　　　吉野内光夫，工藤尚文

　5．河西邦浩，宮木康成，

　　　山本順子，

　　　山田詞奈子，

　　　中村圭一郎，

　　　徳毛敬三，本郷淳司，

　　　児玉順一，

　　　吉野内光夫，

　　　小橋勇二，奥田博之，

　　　工藤尚文

　6．関　典子，児玉順L，

　　　徳毛敬三，

　　　山田詞奈子，

　　　中村圭一郎，

　　　河西邦浩，山本順子，

　　　本郷淳司，宮木康成，

　　　吉野内光夫，

　　　奥田博之，工藤尚文

　7．二毛敬三，児玉順一，

　　　関　典子，

　　　山田詞奈子，

　　　中村圭一郎，

　　　河西邦浩，山本順子，

　　　本郷淳司，宮木康成，

　　　吉野内光夫，

　　　奥田博之，工藤尚文

　　　　　演　　　　　題

禁煙プログラムの経済評価

セルフケアのための環境づくりの支援

ヘルスプロモーションの評価

骨髄リンパ節でのHPV　DNA検出
による子宮頸癌再発リスクの予知

プラチナ製剤254－Sの薬理学的パラメ

ータ特性がDNA障害とapoptosis発
現に与える影響

宮頸部浸潤癌におけるVEGFmRNA
の発見とその意義

子宮頸癌におけるCD44v6の発現とそ

の意義

　　学会名　開催年月開催場所

日本健康教育学会　　1998．6　埼玉

日本産業衛生学会

日本公衆衛生学会

日本産科婦人科学会

1998．10　　大阪

1998．10　　岐阜

1998．4　　仙台

日本産科婦人科学会　1998．4　仙台

日本産科婦人科学会　1998．4　　仙台

日本産科婦人科学会　1998．4　　仙台
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8．山田詞奈子，

　　宮木康成，由本順子，

　　河西邦浩，本郷淳司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

9．中田高広，熊澤一真，

　　高田雅代，

　　新井富士美，

　　増山　寿，中塚幹也，

　　多田克彦，平松祐司，

　　，奥田博之，工藤尚文

10．特牛敬三，児玉順一，

　　本郷淳司，水谷靖司，

　　宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

11．山田詞奈子，

　　宮木康成，

　　服部千恵子，

　　本郷淳司，水谷靖司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

12．宮木康成，

　　服部千恵子，

　　山田詞奈子，

　　河西邦浩，本郷淳司，

　　山本順子，水谷靖司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

13．平松祐司，水谷靖司，

　　石原　剛，中田高広，

　　西井　英，増山　寿，

　　上村茂仁，小橋勇二，

　　奥田博之，工藤尚文

14．池田正典，石田禮載，

　　岡本吉明，奥田博之，

　　佐藤信二

プラチナ製剤254－Sの薬物動態に基づ

く薬力学反応に関する数学モデル

当科におけるpre　term　PROMの管理

法

進行子宮頸癌に対するNeoadjuvant

Chemotherapy－Pilot　Study

Paget　ce11を伴った外陰腺癌の一例

子宮頸部腺癌の臨床像

妊娠中の円錐切除術の問題点と周産期

管理に及ぼす影響

新分類への対応をふまえて

日本産科婦人科学会　1998．4　　仙台

第67回同門会総会　　1998．6　　岡山

第67回同門会総’会　　1998．6 岡山

日本臨床細胞学会岡　1998．7　　岡山

山支部会

日本臨床細胞学会岡

山支部会

日本新生児学会

日本婦人科病理コル

ポスコピー学会

1998．7　　岡山

1998．7　博：多

1998．7　大阪
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15．徳毛敬三，児玉順一，

　　山田県単子，

　　中村圭一郎，

　　山本順子，本郷淳司，

　　水谷靖司，宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

16．山田詞奈子，

　　宮木康成，河西邦浩，

　　山本順子，

　　中村圭一郎，

　　徳毛敬三，本郷淳司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

17．河西邦浩，宮木康成，

　　山田詞奈子，

　　山本順子，

　　中村圭一郎，

　　徳毛敬三，本郷淳司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博：之，

　　工藤尚文

18．泉　陸一，

　　野田起一郎，

　　杉浦　甫，

　　宇田川康博，

　　平準直彦，奥田博之，

　　河野一郎，瀧澤　憲，

　　西田正人，野口　浩，

　　長谷川和男，

　　伏木　弘，

　　山本嘉一郎，

　　折笠秀樹’

19．徳毛敬三，児玉順一，

　　山田詞奈子，

　　中村圭一郎，

　　山本順子，本郷淳司，

　　水谷靖司，宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

転移性外陰癌の一例

プラチナ製剤254－Sの薬物動態に基づ

く新しい薬力学理論モデル

プラチナ製剤254－Sの薬物動態特性が

DNA障害と細胞周期に与える影響

子宮頸がんに対する5FU補助化学療

法の予後改善効果

治療前のserum　C－reactive　protein

（CRP）値は上皮性卵巣癌の予後因子と

なり得るか

日本婦人科病理コル

ポスコピー学会

日本癌治療学会

日本癌治療学会

日本癌治療学会

日本癌治療学会

1998．7　大阪

1998．10　　福岡

1998．10　福岡

1998．10　福岡

1998．10　　福岡

一17一



20．平松祐司，水谷靖司，

　　増山　寿，上村茂仁，

　　小橋勇二，奥田博之，

　　工藤尚文

妊婦の子宮頸部初期病変に対する円錐

切除術

一その問題点と周産期管理に及ぼす影

　響

日本癌治療学会 1998．10　　福岡

21．洲脇尚子，増山　寿，

　　山本順子，上村茂仁，

　　本郷淳司，水谷靖司，

　　宮木康成，児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，平松祐司，

　　奥田博之，工藤尚文

PTHrP　（parathyroid　hormone－
related　protein）によりカルシウム」血

症を呈したと考えられる婦人科悪性腫

瘍の2例

日本産科婦人科学会

中四国合同地方部会

1998．10　広島

22．田淵雅子，高田雅代，

　　本郷淳司，水谷靖司，

　　宮木康成，

　　吉野内光夫，

　　小玉順一，小橋勇二，

　　、奥田博之，工藤尚文，

　　上者郁夫

術前に診断し得たmassive　ovarian　日本産科婦人科学会

edemaの一例　　　　　　　　　　　中四国合同地方部会

1998．！0　広島

23．山田詞奈子，

　　宮木康成，山本順子，

　　中村圭一郎，

　　本郷淳司，水谷靖司，

　　児玉順一，

　　吉野内光夫，

　　小橋勇二，、奥田博之，

　　工藤尚文

Paget　cellを伴った外陰腺癌の一例 日本産科婦人科学会

岡山地方部会

1998．11　　岡山

24．平松祐司，水谷靖司，

　　増山　寿，上村茂仁，

　　小橋勇二，奥田博：之，

　　工藤尚文

初期頸部初期病変に対する治療

一特に妊孕能温存を目的として「従来

　の円錐切除などによる方法」

子宮癌研究会 1998．11　　神戸

25．水谷靖司，平松祐司，

　　増山　寿，上村茂仁，

　　児玉順一，小橋勇二，

　　奥田博之，工藤尚文

新しい手術器具「産婦人科手術におけ

るハイポーラシーザス（POWER－
STAR）の応用」

日本産婦人科手術学

会

1998。11　　　　倉’敷

26．中島正明，伊達　勲，

　　高橋健治，佐藤元美，

　　小野成紀，大本尭史，

　　浅利正二，二宮善文

脳血管攣縮における加齢の影響

一塩酸パパペリンに対する反応性の相

　違に関する研究一

第23回日本脳卒中学

会総会

1998．　6　　　　オ：L巾晃

27．高橋健治，伊達　勲，

　　中島正明，佐藤元美，

　　大本尭史，浅利正二，

　　二宮善文，濱田洋文

i血液存在下での血管平滑筋細胞，内皮

細胞へのadenovirusによる遺伝子導

入

第14回スパズムシン

ポジウム

1998．7　　京都

一18一



28．中島正明，伊達　勲，

　　高橋健治，佐藤元美，

　　大本特立，二宮善文，

　　浅利正二

脳血管攣縮に対するspontaneous
nitric　oxide　donorの有用性

一動注および脳槽内投与による検討一

第14回スパズムシン　1998．7　　京都

ポジウム

29．桐山英樹，半田仁美，

　　木下公久，真壁哲夫，

　　大本二丁，相原　寛，

　　衣笠二二，西本　詮，

　　伊藤隆彦，浅利正二

てんかん患者の

neuro－pharmacological　MRI

第57回日本脳神経外

科学会総会

1998．10　札幌

30．中島正明，伊達　勲，

　　高橋健治，佐藤元美，

　　大本尭史，二宮善文，

　　浅利正二

家兎くも膜下出血モデルにおける
nitric　oxide　donorの脳血管攣縮予防

効果

第57回日本脳神経外

科学会総会

1998．10　　　　オ；L巾晃

31．相原　寛，晶出信之，

　　衣笠三三，西本　詮，

　　桐山英樹，半田仁美，

　　木下公久，真壁哲夫，

　　大本尭史，伊藤隆彦，

　　浅利正二

MRI（T2－WI）によるparaclinoid第57回日本脳神経外
aneurysmの描出　　　　　　　　　科学会総会

1998．10　札幌

32．小林有，林優子，
　　金尾直美

外来透析者のQOLの傾向 第43回日本透析医学

会学術集会

1998．5　横浜

33．　Yuko　Hayashi，

Yoshiko　Nakanishi，

Quality　of　Life　in　Recipients　after

Kidney　Transplant

Eiko　Hoshina，

Third　lnternational　1998．　9　Tokyo

Nursing　Research
Conference

Naomi　Kanao，

Kumi　Watanabe

34．戸澤栄美，雨宮雅美，

　　雨宮浩子，

　　田中美奈子，

　　赤池陽子，向井要子，

　　山田一朗

精神障害者家族の危機受容過程に関す

る研究　第1報

患者家族の心理過程の把握

第24回日本看護研究

学会

1998．7　　弘前

35．雨宮雅美，雨宮浩子，

　　戸澤栄美，

　　田中美奈子，

　　赤池陽子，向井要子，

　　山田一朗

精神障害者家族の危機受容過程に関す

る研究　第II報

患者家族の心の支えと，医療者への願

い

第24回日本看護研究

学会

1998．7　　弘前

36．山田一朗，雨宮雅美，

　　雨宮浩子，戸澤栄美，

　　田中美奈子，

　　赤池陽子，向井要子

精神障害者家族の危機受容過程に関す

る研究　第III報

心理過程の疾患別比較

第24回日本看護研究

学会

1998．7　　弘前
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37．一色康子，山田一朗

38．由地教代，弓長益子，

　　山田一朗

39．古長益子，山地教代，

　　山田一朗

40．浅沼禎子，升谷好美，

　　山田一朗

41．升谷好美，浅沼禎子，

　　山田一朗

42．島田久子，

　　後藤亜都子，山田一朗

43．岡野初枝，太田武夫

44．岡野初枝，高橋紀美子

45．太田にわ，大井伸子，

　　富田幾枝，

　　兼松百合子，

　　松本暁子，中村美保

46．太田にわ，松井優美子

47．池田敏子，太田にわ，

　　中西代志子，近藤　勲

48．赤木節子，池田敏子，

　　清田玲子，

　　高田三千代，

　　松井優子，松本啓子，

　　鍋谷広子，

　　羽井佐米子，

　　阿式明美，安藤佐記子

大阪府下T市住民の主観的健康評価と，第24回日本看護研究　1998．7　　弘前

その関連要因　　　　　　　　　　　　学会

今，改めて問う戴帽式の意義第1報第24回日本看護研究1998．7　弘前
戴帽式に対する看護学生の思い　　　　学会

今，改めて問う戴帽式の意義　第II報　第24回日本看護研究　1998．7　　弘前

学生の意欲と戴帽式に対する思いの関　学会

連

母親の育児・しつけに対する認識が子　第24回日本看護研究　1998．7　　弘前

供の排尿自立にもたらす影響　第1報　学会

育児・しつけに対する母親の認識の傾

向

母親の育児・しつけに対する認識が子　第24回日本看護研究　1998．7　弘前

供の排尿自立にもたらす影響　第II報　学会

育児・しつけに対する認識と排尿自立

状況との関連

看護業務に関する看護婦・看護助手間　第24回日本看護研究　1998．7　　弘前

の認識の差異　　　　　　　　　　　　学会

デイサービス中断者の中断理由　　　　第57回日本公衆衛生　1998．10　岐阜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学会

デイサービス中断者のケアマネジメン　第2回日本在宅ケア　1998．1　東京

トの必要性について　　　　　　　　　学会

乳幼児の母親の育児ストレスに関する　第5回日中看護学術　1998．9　杭州

研究　　　　　　　　　　　　　　　　学会　　　　　　　　　　　　　（中国）

出生後早期に手術をした先天性心疾患　日本小児外科QOL　1998．10　久留米

患児の母親のQOL　　　　　　　　研究会

看護学生の学習態度に関する研究　　　日本教育工学会第14　1998．10　　函館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　回全国大会

看護婦の考える老人の自立に関する意　第29回日本看護学会　1998．10　　高知

識調査　　　　　　　　　　　　　　　（老人看護）
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49．高田三千代，

　　池田敏子，清田玲子，

　　松本啓子，松井優子，

　　赤木節子，

　　羽並佐米子，

　　阿式明美，鍋谷広子，

　　石井和子

50．池田敏子，近藤　勲，

　　田中宏二

51．大井伸子，太田にわ，

　　富田南山

52．中西代志子，

　　林　優子，保科英子，

　　金尾直美，渡邉久美

53．平松弥壽子，

　　中西代志子，

　　佐々木慶子

54．岡崎愉加，

　　臼井喜代子，合田典子

55．保科英子，林優子，

　　中西代志子，

　　金尾直美，渡邉久美

56．金尾直美，林　優子，

　　稲田清子，牛崎ルミ子

57．金尾直美，林優子

58．中田安成，片岡幹男，

　　平松順一

59．平松順一，岡崎和徳，

　　片岡幹男，原田実根，

　　中田安成

60．片岡幹男，平松順一，

　　岡崎和徳，谷本　安，

　　木村五郎，武田勝行，

　　原田実根，中田安成

老人の自立に関する調査

一事例の看護目標及び計画から一

看護者に必要な資質に関する研究

一3年制医療短大学生の学年比較一

母親学級への取り組みと参加者の実態

因果関係モデルによる腎移植後レシピ

エントのQOLとCopingの分析

眼科領域における長時間伏臥位による

苦痛緩和への援助

一温竃法・マッサージを試みて一

分娩第1期における助産婦学生の助産

技術習熟度

腎移植を受けたレシピエントのQOL
の構造

外来透析者のQOLの構造と属性との
関係

因果関係モデルによる外来透析者の

QuaIity　of　Lifeの分析

シンポジューム「サルコイドーシス重

症化の要因と態度を探る」サルコイド

ーシス初診時検査成績からの予後因子

の検討

皮膚サルコイドーシスの臨床

一岡山大学第2内科にて経験した65症

　例の検討一

多重癌を合併したサルコイドーシスの

3例

第29回日本看護学会

（老人看護）

日本教育実践学会研

究大会

第5回日中看護学術

学会

第18回日本看護科学

学会学術集会

岡山県成人看護学会

岡山県母性衛生学会

第29回日本看護学会

成人看護学II

第29回日本看護学会

成人看護II

第18回日本看護科学

学会学術集会

第18回サルコイドー

シス学会

第18回サルコイドー

シス学会

第18回サルコイドー

シス学会

1998．10　　高知

1998．11　　岡山

1998．9　杭州

　　　　　（中国）

1998．12　札幌

1998．8　　岡山

1998．11　　岡山

1998．7　　前橋

1998．7　前橋

1998，12　　　　オこし巾晃

1998．11　　東京

1998．11　東京

1998．11　東京
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61．谷本　安，森田千華，

　　平松順一，藤森良昭，

　　木村五郎，武田勝行，

　　片岡幹男，多田慎也，

　　原田実根，中田安成，

　　田辺耕三

発症時NSIP様病変を認めたサルコ　第33回日本呼吸器学1998．7　広島
イドーシスの1例　　　　　　　　　　会中国四国地方会

62．平松順一，岡崎和徳，

　　谷本　安，片岡幹男，

　　原田実根，中田安成

皮膚サルコイドーシスにおける肺病変　第33回日本呼吸器学1998．7　広島

の検討　　　　　　　　　　　　　　会中国四国地方会

63．土井正行，草地省蔵

64．大西弘倫，草地省蔵

ラット実験的心筋梗塞モデルにおける

decorinの発現とその経時的変化

一big　lycanの発現と比較して一

ラット実験的心筋梗塞モデルにおける

connective　tissue　growth　factor　（CT

GF）の発現と局在：Type　I　Collagen

（a！（1））との比較および低酸素による

induction

第62回日本循環器学

会総会

1998．3　東京

第62回日本循環器学　1998．3

会総会

東京

65．武田賢治，草地省蔵

66．村上昌弘，草地省蔵

Rat実験的心筋梗塞，梗塞部における

Heat　Sock　Protein（HSP47）の発現：

Type　I　Collagen（α1（1＞）との比較

実験的ラット心筋梗塞および再応流モ

デルにおけるIV型コラーゲン二分子種

の発現および局在の検討

第62回日本循環器学　1998．3　　東京

会総会

第62回日本循環器学

会総会

1998．3　東京

67．間島圭一， 草地省蔵　　負荷に対する非振動性および振動性心

　　　　　拍（HR）の応答の一元的解釈：単一等

　　　　　価電気回路へのSimulation

第62回日本循環器学　1998．3　東京

会総会

68．山根慎一，草地省蔵 洞機能不全症候群に対するCilost－

azol：最大R－R間隔短縮，総心拍増加

及び心拍日内変動1生の回復

第62回日本循環器学

会総会

1998．3　東京

69．岡　久雄，岸本寛志　　電気刺激による心身の疲労計測 第37回日本M：E学
会大会

1998．5　倉敷

70．入江　隆，岡　久雄　　種々の測定条件において生体表面に加　第37回日本ME学

　　　　　　　　　　　　えられた衝撃力波形の検討　　　　　　会大会

1998．5　倉敷

71．岡　久雄，清水義和，

　　更谷啓治，岩田光生，

　　川添尭彬

臨床用歯の動揺センサの改良 第37回日本ME学1998．5　倉敷
会大会
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72．更谷啓治，岩田光生，

　　龍田光弘，岡　久雄，

　　川添尭彬

ベンダ型T－Mテスタを用いたイン　第37回日本ME学
プラントの動揺測定　　　　　　　　　会大会

1998．5　倉敷

73．更谷啓治，岡　久雄，

　　岩田光生，上田直克，

　　楠本哲次，末瀬一彦，

　　川添尭彬

動揺度測定法によるインプラントの機　第1回ブリアテック

能評価　　　　　　　　　　　　　　アジアシンポジウム

1998．6　大阪

74．岡　久雄，井上智紀 ピエゾ抵抗型加速度センサを用いた身

体活動の計測
第9回日本ME学
会専門別研究会「生

体機能の計測と解釈

のための信号処理」

研究会

1998、6　草津

75．岡　久雄，山田伸哉 汎用型生体力学特性計測システムの開

発

一生体機械モビリティの測定一

電子情報通信学会

MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

1998．7　　岡山

76．岡　久雄，柳　三人，　電気刺激法による心身疲労の計測

　　金　海蓮，宮島　智　一その1一

電子情報通信学会

MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

1998．7　　岡山

77．岡　久雄，井上智紀 加速度センサを用いた身体活動のモニ

タリング

電子情報通信学会1998．7　岡山
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

78．　Keizi　Saratani，

　　Mitsuhiro　Tatsuta，

　　Hisao　Oka，

　　Takayoshi

　　Kawazoe

Viscoelasticity　of　TMJ　region　in

health　and　disease

3rd　World　Con一　1998．8　Sapporo

gress　of　Biome－
chanics

79．　Hisao　Oka，

　　Yoshikazu　Shimizu，

　　Keiji　Saratani，

　　Sheng－gen　Shi，

　　Takayoshi

　　Kawazoe

Mobility　evaluation　of　dental
implant　mobility　by　tooth　mobility

tester

3rd　World　Con一　1998．8　Sapporo

gress　of　Biome－
chanics

80．岡　久雄，井上智紀 3軸加速度センサによる身体活動モニ

タリング

計測自動制御学会第

13回生体・生理工学

シンポジウム

1998．9　金沢

81．岡　久雄，柳　慎人，　筋疲労とクロナキシー

宮島　智
第21回日本ME学
会中国四国支部大会

1998．10　　岡山
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82．小野浩一，

　　岡　久雄

83．　オ≡卯　　’慎人，

　　金　海蓮，

84．山田伸哉，

岩崎雅弘，

智
雄

　
久

島宮
岡

雄久岡

85．岡　久雄，柳　韓人，

　　金　海蓮，宮島　智

86．入江　隆，岡　久雄

87．岡　久雄，井上智紀

88．福永　隆，佐藤幸子，

　　岸本貴子，藤井英雄，

　　高倉孝一，森　秀治

89．森　秀治，岡本　基，

　　一村光子，唐下博子，

　　崎山順子，伊藤昔子，

　　中田安成，遠藤　浩

90．安藤由智，川崎祥二，

　　竹田芳弘，

　　小松めぐみ，

　　佐藤修平，小林　満，

　　平木祥夫

91．浅海淳一，岸　幹二，

　　川崎祥二，黒田昌宏，

　　平木祥夫

92．黒田昌宏，

　　小野英里香，

　　平木祥夫，浦野宗保，

　　Daret　St　Clair，

　　川崎祥二，澁谷光一

93．一色弘三，高山桂一，

　　山本尚武

ベンダ型圧電振動子を用いた生体硬さ

計の開発

電気刺激法による筋の疲労評価

一その1一

機械モビリティを用いた生体力学特性

計測システム

クロナキシー変化による筋疲労の計測

衝撃力に関する生体組織の線形性

振動ジャイロと加速度計を用いた身体

活動モニタリング

高線溶活性セリンプロテアーゼ
Subtilisin　CIR及びその変異型酵素の

酵素免疫測定法

疎水性を賦与した新しい電気泳動用分

離担体の開発の試み

99msc－MIBIのEhrlich腹水癌薬剤耐

性細胞における細胞内集積の検討

アドリアマイシンの流入・流出に関す

る研究

遺伝子放射線療法の現状と当科での実

験的試み

皮膚電気活動における皮膚インピーダ

ンスと皮膚電位の同時計測による比較

検討

　　　　　　　　　一24一

平成10年度電気・情　1998．10　　岡山

報関連学会中国支部

第49回連合大会

平成10年度電気・情1998，10　岡山

報関連学会中国支部

第49回連合大会

平成10年度電気・情　1998．10　　岡山

報関連学会中国支部

第49回連合大会

第12回日本ME学　1998．11　新潟
会秋季大会

第19回バイオメカニ　1998．11　　札幌

ズム学術講演会

第19回バイオメカニ　1998，11　　札幌

ズム学術講演会

日本薬学会第118年　1998．4　京都

会

第44回日本臨床病理　1998．10　倉敷

学会中国四国地方会

総会

日本核医学会分科会　1998．7　　岡山

第25回腫瘍・免疫核

医学研究会

堂23回中国地区放射　1998．7　　岡山

線影響研究会

第23回中国地区放射　1998．7　　岡山

線影響研究会

第37回日本ME学
会大会

1998．5　倉敷



94．　Yoshitake

Yamamoto，

Takao　Nakamura，
Toshimasa

Kusuhara，

Adli

Consideration　of　conditions　required

for　multi－channel　simultaneous

bioimpedance　measurement

IEEE　lnstrumenta一　1998．　5

tion　and　Measure－

ment　Technology
Conference

St．　Paul

Minnesota

（USA）

95．　Yoshitake

Yamamoto，
Adli

Impedance　Balancing　Analysis　for

Power－Line　lnterference　Elimination

in　ECG　Signal

IEEE　lnstrumenta－

tion　and　Measure－

ment　Technology
Conference

1998．　5　St．　Paul

　　　　Minnesota

　　　　（USA）

96．須古敏行，山本尚武，　下肢の生体電気インピーダンスを用い

　　中村隆夫　　　　　　　た足関節角度推定についての研究

電子情報通信学会

MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

1998．7　　岡山

97．アドリ，山本尚武 心電図への電力線誘導障害を除去する

ための簡便法

電子情報通信学会

MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

1998．7　　岡山

98．楠原俊昌，山本尚武，嚥下音測定を併用したIPG測定法の　第21回日本ME学
　　中村隆夫　　　　　　確立に関する検討　　　　　　　　　　会中国四国支部大会

1998．10　　岡山

99．高山桂一，磯崎晃一，皮膚電気活動の諸特性と皮膚電位の発　第21回日本ME学

　　山本尚武　　　　　　　現機構に関する研究　　　　　　　　　会中国四国支部大会

1998．10　岡山

100．　Adli，

　　Yoshitake
Yamamoto

Consideration　of　lnverse－loop

Method　for　Eliminating　of　Power－

line　lnterference　by　Electromagnetic

Induction　in　ECG　Sigtnal

第21回日本ME学
会中国四国支部大会

1998．10　　岡山

101．一色弘三，山本尚武 皮膚インピーダンスの自動測定システ

ムの特性

平成10年度電気関係

学会四国支部連合大

会

1998．10　　徳島

102．高松大地，山本尚武 生体電気インピーダンスを用いた眼球

運動の測定に関する基礎研究

平成10年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1998．10　総社

103．一色信賢，東原幸市，生体電気インピーダンスを用いた局所

　　山本尚武　　　　　　脂肪の無侵襲計測法に関する研究

平成10年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1998．10　総社

104．高山桂一，磯崎晃一，

　　山本尚武

皮膚電気活動における皮膚インピーダ

ンスと皮膚電位の同時計測による比較

検討

平成10年度電気・情

報関連学会中国支部

第49回連合大会

1998，10　総社
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105．須古敏行，

　　　　中村隆夫

山本尚武， 下肢電気インピーダンスを用いた足関

節角度の推定に関する研究

平成10年度電気・情　1998．10

報関連学会中国支部

第49回連合大会

総社

106．楠原俊1昌，津川秀範，　IPGパラメータ解析による嚥下活動

　　　　山本尚武，中村隆夫　　評価法の検討

平成10年度電気・情．1998．10

報関連学会中国支部

第49回連合大会

総社

107．河合恵介，　　　　　　回転ステップ応答法を用いた皮膚粘弾

　　　　長尾和由紀，山本尚武　性計測システムの改良とその評価

平成10年度電気・情　1998．10

報関連学会中国支部

第49回連合大会

総社

108．内田伸恵，笠井俊文，

　　　　黒田　覚，久島健之，

　　　　杉村和朗，加藤博和

RF組織内加温におけるSAR分布の　第57回日本医学放射

再現性の検討　　　　　　　　　　　　線学会学術発表会

1998．　4 神戸

109．　Nobue　Uchida，

　　　　Hirokazu　Kato，

Toshifumi　Kasai，

Takeyuki　Kushima，

Masaki　Sugihara，

Kazuro　Sugimura

The　Effective　use　of　ethanol　to

assure　the　RF　interstitial　hyperther－

mia　combined　with　lr－192　remote

after　loading　system

German－Japanese
Radiological　Affili－

ation　The　9th
Workshop

1998．　7　Sapporo

110．　Nobue　Uchida，

　　　　Hirokazu　Kato，

Toshifumi　Kasai，

Satoru　Kuroda，

Takeyuki　Kushima，

Kazuro　Sugimura，

Yoshinari　Makino，

Akira　Yamanoi，

Naofumi　Nagasue

A　case　with　pancreas　head　cancer

treated　by　RF　interstitial　hyperther－

mia　using　fine　flexibie　electrode

combined　wi．th　lr－192　RALS

The　Second　Con－

gress　of　the　Asian

Society　for　Hyper－

thermic　Oncology
（ASHO）

1998．　9 Tokyo

111．　Nobue　Uchida，・

　　　　Hirokazu　Kato，

Toshifumi　Kasai，

Masaki　Sugihara，

Kazuro　Sugimura，

Kagayki　Kuroda，

Jun　Okamoto

Real－time　O．2T　open　MR　tempera－

ture　monitoring　system

The　Second　Con－

gress　of　the　Asian

Society　for　Hyper－

thermic　Oncology
（ASHO）

1998．　9 Tokyo

112．　Kazuya　Matsunaga，

　　　　Kagayaki　kuroda，

　　　　Shigemasa

　　　　Ishikawa，

　　　　Nobue　Uchida，

　　　　Toshifumi　Kasai，

　　　　Kazuro　Sugimura，

　　　　Hirokazu　Kato，

Construction　of　non－invasive　temper－

ature　mapping　system　for　RF　abla－

tion　using　O．2T　open　magnet　MRI

The　Second　Con－

gress　of　the　Asian

Society　for　Hyper－

thermic　Oncology

（ASHO）

ユ998．9 Tokyo

Jun　Okamoto
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113．　Hitoshi　Sato，

　　　　Yoshihiro　Onizuka，

　　　　Shinji　Mori，

　　　　Hirokazu　Kato，

Yukihiro　Toda，

Etsuyo　Ogoh，

Emi　Tabuchi，

Seiya　Jyo，

Naofumi　Hayabuchi

Measurement　of　strength　of　E－field

and　M－field　in　a　water　phantom

The　Second　Con－

gress　of　the　Asian

Society　for　Hyper－

thermic　Oncology

（ASHO）

1998．　9 Tokyo

114．笠井俊文，内田伸恵，

杉原正樹，

黒田　輝，

岡本　淳

杉村和朗，

加藤博和，

低磁場Open－MR装置による温度計測　第26回日本磁気共鳴

シーケンスの検討学会　　　　　　　　大会

1998．　9 京都

1．

P5．石川重正，

　　　　黒田　輝，

　　　　笠井俊文，

　　　　加藤博和，

松永和也，

内田伸恵，

杉村和朗，

岡本　淳

0．2T開放型MRIによる温度分布画　第26回日本磁気共鳴

像化　　　　　　　　　　　　　　　　学会大会

1998．　9 京都

116．　Nobue　Uchida，

　　　　Kagayaki　Kuroda，

　　　　Toshifumi　Kasai，

　　　　Masaki　Sugihara，

　　　　Kazuro　Sugimura，

　　　　Hirokazu　Kato，

Feasibility　of　non－invasive　tempera－

ture　monitoring　using　proton　chem

ical　shift　with　an　open　O．2T　MR　unit

The　17th　Annual　1998．　9　Edinburgh

ESTRO　Meeting　（Scotland）

Jun　Okamoto

117．　Nobue　Uchida，

　　　　Kagayaki　Kuroda，

　　　　Toshifumi　Kasai，

　　　　Masaki　Sugihara，

　　　　Kazuro　Sugimura，

　　　　Hirokazu　Kato，

Non－invasive　temperature　mapping’

using　water　proton　chemical　shift

with　an　open　O．2T　MR－apparatus

40th　Annual　Scien－

tific　Meeting　of　the

American　Society

for　Therapeutic
Radiology　and　On－

cology

1998．10　Phoenix
　　　　　　　（USA）

Jun　Okamoto

118．山本泰司，川光秀昭，

　　　　高橋司伸，小松明夫，

　　　　加藤博和

RADIOCHROMIC　DOSIMRETRY
SYSTEMの基礎的検討（第2報）．

日本放射線技術学会　1998．10

中国・四国部会第39

回学術大会

松江

119．　Nobue　Uchida，

　　　　Hirokazu　Kato，

Topshifumi　Kasai，

Takeyuki　Kushima，

Kazuro　Sugimura

Use　of　dielectric　constant　water　to

improve　the　reproductivity　of　RF

interstitial　hyperthermia　combined

with　RALS

Radiological　Soci－

ety　of　North　Amer－

ica　American　Asso－

ciation　of　Physi－

cists　in　Medicine

1998．12 Chicago

（USA）

120．　Yoshiharu　Azuma，

Takaaki　Sarai，

Kazuo　honda

Computer－aided　System　for　lmage

Diagnosis　of　Temporomandibular

Joint　Tomograms

The　3rd　lnterna－

tional　Conference

on　Advanced　Me－
chatronics

1998．　8 岡山
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121．山岡聖典，野村崇治，

　　松木　修，

　　久保寺昭子，小島周二

122．山岡聖典，野村崇治，

　　小島周二

生体内の抗酸化酵素と細胞膜に及ぼす　日本薬学会第118年

低線量放射線の作用　　　　　　　　　会

活性酸素関連疾患に対する低線量放射

線の抑制効果の検討

一過剰酸化ストレスによる肝障害に対

　する抑制効果

第35回理工学におけ

る同位元素研究発表

会

1998．4　　京都

1998．7　東京

123。山岡聖典，金光秀晃，　マウス諸臓器中のプリン代謝系に及ぼ

　　入山啓治，野村崇治　　す低線量放射線の効果

日本過酸化脂質・ブ

リーラジカル学会第

22回大会

1998．11　神戸

124．野村崇治，小島周二，MPTP誘導の脳障害マウスに対する

　　山岡聖典　　　　　　　低線量γ線の抑制作用

日本過酸化脂質・ブ

リーラジカル学会第

22回大会

1998．11　　神戸

125．山岡聖典，小島周二，

野村崇治

Fe3＋一NTA誘導の急性肝障害マウス　日本放射線影響学会

に対する低線量γ線の緩和作用　　　　第41回大会

126．野村崇治，小島周二，CC1、で誘導された肝障害マウスに対　日本放射線影響学会

　　山岡聖典　　　　　　する低線量γ線の緩和作用　　　　　　第41回大会

127．小島周二，

　　本田陽子，

山岡聖典，

本田修二

低線量γ線によるマウス脳内グルタ

チオン（GSH）の合成誘導とその脳疾

患治療への応用の可能性

日本放射線影響学会

第41回大会

1998．12　長崎

1998．12　長崎

1998．12　長崎

128．赤木史郎，三森天人，

　　金澤　右，戸上　泉，

　　竹田芳弘，平木祥夫

129．奥村能啓，竹田芳弘，

　　小松めぐみ，

　　小林　満，佐藤修平，

　　新屋晴孝，平木祥夫

130．奥村能啓，佐藤修平，

　　小松めぐみ，

　　小林　満，赤木史郎，

　　平木祥夫，竹田芳弘

131．小松めぐみ，

　　小林　満，佐藤修平，

　　奥村能啓，

　　井田健太郎，

　　赤木史郎，平木祥夫，

　　竹田芳弘

非腫瘍性の99mTc－GSA集積低下の検　第57回日本医学放射

討　　　　　　　　　　　　　　　　　線学会総会

結節性甲状腺腫における201TIシンチ

グラフィの視覚的評価と定量的評価と

吸引細胞診の有用性の比較検討

結節性甲状腺腫の濾胞性病変におけ

る201TIシンチグラフィと穿刺吸引細

胞診の診断能の比較検討

サルコイドーシスの67Gaシンチグラ

ム

ー生検確海部における67Ga集積を中

　心に一

肩57回日本医学放射

線学会総会

第33回日本核医学会

中国・四国地方会

第33回日本核医学会

中国・四国地方会

1998．4　　神戸

1998。4　　神戸

1998．5　岡山

1998．5　　岡山
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132．兵頭　剛，佐藤修平，

　　小松めぐみ，

　　小林　満，平木祥夫，

　　竹田芳弘

67Gaシンチグラフィが有用であった　第11回臨床核医学研

心サルコイドーシスの一例　　　　　　究会

！998．6　　岡山

133．那須良次，

　　石井亜矢乃，

　　橋本英昭，公文裕巳，

　　平木祥夫，竹田芳弘

腎動態シンチグラフィーによる分腎機

能評価

一泌尿器科手術症例における検討一

応11回臨床核医学研

究会

1998．6　　岡山

134．　Shuhei　Sato，

　　Masatoshi　Tsunoda，

　　Mitsuru　Kobayashi，

　　Yoshihiro　Takeda，

An　Assesment　of　Myocardial　Per－

fusion　SPECT　lmaging　in　Hypoplas－

tic　Left　Heart　Syndrome

45th　Annual　Meet一　1998．　6　Toronto

ing　of　the　Society　（Canada）
of　Nuclear　Medi－
cine

Harutaka　Niiya，

Yoshio　Hiraki

135．奥村能啓，佐藤修平，

　　小松めぐみ，

　　小林　満，赤木史郎，

　　平木祥夫，竹田芳弘

結節性甲状腺腫の濾胞性病変におけ

る201TIシンチグラフィと穿刺吸引細

胞診の診断能の比較検討

第38回日本核医学会

総会

1998．10　　高松

136．竹田芳弘，

　　小松めぐみ，

　　佐藤修平，小林　満，

　　赤木史郎，平木祥夫，

　　安藤由智，中川富夫，

　　河野良寛

99mTc－MIBIによる悪性胸腺腫におけ　第38回日本核医学会

る有用性の検討　　　　　　　　　　総会

1998．10　　高松

137．吉田敦史，守都常晴，Embryonal　cell　carcinomaを合併し

　　竹田芳弘，平木祥夫　た後腹膜mature　teratomaの一例

第91回日本医学放射

線学会中国四国地方

会

1998．11　米子

138．藤原寛康，佐藤修平，

　　小松めぐみ，

　　小林　満，平木祥夫，

　　竹田芳弘

99mTc－ECDを用いて脳血流を評価し

た起立性低血圧の2症例

第91回日本医学放射

線学会中国四国地方

会

1998．11　米子

139．中村隆夫，山本尚武，

　　楠原俊昌，関八州彦，

　　宇都山欣也，計量和明

インピーダンス咽頭図を用いた高齢者　第37回日本ME学

の嚥下活動の評価　　　　　　　　　　会大会

1998．5　倉敷

140．楠原俊昌，中村隆夫，

　　山本尚武，関八州彦，

　　明石　謙，軸屋和明

IPGのパラメータ解析による嚥下活

動評価に関する研究

電子情報通信学会

MEとバイオサイバ
ネティックス研究会

1998．7　　岡山

一29一



141．　Takao　Nakamura，

Adli，

Yoshitake

Yamamoto

Elimination　of　power　line　interfer－

ence　in　ECG　signal　using　inverse

loop

International　Con一　1998．10

ference　of　the　IEEE

Engineering　in
Medicine　and　Biol－

ogy　Society

Hong
Kong
（China）

142．黒田昌宏，本田　理，

　　武本充広，山本道法，

　　小野英里香，

　　平木祥夫，浦野宗保，

　　Daret　St　Clair，

　　澁谷光一，川崎祥二，

　　安藤興一

Mn－SOD遺伝子治療のための基礎研　日本医学放射線学会　1998．4　神戸

究（第4報）　　　　　　　　　　　　第37回生物部会

143．澁谷光一，川崎祥二，

　　黒田昌宏，山本道法，

　　平木祥夫

温度感受性細胞tsAF8における　第23回中国地区放射　1998．7　　岡山

HSP72の発現　　　　　　　　　　　線影響研究会

144．　Masahiro　Kuroda，

　　Muneyasu　Urano，

　　Daret　St　Chair，

　　Tadashi　Honda，

　　Michinori

　　Yamamoto，
　　Koichi　Shibuya，

Overexpression　of　Manganese

Superoxide　Dismutase　Gene
Enhances　ln　Vivo　Treatment　Effi－

ciency　of　hyperthermia：　Gene－
thermotherapy

THE　SECOND　1998．9　Tokyo
CONGRESS　OF
THE　ASIAN
SOCIETY　FOR
HYPERTHER－
MIC　ONCOLOGY

Shoji　Kawasaki，

Yoshio　Hiraki

145。山本道法，黒田昌宏，

　　平木祥夫，澁谷光一，

　　Jll山川ネ羊二

In　vivoにおけるセファランチンの温

熱増感，温熱耐1生抑制効果の検討

一丁2報一一

日本川イパーサーミ

ア学会第15回大会

1998．9　東京

146．澁谷光一，川崎祥二，温度感受性細胞tsAF8における　日本ハイパーサーミ
　　浅海淳一，黒田昌宏，　HSP72の発現　　　　　　　　　　　　ア学会第15回大会

　　山本道法，平木祥夫

1998．9　東京

147．丸山敏則，

後藤佐知子，

東　義晴，中桐義忠，

杉田勝彦，逸見典子，

木村文恵，門久繁文，

森岡泰樹

マンモグラフィにおけるExtended－

cycle　Processと低感度システム

ー抽出能向上と被曝低減への試み一

日本放射線技術学会　1998．4　　神戸

総会

148．後藤佐知子，

　　丸山敏則，東義晴，

　　中桐義忠，杉田勝彦

X線乳房撮影における抽出能向上と被

曝低減への試み

日本放射線技術学会　1998．4　　岡山

中国支部第3回総会

学術大会
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149．後藤佐知子，

　　丸山敏則，東義晴，

　　中桐義忠，竹田芳弘，

　　杉田勝彦，木村文恵，

　　門久繁：文，平木祥夫

150．　Sachiko　Goto，

　　Toshinori

　　Maruyama，
　　Yoshiharu　Azuma，

　　Yoshitada　Nakagiri，

　　　Fumie　Kimura，

　　　Shigefumi　Kadohisa

IV．講　　　演

　　　演　　　者

　1．川田智恵子

　2．川田智恵子

　3．川田智恵子

　4．川田智恵子

マンモグラフィにおけるExtended一第11回中国四国乳腺

cycle　Processの有用性　　　　　　　研究会

Usefulness　of　Extended－cycle　Proc－

ess　on　Mammography

　　　　　演　　　　　題

健康教育・ヘルスプロモーションの考

え方・進め方

健康教育の考え方とその評価について

クライエント主体の保健・看護・医療

を目指して

企業における健康教育の実際1

1998．9　　岡山

11TH　ISRRT　1998．9　Chiba
WORLD　CON－
GRESS

5．川田智恵子

6．川田智恵子

7．川田智恵子

8．川田智恵子

9．川田智恵子

「地域保健の新たな展開　ヘルスプロ

モーションの施策」

これからの保健指導・健康教育

～ライフスタイルを形づくるもの～

健康教育とヘルスプロモーション

21世紀／日本／ヘルスプロモーション

活動とその課題

健康教育の基礎

健康教育の最近の動向

看護実践：生活習慣病の患者教育と学

習支援

　　　　　　　　　一31一

　　講演会名　　　講演年月

健康指導講習会，日　1998．7

本医学協会

熊本県健康教育技術　1998．8

研修会

岡山県看護系大学協　1998．8

議会

心とからだの健：康づ　1998．9

くり指導者養成専門

研修，中央労働災害

防止協会

地域保健福祉関係職　1998。9

員研修会

共同設置保健婦研修　1998．10

会

健康教育／ヘルスプ　1998．11

ロモーション研修会，

地域社会振興財団

日本健康教育学会仙　1998．12

台セミナー

日本看護協会　　　　1998．12

所
京
本
山
阪

場
東
熊
岡
大

山
戸
木

岡
神
栃

台
京
仙
東



10．川田智恵子

11．太田武夫

12．太田武夫

13．太田武夫

14．奥田博之

15．加藤久美子

16．加藤久美子

17．浅利正二

18．林　優子

19．林　優子

20．林　優子

21．山田一朗

22．山田一朗

23．山田一朗

これからの生き甲斐がいづくりや中・

高年の健康管理について

作業環：境管理の実際

職場の救急体制と対策

研究のまとめ方

子宮頚癌の診断と治療

話を聴くということ

カウンセリングの基礎と看護

あなたの脳は大丈夫？

一くも膜下出血と痴呆（脳血管性）は予

　防出来るか

移植者のQOL

看護研究（基礎）

看護研究

看護研究入門　特に論文査読のあり方

について

事例研究の基礎

研究の方向性と研究計画書作成

生涯生活設計セミナ

ー，岡山大学

香川県医師会，産業

医研修会，日医生涯

教育講座

近畿医師会連合産業

医基礎研修会

岡山県市町村保健婦

実地研修会

日本外科病理学会

岡山大学歯学部附属

病院看護部研修会

岡山県レシピエント

コーディネーター勉

強草

平成10年度岡山大学

公開講座，岡山健康

講座1998「成人病（生

活習慣病）の予防と

対策」

国立岡山病院レシピ

エントコーディネー

ター研修会

岡山大学医学部附属

病院看護部研修会

岡山県看護協会

専門性を高めるため

の教育

JR大阪鉄道病院看
護部研修会

岡山大学医学部附属

病院看護部研修会

北見赤十字病院看護

部研修会

1998．12

1998．　6

1998．　8

1998．　8

1998．11

1998．　5

1998．10

1998．　8

山
松
　
戸
山
山
山
山
　
山

岡
高
　
神
岡
岡
岡
岡
　
岡

1998．6　　岡山

1998．7　岡山

1998．9　岡山

　　10

　　11

1998．5　大阪

1998．5　　岡山

1998．5　北見
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朗一田山

朗一
田山

朗一田山

朗
一田山

朗
一

田山

朗
一田山

朗一田山

朗
一田山

朗
一田山

朗一田山

朗一田山

朗一
田山

朗
一田山

朗一田山

朗一田山

朗一田山

24

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

R0

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

調査研究の基礎

事例研究の基礎と応用

看護研究1，II

看護研究入門　研究への基本的取り組

み方

看護研究　調査研究を中心に

量的データの分析法

質的データの分析法

看護研究の基本的考え方①②

看護研究の基本的考え方①②

調査票作成の理論と実際①②

事例検討

調査研究の実際　調査票の作成と集計

の技術

事例研究の論文はいかに書くべきか

看護研究発表会講評

調査研究の企画と調査票の作成法

研究計画の立案と計画書作成①②

看護研究の基礎
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大阪看護教育研究会　1998．6

研修会

岡山臨床看護研究会　1998．6

講演会

大阪府看護協会研修　1998．7

会　　　　　　　　　　　　8

幌南病院看護部研修　1998．7

会

岡山県看護教員養成　1998．7

講習会

岡山大学医学部附属　1998．7

病院看護部研修会　　　　　9

JR大阪鉄道病院看　1998．7

護部研修会　　　　　　　　8

東大阪市立総合病院　1998．9

研修会　　　　　　　　　10

JR大阪鉄道病院看　1998．9
護部研修会　　　　　　　　10

岡山大学医学部附属　1998．9

病院看護部研修会

大阪看護教育研究会　1998．9

研修会

新香里病院・京阪奈　1998．10

病院看護部合同研修

会

北見赤十字病院看護　1998．10

部研修会

新香里病院・京阪奈　1998．11

病院看護部合同研修

会

JR大阪鉄道病院看　1998．11

護部研修会　　　　　　　　12

関西医科大学附属男　1998．11

山病院看護部研修会

阪
山
阪
幌
山
山
阪

大
岡
大
札
岡
岡
大

阪大東

阪
山
阪
方
　
見
方
　
阪
幡

大
岡
大
枚
　
北
枚
　
大
八



40．山田一朗 調査票作成の技術 東大阪市立総合病院

研修会

1998．11　東大阪

41．山田一朗 看護研究発表大会講評 山梨医科大学附属病

院看護部研修会

1998．12　甲府

42，山田一朗 調査データの処理方法 新香里病院・京阪奈

病院看護部合同研修

会

1998．12　枚方

43．　山田一良月 看護研究の指導と評価 東大阪市立総合病院

研修会

1998．12　東大阪

44．太田にわ 家族援助について 岡山大学医学部附属

病院看護部研修会

1998．9　　岡山

45．中田安成 検査値と健康 平成9年度岡山大学　1997．8　岡山
公開講座，岡山健康

講座1997「医学の進

歩と健康づくり」

46．岡　久雄 生体計測および歯周組織の粘弾性測定　第四軍医大学口腔学　1998．10　　西安

法　　　　　　　　　　　　　　　　　院・招待講演　　　　　　　　　（中国）

47．　Hirokazu　Kato Physical　and　engineering　aspects　of

hyperthermia　in　Japan

The　Second　Con一　1998．9　Tokyo
gress　of　the　Asian

Society　for　Hyper－

thermic　Oncology
（ASHO）

48．中桐義忠 胃癌早期発見のための胃検診 平成10年度岡山大学　1998．8

公開講座，岡山健康

講座1998「成人病（生

活習慣病）の予防と

対策」

岡山

49．山岡聖典 放射線ホルミシス効果について 放射線問題連絡会議

ゼミナール

1998．4　東京

50．　Kiyonori　Yamaoka Effects　of　Misasa　Radon　Spring

Inhalation　on　Physiology　and　Dis－

orders

International　Sym一　1998．　9

posium　on　Radon

and　Health

Bad
Hofgaste－

m
（Austria）

51．竹田芳弘 一般臨床における核医学検査の利用法

と診断

一核医学検査が役立った症例を中心に一

重井病院講演会 1998．　6 倉敷

34　一




