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1.本業績目録は各教官より提出されたものを収録したo

2.業績は,Ⅰ.著書,II.論文等,Ⅲ.学会発表等に分け

てまとめたo

3.収録期間は1987年 4月-1990年 3月であるo

4.著者(発表者)名については,本短期大学部教官のみを挙

げたが,第一著者が短大外の場合は ( )に入れて先頭に



研究業績目録編集要綱

1.本研究業績目録は,以下の分類により収録する｡

(1)論 文 :原著論文,総説,評論,短報,症例報告｡

(2) 著 書 :共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡

(3) 学会発表 :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｡

2.収録期間,収録範囲

(1) 収録期間は各年度とする｡

(2) 収録範囲は本学部に在籍中に公表したものとする｡

(3) ただし,創刊号は収録期間を1987.4-1990.3とするO



I.著 書

著 者 名

1. 広田和弘

2. 喜多嶋康一 他

3. 喜多嶋康一

4.(高橋 清),喜多嶋康一

他

5.喜多嶋康一

6. 喜多鴫康一

7. 喜多嶋康一 他

8. 喜多鴨康一

書 名 発 行 者 発行年月

ヘモグロビンからヘムの脱離が契機となる医薬品の 昭和63年度科学研究費 1989.3

溶血性貧血機構に関する研究 補助金 (一般研究C)

研究成果報告書

造血臓器腫癌性疾患,｢図説老年医学講座 7.感染症, メジカルビュー社 1986.4

免疫 ･アレルギー疾患,血液疾患｣上田慶二,折茂

肇,中村治雄 編

慢性骨髄性白血病,診断と治療,｢臨床 VISUAL 金原出版

MOOR,7.白血病｣野村武夫編

1986.12

慢性骨髄性白血病における好塩基球の形態ならびに 癌と化学療法社 1987.7

機能に関する検討,｢白血病細胞の生物医学的特性

とその制御｣宮崎保監修

リンパ節腫脹,腺腫 ｢図説 臨床看護医学Ⅶ.感染. 同朋舎

免疫.アレルギー｣木村郁郎編

悪性リンパ腫,｢今日の診断指針｣高久史麿ほか編 医学書院

慢性白血病の治療 (急性転化を含む)｢COMMON 南江堂

DISEASESERIES6｣高久史麿編

慢性骨髄性白血病 ｢今日の治療指針｣日野原重明, 医学書院

阿部正和監修

1990.3

9.(酒井線子),近藤益子, 岡山大学看護教育67年の歩み 岡山大学医学部附属看 1989.3

伊東久恵,太田にわ, 護学校

池田敏子 他

10. 三村 久 (分担執筆) 陣頭十二指腸切除術 宮崎逸夫,高田忠敬編 医学図書出版株式会社 1989.10

ll.(北村 敬),宮本寛治 AIDSとATLの検査法

他
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薬事日報社

監修/厚生省保健医療

局結核 ･感染症対策室

編集/社団法人日本臨

床衛生検査技師会

1990.1



12. HiroshlNAGAm Experientialcondltionsoflanguageacquisition･Stu- OkayamaUniversity 1987.12

dleSWithmlniatureartificiallanguages. TheArc-

hlVeSOfPsychologicalLaboratory,OkayamaUni-

versity.No.1.ppvl+263.(Monograph)

13.(稲臣成一),頓宮廉正 寄生虫学 第 2版

他

Ⅰ.論 文 等

著 者 名

1. 荒川靖子 他

2.荒川靖子 他

論 題

金芳堂 1989.4

雑 誌 名 発行年

ターミナルステージにおける家族ダイナミックス- 月刊ナ-シング 8(ll) 1988

の看護介入を考える 1200-1203

終末期患者の家族に対する看護 看護研究 22(4):323- 1989

-家族ダイナ ミックス-の看護介入のあ り方- 341

3.(阿川 茂),遠藤 浩 倉敷中央病院における最近 4年間 (1982-1986)の 倉敷中病年報 57(2): 1988

他

4. KazuhlrOHIROTA,

etal.

5. -村光子,唐下博子

他

6. 伊東久恵,近藤益子,

池田敏子 他

7.(KozoHASHIMOTO),

JingoKAGEYAMA,

etal.

8. 景山甚郷 他

9.(KozoHASHIMOTO),

JingoKAGEYAMA,

etal

結核の動向と自験 した粟粒結核の症例 219-224

IsolationofNIPhenylprotopc-r･phyrinIXfromthered Arch B10Chem Bio11987

cellsandspleenofthephenylhydrazine-treatedrat phys.,255(1):42-47

アガロース電気泳動法 に よる血清糖 たん白染色 衛生検査 36(4):7281 1987

periodicAcidSchiff法の染色条件の改良について 731

看護学生の老人に対するイメージに関する予備調査 岡山県看護教育研究会 1989

誌 昭和63年皮,32-37

HumanCorticotropin-releasingFactorplusLyslne ∫.Clin.Invest.82:13- 1988

VasopressinTestdurlngGlucocorticoidTherapy 16

IRMA法 による血中 PRL測定キット (スパ ック- プロラクチ ン測定法の 1989

Sプロラクチン)の臨床的有用性の検討 進歩 :80-84

CombinedAnteriorPituitaryFunctionTestusing ActaMedOkayama44 1990

CRH,GRH,LH-RH,TRHandVasopressininPatients (3):14ト147

withNon-FunctionlngPitultaryTumors
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10.(KohsukeSASAKI),

ShojiKAWASAKI,

etal.

ll.(SakaeNAGAOKA),

ShojiKAWASAKI,

etal.

12.(SakaeNAGAOKA),

ShojiKAWASAKI,

etal.

13. 川崎祥二 他

14.(YuichiKARINO),

ShoJIKAWASAKI,

etal.

15. 川崎祥二 他

16. ShojiKAWASAKI,

etal.

17. ShoJiKAWASAKI,

etal.

18. 川崎祥二 他

α-fetoprotein-producingcellsandproliferatingcells Tumor BiologyH 8,1987

lnhumanhepatomacellstransplantedintoathymic 181-185

mice

ModificationofcellulareffluxandcytotoxicltyOf Eur ∫ Cancer Clin 1987

adrlamyClnbybiscoclaulinalkaroldinvitro Oncol,23(9),1297-

1302

1nvivoeffectofhyperthermiaonthecellularuptake JRadiatRes,28(4), 1987

0fadriamycln 262-267

温熱による動物腫蕩内の血流の変動 文部省科学研究費報告 1987

書 ｢動物腫蕩系におけ

る制癌効果を左右する

因子とその修飾に関す

る研究｣36-41

AnalysisoflntraCellularmitochondrialactlVityfol- Hyper仙ermic Oncol0- 1987

lowinghyperthermiabyFCM gy'87inJapan,179-

180

HeLaS3細胞及びレ5細胞のDNA合成に対する温 文部省科学研究費報告 1988

熱処理の影響 書 ｢動物腫蕩系におけ

る制癌効果を左右する

因子とその修飾に関す

る研究｣22-27

EffectsofhyperthermiaontheDNA synthesisof HyperthermlC Oncol0- 1988

HeLaS3andmouseL-5cells gylnJapan"88",219-

210

Modificationofcellkillingeffectofadriamycincom- Hyperthermic Oncol0- 1988

binationwithhyperthermlabycepharanthine gyVol1,188-190

薬剤耐性細胞の温 熱増感作用とセファランナンに よ 文部省科学研究費報告 1989

る修飾 書 ｢動物腫蕩系におけ

る制癌効果を左右する

因子とその修飾に関す

る研究｣17-28
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19. 川崎祥二 他

20.(IsaoTAKAHASHI),

KoIChlKITAJIMA,

etal.

組織培養による人癌細胞 (悪性線維性組織球腫)の 岡山医学維誌101 1989

放射線に対する感受性-その1- (ト2),1-6

Aclarubicinlnthetreatmentofelderlypatientswith ActaMed.Okayama40 1986

acutenonlymphocytlCleukemia (3):175-177

21.(末丸修三),喜多嶋康一 vp療法およびSteroldPulse療法が著効LMyeloid 臨床血液27(4):589- 1986

他 crlSis後 3年生存し得た慢性骨髄性白血病の1例 593

22.(依光聖-),喜多鴨康一 高令者急性非リンパ性白血病に対するAclarubicin 日本老年医学会誌23 1986

他 (ACR)単独療法 (3):302-308

23.(高橋 功),喜多鴫康一 非定型的白血病に対する4N-behenoyL1-P-D-arabl一 癌と化学療法13(9): 1986

他 nofuranosylcytoslne(BHAC)少量療法の臨床効果 2780-2785

24.(大本英次郎), 急性白血病初回寛解導入における骨髄内白血病細胞 臨床血液27(9):1590- 1986

喜多鴫康一 他 減少動態の解析 1595

25. 喜多嶋康一 他 白血病の診断と治療一慢性白血病と急性転化 臨床成人病16(12): 1986

2252-2257

26. 喜多鴫康一 他 慢性白血病とは (最近の考え方と治療方針) MedicalPractice4(1) 1987

:24-28

27.(高橋 功),喜多嶋康一 急性白血病再燃症例に対する中等量 CytosineAra-癌 と化学療法14(2): 1987

他 binoslde,AdrlamyCin,VlnCrlStine併用療法の臨床効 485-489

果

28.(仲田浩之),喜多嶋康一 Myelodysplasiawithhypoplasticmarrowの検討 臨床血液28(2):206- 1987

他 212

29.(仲田浩之),喜多嶋康一 低形成型白血病の治療に関する検討 臨床血液28(4):534- 1987

他 -BH･AC少量療法の臨床効果を中心に- 540

30. 喜多嶋康一

31. 喜多鴨康一

慢性骨髄性白血病の発症 ･進展に大きく関与する 医学のあゆみ143(1) 1987

C-abl腫癌遺伝子

抗腫蕩剤 ｢ニ トロソウレア｣

ー 4-

臨床成人病増刊号 1987



32.(高橋 功),喜多嶋康一 Ⅹ-18(IgG-Melphalan)が奏効した低形成型白血病の 癌と化学療法 1988

他 一例

33.(IsaoTAKAHASHI), Superoxide anion production by neutrophlls in ActaMedicaOKAYAMA 1988

KoichlKITAJIMA, myelodysplastlCSyndromes(preleukemla)

etal.

34.(丸川将臣),喜多鴫康一 成人発症型周期性好中球減少症の一例

他

42(1)15-19

臨床血液29(4):565- 1988

570

35.(関藤典子),喜多嶋康一 variantPhl陽性慢性骨髄性白血病のbcr再構成 日本血液学会詰51(5) 1988

他 :864-871

36.喜多鴫康一 他 慢性骨髄性白血病とその治療 治療学,21(2):209- 1988

213

37.喜多嶋康一 他 慢性骨髄性白血病の治療,慢性期より開始するvp 臨床血液30(8):1185- 1989

(M)療法を中心に,第2次長期生存例全国調査成績 1189

も含めて

38.喜多鴨康一,(足立富郎)慢性骨髄性白血病の治療一慢性期に開始するVP

他 (M)痩法ならびに急性転化期治療におけるMCNU

の評価について

39.喜多鴫康一,(仲田浩之)慢性骨髄性白血病の急性転化

他

40.喜多鴨康一

41. 母性看護分科会

(高橋紘子),小原ルリ子

他

42.近藤益子,伊東久恵

他

43.近藤益子,伊東久恵,

池田敏子 他

慢性骨髄性白血病(急性転化を含む)の治療方針

看護過程の展開 その1

癌と化学療法16(ll): 1989

3573-3579

臨床成人病19(ll): 1989

2053-2056

医学のあゆみ152(13) 1990

:936-940

岡山県看護教育研究会 1989

誌 昭和63年度,25-31

｢効果的な実習を行なうために,学生が臨床看護婦 岡山県看護教育研究会 1987

並びに看護教員に求めているものは何か｣ 誌 昭和61年度,

看護基礎教育における老人看護教育,文献からみた 岡山県看護教育研究会 1988

現状と課患 誌 昭和62年度,50-58
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44. 近藤益子,池田敏子, 身体に接触する器具の温度に関する研究 ･女子学生 看護実践研究指導セン 1990

高田節子 他 使用のトイレの実態と認識調査 タ-年報 No.8,p.14

45.(落合陽治),三村 久 胆障領域癌切除における門脈二重バイパス法の実際 胆と障10:789-795 1989

他 と工夫-循環動態と生化学検査値からみた評価

46.(MasatadaTANABE), ClinicalvaluesforanlndexpredictingpOrtOperative Annals of Nuclear 1989

HisahiMIMURA, residualliverfunctionbypre-operativeliver-scin-MedlCine3(1):25129

etal. tigraphyinpatientswithliverdisease

47.(落合陽治),三村 久 胆膝領域癌切除の際の門脈二重バイパス法における 臨床麻酔13(5):617- 1989

他 循環動態 620

48.(津下 宏),三村 久 硬変肝肝切除術中術後の水 ･ナ トリウム負荷の評価 日本消化器外科科学会 1989

他 雑誌22(4):103ト1034

49.(小林遠別),三村 久 oddl括約筋運動調節機構に及ぼす胃の役割 胆降の生理機能 5(1) 1989

他 :109-113

50.(浜崎啓介),三村 久 胆十二指腸間膜仝切除における肝動脈再建の必要性 胆 と俸lo(8):1245- 1989

他 1248

51.(浜崎啓介),三村 久 肝細胞癌および非癌組織におけるエス トロゲン,ア 癌 の 臨 床 35(10): 1989

他 ンドロゲンレセプターの検討 1109-1113

52.(HiromuTSUGE), Effectsofbileductligationanddistarychangeon TheJournalofLabora- 1989

HISahlMIMURA, hepaticcarbohydratemetabolisminrats tory and Clinical

etal. Medicine113(1):34-

40

53.(浜崎啓介),三村 久 進行肝細胞癌に対する治療法の選択 外科診療31(9):1366- 1989

他 1371

54.(雁木淳一),三村 久 原発性および転移性肝癌に対するLAK細胞および 臨 床 血 液 29(ll): 1989

他 IL-2療法の効果と問題点 2217-2220

55.(見市 昇),三村 久 肝部分切除が施行された細小肝癌の予後 肝 臓 30(ll):1617- 1989

他 1622

56.(森 光樹),三村 久 肝細胞癌切除症例におけるHCFU経口投与後の血 癌と化学療法16(12): 1989

地 中および組織内HCFU画文,5-FU濃度の検討 3763-3768
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57.(津下 宏),三村 久 先天性胆道拡張症に対する嚢胞切除後の再手術一術 胆と騨11(2):177-183 1990

他 後胆管炎と肝内結石の対策-

58.(日伝晶夫),三村 久 末梢性胆管細胞癌を合併した肝内胆管拡張を伴う障 oncologia 23 (2) : 1990

他 胆管合流異常の1切除例 124-130

59.(KelSukeHAMAZAKI), AcaseofnecrosISOfhepatocellularcarclnOmaand ActaMedOkayama44 1990

HisahiMIMURA, tumorthrombusintheportalvelninducedbytrams- (3):155-159

etal. catheterarteriallipiodolchemoembolization

60.(森 雅信),三村 久 セルレインによるOddi括約筋運動の抑制機構 胆輝の生理機能 6(1) 1990

他

61.(MasanoriSHIMOYAMA),

KanjiMIYAMOTO,

eta1.

62. Kan]lMIYAMOTO,

Ko-ichiKITAJIMA,

etal.

63. KanJiMIYAMOTO,

Ko-ichlKITAJIMA,

etal.

64. KanJiMIYAMOTO,

Ko-ichiKITAJIMA,

etal.

65. KanjiMIYAMOTO,

Ko-ichiKITAJIMA,

etal.

66.(TsutomuHATANO),

KanjiMIYAMOTO,

etal.

:89-95

chromosomeaberrationsand clinicalfeaturesof Blood69(4):984-989 1987

adultTcellleukemia-1ymphomanotassociatedwith

humanTcellleukemiavirustypeI

SpeciflCabnormalltleSOfchromosome14impatients tnt.J.Cancer40:461- 1987

withacutetypeofadultT-cellleukemia/1ymphoma 468

Transformationofhumanleukocytesbycocultiva-Jpn.∫.Cancer Res. 1987

t10nWithHTLV-Iassociatedmyelopathypatients' (Gann)78:883-888

1eukocytes

A uniqueTICelllinederivedfrom anHTIV-I-nega-Jpn.I.Cancer Res. 1987

tiveadultT-cellleukemiapatient (Gann)78:103ト1035

A B-Celllinehavingchromosome14aberrationat Jpn.J.Cancer Res. 1988

breakbandqllderivedfromanadultT-cell1euke- (Gann)79:12-16

miapatient

Anti-humanimmunodeficiencyvirusphenolicsfrom Chem.Pharm.Bull.36 1988

1icorice (6):2286-2288

67.(関藤典子),宮本寛治, variantPhl陽性慢性骨髄性白血病のbcr再構成 日本血液学会雑誌51 1988

喜多鴫康一 他 (5):40-47
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68.(鈴木千恵子),宮本寛治 Southernblot法によるIF法陰性,pA法陽性の健 日本輸血学会雑誌34 1988

他 康人キャリアーにおけるHTLV-Ⅰゲノム分析の検討 (1):50-52

69. 宮本寛治 他 成人T細胞白血病ウイルス(HTLV-I)の感染メカニ 厚生省心身障害研究 1989

ズムの解明 成 人 T細 胞 白血 病

(ATL)の母子感染防止

に関する研究班 昭和

63年度研究報告書 :

160-162

70. 宮本寛治 他

71. 宮本寛治

成人T細胞白血病ウイルス(HTLV-Ⅰ)抗体陽性血柴 新薬と臨床38(9):89- 1989

から分画したアルブミン製剤およびグロブリン製剤 92

のinvitro感染実験について

(SERODIA.HTLV-Ⅰ)pA法キットによるHTLV-Ⅰ抗 医学 と薬学 23(2): 1990

体検出のの検討 351-353

72. 宮本寛治,喜多嶋康一 酵素 的遺伝子増 幅法 と Dig-ELISA法 に よる抗 医学のあゆみ151(4): 1989

他 HTLV-Ⅰ抗体陽性者のプロウイルス検索 237-238

73. 宮本寛治 他 アイソ トープを用いない酵素的遺伝子増幅法 と 厚生省心身障害研究 1990

Dig-ELISA法用いたATLウイルス遺伝子検査法の 成 人 T細 胞 白血 柄

開発 (ATL)の母子感染防止

に関する研究班 平成

元年度研究報告書 :

145-146

74. ShujiMORI, etaL Interactionofratbraincytidylatecyclasewithphos-Biochem BiophysRes 1989

pholipids Commun 162 (3) :

1502-1507

75.(ItaruYAMAMOTO),

ShujiMORI,

etal.

76.(ThomasKUBIN),

ShujiMORI,

etal.

77. HiroshlNAGATA

Cytidylatecyclaseactivityinmousetissues:the BiochemBIOphysActa 1989

enzymatlCCOmVerSionofcytldine5'-triphosphateto 933(2-3):191-198

cytidine3',5'-cyclicmonophosphate(cyclicCMP)

1mhibitlOnOfDNAsynthesisofadultrathepatocytes CellBlottntRepts13 1989

inprimaryculturebydibutyrytidine3',5'-cyclic (ll):907-917

monophosphate

Extractionoflinguisticallyrelevantpragmaticcon-∫.Psycholing.Res.,16,1987

trastthrough langllagelearnlng 43161

- 8-



78. HiroshiNAGATA

79. HiroshiNAGAm

80. HlrOShiNAGATA

81. HiroshlNAGATA

82. HlrOShiNAG〟rA

83. HiroshiNAGATA

84. HiroshiNAGATA

85. HlrOShiNAGATA

86. 中桐義忠,山田俊治,

杉田勝彦 他

87. 中田安成 他

Long-termeffectofrepetitiononJudgmentsofgram- Percept.MotSkllls,65,1987

maticality. 295-299.

Changelnthemodulusofjudgmentalscale:Anin- Percept.Mot.Skills,65,1987

adequateexplanation fortherepetltion effectin 907-910

judgmentsofgrammaticality.

Therelativityofllnguisticintuitions:Theeffectof ∫.Psycholing.Res.,17,1988

repetitionongrammaticalityJudgments. 1-17

EffectofrepetitlOn On grammaticality judgments ∫Psycholing.Res.,18,1989

underobjectiveandsubjectiveself-awarenesscondト 255-269

tions.

RepetltioneffectinjudgmentsofgrammatlCalityof Percept.Mot.Skills,68,1989

sentences:Examination wlth ungrammaticalsent- 275-282

enCeS.

Judgments ofsentence grammaticality with dif- Percept.Mot.Skills,68,1989

ferentiationandenrichmentstrategleS. 463-469

Detectionofamblguityforthebiasedandunbiased Psychologia,32,193- 1989

sentencesinJapanese. 201

Judgmentsofsentencegrammaticalityandfieldde- Percept.Mot.Skills,69,1989

pendenceofsubjects. 739-747

電子線治療時におけるエネルギー低減方法に関する 岡山医学会雑誌102 1990

検討 (1,2):217-225

特発性血小板減少性紫斑病を合併したサルコイド- 日本胸部疾患学会雑誌 1988

シス 26(7):700-706

88.(稲田俊雄),中EEl安成 術前診断の困難であった限局性胸膜中皮腫の一例- 日本胸部疾患学会雑誌 1988

他 MRIによる検討を加えて- 26(8):893-807

89.(片岡幹男),中田安成 陰嚢サルコイドーシスの一例 日本胸部疾患学会雑誌 1988

他 26(ll):120ト1206

90.(森 由弘),中田安成 サルコイドーシスにおける気管支肺胞洗浄液および 日本胸部疾患学会雑誌 1989

他 血中の抗 propionibacteriumacnes抗体の検討 27(1):35-41

- 9-



91.(森 由弘),中田安成 サルコイドーシス肺胞 リンパ球の Propionibacter一 日本胸部疾患学会雑誌 1989

他

92. 中田安成

lum aCneS刺 激 に よ る Interleukln-2産 生 及 び 27(1):42-50

Interleukln-2receptor発現の検討

内科医のための癌治療のオリエンテーション.抗癌 Medicina26(2):223- 1989

剤の補助療法の適応 225

93.(玉井 守),中田安成 OK-432およびGe-132によるメチルコラントレイン BIOtherapy 3 (1) : 1989

他 誘発肉腫の発症の抑制 365-368

94.(上岡 博),中田安成 肺癌におけるNeoadjuvantChemotherapyの現状 医薬ジャーナル25(3) 1989

他 :533-537

95. 中田安成 他 サルコイドーシス肺胞リンパ球 p.acnes刺激幼若化 日本胸部疾患学会雑誌 1989

反応の臨床 27(7):837-841

96.(片岡幹男),中田安成 間質性肺疾患の単球 ･マクロファージの動態と活性 日本臨床免疫学会会誌 1989

化 12(5):537-543

97. 中田安成 他 sarcoidosisにおける肺胞マクロファージの機能 日本網内系学会会誌30 1989

(1):39-44

98. 岡本 基 他 NMDA遮断薬の後発射誘発開催に及ぼす効果 Neurosciences,15(2) 1989

:172-174

99.(森分 隆),岡本 基 辺縁系焦点キンドリング形成にともなう後発射誘発 Neurosciences,15(2) 1989

他 聞値の変化 :169-171

100.(中村 靖),岡本 基 塩酸ブフェメランの届桃核および海馬キンドリング Neurosciences,15(2) 1989

他 モデルに対する抗けいれん効果 :178-180

101.(佐藤圭子),岡本 基 1,5-および 1,4-Benzodiazepine(Clobazamおよび Neurosciences,15(2) 1989

他 Diazepam)の抗けいれん効果 と副作用 :后桃核, :175-177

海馬および前頭葉皮質キンドリングラットを用いた

実験的研究

102.(中村 靖),岡本 基 Bifemelanehydrochlorideのラット届桃核および海 薬物 ･精神 ･行動,9 1989

他 馬キンドリングモデルに対する抗けいれん効果 :24ト244

- 10-



103.(佐藤光源),岡本 基 覚醒剤精神病モデルを用いた逆耐性現象メカニズム

他 の研究

昭和63年度科学技術振 1989

興調製費 ｢ポジ トロン

CT等 を用いる薬物依

存メカニズム解明に関

する研究班｣昭和63年

度研究報告書

104.(YasushlNAXAMURA), Modlfication ofamygdalakindllng by lntraCereb- Exp.NeurolH106:6ト 1989

MotoiOKAMOTO, roventricularlyadministeredgangliosideslnrats. 69

eta1.

105.(YoshioHIRAYASU), RegionalchangesofguanldlnOCOmpOundsin the Jpn. ∫. Psychiatr.1989

MotoiOKAMOTO, amygdalaklndledratbrain. Neuro1.,43:734-735

etal.

106.(KeikoSATO), An analysisofanticonvulsantactions ofGABA EpilepsyRes.,5:117- 1989

MotoiOKAMOTO, agonists(progabideandbaclofen)inthekindling 124

etal. modelofepilepsy.

107. 岡本 基 キンドリング現象-てんかんにみられる諸現象との 第26回日本脳波 ･筋電 1989

関係一 図技術講習会テキス ト

:79-84

108.(森本 清),岡本 基 キンドリングモデルにおけるNMDA受容体の役割 厚生省神経 ･精神疾患 1990

他 研究委託費 ｢難治てん

かんの病態と治療に関

する研究｣平成元年度

研究報告書 :63-70

109. 太田にわ,小野ツルコ 小児看護実習終了後の小児に対する学生の認識と課 岡山県看護教育研究会 1989

他 題 誌昭和63年度 :19-24

110.(宅間範雄),太田武夫 高知県における環境放射能調査 (第2報) 高知衛研報34:105- 1988

他 131

111.(宅間範雄),太田武夫 高知県における環境放射能調査 (第3報) 高知衛研報35:92-102 1989

他

112.(高橋富世),太田武夫 1987年12年から88年 5月にかけて流行 したインフル 高知衛研報34:27-32 1988

他 エンザについて

- iFl-



113.(橋本 雅),太田武夫 ATLVキャリァ診断方法についての検討

他

HTLV-1母子感染研究-1989

論文集,1:33-36

114.(上者郁夫),杉田勝彦 特集-MRIのすべて,腹部疾患息における有用性 臨床画像3(6):50-59 1987

他

115.(上者郁夫),杉田勝彦 卵巣癌のMRI

他

116.(山本博通),杉田勝彦 石灰化慢性硬膜下血腫の1例

他

117.(神崎典子),杉田勝彦 興味ある像を呈した小児悪性限局性中皮腫の1例

他

118.(上者郁夫),杉田勝彦 特集一悪性リンパ腫の画像診断

他

119.(上者郁夫),杉田勝彦 MRIによる婦人骨盤部病変の診断における

他 pltfal1

日本磁気共鳴医学会雑 1987

誌7(2):67-73

画像診断7(9):1043- 1987

1047

臨床放射線33(3): 1988

421-424

臨床画像4(4):64-73 1988

日本画像医学雑誌7(5) 1989

:353-360

120. YasujiTAKAHASHI, OnsomepropertleSOfγ｡-summingoperatorsln HokkaidoMat九.∫.16: 1987

etal. Banachspaces 57-70

121. YasujiTAKAHASHI, Uniformmeasuresonlinearspaces HokkaidoMath.∫.16: 1987

eta1 213-222

122.(YoshiakiOKAZAKI), 0-1lawsforkernelsofalinearunlformmeasure HokkaidoMath.∫.16: 1987

YasujiTAKAHASHI 223-234

123.(YoshiakiOKAZAKI), TheergodicityoftheconvolutioniL*〟onavector Publ. RIMS, Kyoto 1987

YasujiTAKAHASHI space UnlV.23:727-730

124.(YoshiakiOKAZAKI), NuclearsubspaceofLOandthekemelofalinear J.MultivariateAnaly-1987

YasujiTAKAHASHI measure sis22:65-73

125.(YoshiakiOKAZAKI), Separatingkernelofcylindricalmeasure Statistics& probabi1- 1987

YasujiTAKAHASHI ityLetters5:397-399

126. YasujlTAKAHASHI, OnsomepropertiesofGaussiancovarianceoper- Math. J. Okayama 1987

etal. atorsinBanachspaces Univ.29:221-232

- 12-



127.YasujiTAKAHASfII, Ontherelationshipbetween γp-Radonifyingoper-Math Anna】en281: 1988

etal atorsandotheropratoridealsinBanachspacesof 145-156

stabletypep

128.(YoshiakiOKAZAKI), p-uniformmeasuresonlinearspaces(0≦p<∞) HokkaidoMath.∫.18: 1989

YasujiTAKAHASI壬王

129.唐下博子,-村光子

他

130.唐下博子,-村光子,

鎌木順子 他

131. 頓宮廉正 他

132.YasumasaTONGU,

etal.

133.頓宮廉正 他

285-299

アガロースゲ-ル等電点電気泳動法によるヒト血清 衛生検査36(4):689- 1987

中α1-酸性糖たん白質の分離について 693

正常人および妊婦血清中の免疫抑制酸性たん白質, 衛生検査38(1):35-39 1989

α1-酸性糖たん白質について

1986年の岡山県下における蚊の出現状況 岡山医学会雑誌99 1987

(3,4):21-26

MorphologicalfeaturesofParagonimusmetacercar-Jpn.∫.Parasito1.,36(4) 1987

iaefromCostaRica :236-241

倉敷市で発生した椋鳥住吸虫セルカリアによる水田 岡山医学会雑誌99 1987

性皮膚炎 (7,8):925-930

134.(原田正和),頓首廉正 岡山県の市街地におけるライトトラップによる補集 衛生動物38(3):197- 1987

他 蚊数の年次変化 202

135.(松岡裕之),頓官廉正 岡山県および周辺県における肝蛭の人体寄生 7症例 岡山医学会雑誌99 1987

他 について (ll,12):1491-1502

136.(劉 森),頓首廉正 幼虫移行症(犬糸状虫症)の-症例 倉敷中病年報56(1): 1987

他 7-15

137.(TomioFUKUDA), Surface ultrastructure of larval AnlSakldae ActaMed.Okayama42 1988

YasumasaTONGU, (Nematoda･AsCarldoidea)anditsidentiflCat10nby (2):105-116

etaL mensuration

138.頓首廉正 他

139.頓首廉正 他

岡山県におけるユスリカ科 chlrOnOmidaeの季節消 岡山医学会雑誌100 1988

長 (5,6):555-563

1987年の岡山県における蚊の出現状況 岡山医学会雑誌100 1988

(5,6):2ト27

- 13-



140. 頓首廉正 他 1988年の岡山県における蚊の出現状況 岡山医学会雑誌101

(5,6):21-26

141.(松岡裕之),頓首廉正 最近 5年間に経験 した寄生虫 ･衛生動物疾患症例に 岡山医学会雑誌101

他

142. 頓宮廉正

143.(TomioFUKUDA),

YasumasaTONGU,

etal.

144. HidekiYAMAMOTO,

etal.

ついて (1984-1989)

中南米の肺吸虫

Ultrastruralchangesintheesophagus,intestine,and

excretory organ oflarvalAnisaklS (Ascaroidea･

nematoda)afterincubationinartificialgastricJulCe.

3D-ReconstructionofthebrainTumorinMagnetlC

ResonanceImages

145.(住本管宏),山本秀樹 劣化画像に対する領域分割法による形状認識

他

146. 山本秀樹 他 MRIからの頭部浮腫画像のⅤフィルタによる鮮鋭

化

147.(TetsubiroSUMITOMO), ImageProcessingSystemtoInspectSurfaceDefects

HidekiYAMAMOTO, ofanObjectataHlghSpeed

etal.

- 14-

1989

1980

(7,8):821-830

熱帯22,201-205 1989

Jpn.j.Parasitol.,39(1) 1990

:1-6

BIOMagnetim '87,6th 1988

International Confer-

enceonBIOmagnetism,

Tokyo,Japan (Tokyo

Denki UnlVerSity

press):494-497

中国工業技術試験所報 1988

告31:59-72

日本医用画像工学会誌 1989

MedicallmaglngTech-

nology7(1):55-63

ProcedingsoftheFirst 1989

China-Japan lnterna-

tlOnalSymposlum On

Instrumentation,Mea-

surement and Auto-

matlCControl,Beljing,

china (international

Academic Publishers)

:499-504



148. HidekiYAMAMOTO, DetectionofParticularObjectsfromTime-Varying

etal. Images

149. flidekiYAMAMOTO, ApparelDeslngnUsingaCADSystem

etal.

150. HidekiYAMAMOTO, ImageAnalysisforFlowPatternsintheSetoInland

etal. SeaHydraulicModel

151. HidekiYAMAMOTO, CADSystemforJapaneseKimono

etal.

- 15-

ProcedlmgSOftheFirst 1989

China-Japan Interna-

tionalSymposium on

Instrumentation,Mea-

surement and ､Aut0-

maticControl,BeijJng,

china (International

Academic Publishers)

:548-555

ProcedingsoftheFirst 1989

ChinaJapan Interna-

tionalSymposium on

lnstrumemtation,Mea-

surement and Aut0-

matlCControl,Beijing,

Con Instrumentation,

Measurement and

Automatic Control,

Beijing,China (Inter一

Rational Academic

publlShers):561-566

BooksofAbstracts,5th 1989

Internat10nalSymposi-

umonFlowVisualiza-

tion,Prague,Czecho-

slovakia:183

Procedings of the 1989

Third International

IFIP Conference on

ComputerApplications

lnProductionandEm-

glneering, Tokyo,

Japan(North-Holland)

:325-332



152. HidekiYAMAMOTO, MagneticResonancelmageEnhancementUslng

etal. Ⅴ-Filter

153. 山本秀樹 他 MRI画像データベースシステムとその臨床応用

154.(岡田三郎),山本秀樹 複合視覚センサによる高精度寸法 ･形状計測

他

155. 山本秀樹 他 岡山県行政情報データベース研究報告書

Procedingsofthe1989 1989

1mternationalSymposi-

umonNoiseandCluモ-

terRejectioninRadars

and lmaglng Sensors,

Kyoto,Japan :196-

201

映像情報.MedlCal, 1989

21(26):1294-1298

電気学会論文誌D 110 1990

(3):212-217

岡山県行政情報データ 1989

ベース検討委員会

156.(田原誠司),吉田 彰, MRIにおける体内磁性体の磁界強度分布とアーチ 日磁医誌 7(4):233- 1988

中桐義忠 他 フアクト 239

157.(吉田和夫),吉田 彰 遺伝子染色体地図データベース構築,検索用ソフト 第4回ソフトウェアコ 1988

GENMAPの開発とデータベースの試作 ンファレンスプロシー

デイングス,5ト54

158.(小寺吉衛),吉田 彰 歯科用X線フイ)レムの粒状性 歯放,28(1):16125 1988

他

159. 吉田 彰 FilterBootstrap法 とModifiedStepwedgeBootstrap 日放技学誌44(5): 1988

法による増感紙/フイルムシステムのX線センシト 535-541

メトリー

160. 吉田 彰 ブートストラップ法

161. 吉田 彰 特性曲線の多項式近似

162. 吉田 彰,杉田勝彦 グリッド格子のCR画像に及ぼす影響

他

- 16-

INNERVISION,3(ll) 1988

:30-33

1NNERVISION,3(ll) 1988

:52-57

日放技師会誌37(3): 1990

214-218



Ⅱ.学会発表等

演 者 演 題 学 会 名 開催年月

1.(日野直紀),遠藤 浩 肝硬変における食道静脈癌の進展に関しての検討 第30回日本消化器病学 1988.10

他 会大会

2. 広田和弘 他 赤血球中のヘム分解物質ヘマチン酸の定量 第28回日本薬学套中国 1989.ll

四国支部大会

3. -村光子,唐下博子, アガロースゲル等電点電気泳動法によるヒ ト血清 電気泳動学会総会 1989.ll

崎山順子 IgGおよびIgGサブクラスの分離について

4.(小玉美智子),伊東久恵 日本看護協会岡山県支部における5ヶ年研修計画の 第20回日本看護学会看 1989.10

他 評価 と今後の課題 護管理分科会

5.(小玉美智子),伊東久恵 岡山県看護協会における5ヶ年の研修参加状況と今 岡山県看護協会看護管 1989.ll

他 後の課題 理学会

6. 景山甚郷 他 IRMA法による血柴ACTH測定法の検討 第 1回ACTH研究会 1990.3

7.(長岡 栄),川崎祥二 肝悪性腫癖に対するcepharanthine+adriamycinに 第46回日本医学放射線 1987.4

他 よる増感化学塞栓療法 学 会

8.(長岡 栄),川崎祥二 肝悪性鹿蕩に対するcepharanthine+adriamycinに 第13回アルカロイ ド研 1987.6

他 よる増感化学塞栓療法 (その2) 究会

9.川崎祥二 他 温熱による制癌効果の増強 第13回中国地区放射線 1987.8

影響研究会

10.ShojiKAWASAKI, Modificationofcellkillingeffectofadriamycincom-5thinternationalSym-1988.8

etal. binationwithhyperthermiabycepharanthine posiumonHyperther一

micOncology

ll. 川崎祥二 他 制ガン剤耐性細胞(エールリッヒ腹水癌細胞)の温熱 第31回日本放射線影響 1988.10

による感受性の増感について 学会

12.(水田昭文),川崎祥二 マウス NIH3T3細胞におけるadriamycinの殺細胞 日本医学放射線学会 1989.4

他 効果の加温及びcepharanthineによる修飾 第29回 生物部会

13. 川崎祥二 他 アドリアマイシンの殺細胞効果の温熱による増強と 第48回日本医学放射線 1989.4

修飾 学会
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14, 川崎祥二 他 Adrjamycin耐性細胞の温熱,cepharanthlneによる 第15回アルカロイド研 1989.6

効果増強 究会

15.(長岡 栄),川崎祥二 肝悪性腺癌に対するセファランチン+AdrlamyCin 第15回アルカロイド研 1989.6

他 による増感化学塞栓療法 (第3報) 究会

16. 川崎祥二 他 アドリアマイシン耐性細胞における温熱による殺細 第14回中国地方放射線 1989.7

胞効果の増強とその修飾 影響研究会

17. 川崎祥二 他 温熱によるADR耐性細胞の増感について 第32回日本放射線影響 1989.8

学会

18. 川崎祥二 他 薬剤耐性細胞における制癌剤の殺細胞効果の温熱に 第 6回 日本ハイパー 1989.ll

よる増強 サーミア学会

19.(黒田昌宏),川崎祥二 NIH3T3細胞の熟耐性とその修飾 第 6回 日本ハイパー 1989.ll

他 サーミア学会

20.(井上信浩),川崎祥二 ADR耐性細胞におけるADR細胞内取り込みに対す 第73回日本医学放射線 1989.12

他 る温熱,セファランナンによる修飾 学会 中国 ･四国地方

会

21.(稲垣登稔),喜多嶋康一 MyelodysplastlCSqmdromeにおける好中球活性酸素 第48回日本血液学会総 1986.4

他 産生能の検討 会

22.(依光聖-),喜多嶋康一 Ara-C中等量療法による難治性急性白血病の治療成 第48回日本血液学会給 1986.4

他 績 会

23.(宮本寛治),喜多嶋康一 westernblot分析による日本人AIDS,pre-AIDS,血 第48回日本血液学会総 1986.4

他 友病患者のHTLV-Ⅲ ウイルス抗体について 会

24.(関藤典子),喜多嶋康一 初期に著明な好酸球増多,染色体異常,部分的線維 第28回日本臨床血液学 1986.10

他 化像を呈し,特異な経過をたどりつつある骨髄増殖 会総会

症候群の一例

25.(渡辺清一郎),喜多鴫康一 赤血球superoxideDismutase活性の検討 第28回日本臨床血液学 1986.10

他 会 総会

26.(足立富郎),喜多嶋康一 真性多血症の経過中,重症の意識障害を起し,結核 日本内科学会中国 ･四 1986.ll

他 性髄膜炎と判明した1例 国地方会第55回総会
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27.(足立富郎),喜多鴫康一 腫癖形成による背髄横断症状を呈した慢性骨髄性白 日本内科学会中国 ･四 1986.ll

他 血病,急性転化の二例 国地方会第55回総会

28.(関藤典子),喜多鴫康一 cMLならびに類縁疾患へのSouthernblothybridiza一 第26回日本血液学会中 1987.2

他 tionの応用 国 ･四国地方会

29.(西村正隆),喜多嶋康一 白血病幹細胞に関する検討,第 1報 病期 ･病態な 第49回日本血液学会総 1987.4

他 らびに治療効果との関連 会

30.(関藤典子),喜多嶋康一 phl陽性白血病の分子生物学的解析 第16回岡山血液懇話会 1987.8

他

31.(竹内 誠),喜多嶋康一 phl(+)成人急性リンパ性白血病の臨床的検討 第29回日本臨床血液学 1987.10

他 会 総 会

32.(関藤典子),喜多鴫康一 phl陽性白血病におけるbcr再構成 日本内科学会中国 ･四 1987.ll

他 国合同地方会第57回稔
117三

33.(高橋 功),喜多嶋康一 慢性骨髄増殖性疾患ならびにその周辺疾患における 第85回日本内科学会総 1988.4

他 bcr再構成の検討 会

34.(福田俊一),喜多嶋康一 低形成型白血病に関する検討一化学療法効果と血球 第50回日本血液学会給 1988.4

他 形態異常について 会

35.(長田 健),喜多嶋康一 骨髄増殖症候群およびMDSにおけるEndogenous 第50回日本血液学会給 1988.4

他 cFU-Cの検討 会

36. 喜多鴫康一 造血器腫蕩はどこまで治せるか-現状と展望一慢性 第30回日本臨床血液学 1988.ll

白血病 会総会(シンポジウム)

37.(仲田浩之),喜多鴨康一 MDSにおける病像移行の検討 -CMMLを中心に一 第30回日本臨床血液学 1988.ll

他 会総会 (ワークショッ

プ)

38.(竹内 誠),喜多嶋康一 二次性白血病の三症例 第30回日本臨床血液学 1988.ll

他 会総会 (ワークショッ

プ)

39.(関藤典子),喜多鴫康一,慢性骨髄増殖性疾患の分子生物学的解析一第3報 第30回日本臨床血液学 1988.ll

宮本寛治 他 本態性血小板血症の検討 会捻会
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40.(頼 敏裕),喜多嶋康一 慢性骨髄増殖性疾患ならびにMDSにおける骨髄間 第51回日本血液学会総 1989.4

他 質細胞の検討 会

41. 喜多鴨康一,宮本寛治 酵素的遺伝子増幅法による抗 HTLA抗体陽性者の 第37回日本輸血学会総 1989.5

他 プロウイルスの検索 会

42.(竹内 誠),喜多鴫康一 高令者急性非リンパ性白血病に対するAclarubicin 第36回日本老年医学会 1989.ll

他 単独療法の検討 総会

43.(福田俊一),喜多嶋康一 phl陽性 AcutebiphenotyplCIeukeniaの1例 日本内科学会 中国 ･ 1989.ll

他 四国合同地方会第61回

総 会

44.(大井伸子),小原ルリ子 女子短大生の生活実態調査

他 1.生活時間,食生活を中心に

45. 小原ルリ子 他 女子短大生の生活実態調査

2.清潔,時好品,月経等を中心に

46. 近藤益子,伊東久恵, 卒業時成人看護技術習得度の検討

第30回日本母性衛生学 1989.10
′■ゝ
iil

第30回日本母性衛生学 1989.10

JZL
iiel

岡山県看護協会看護教 1987.10

太田にわ,池田敏子 -学生の自己評価と臨床実習経験回数の調査から一 育学会

他

47,(森 雅倍),三村 久 oddl括約筋運動調節機構に対する胃の役割

他

48.(浜崎啓介),三村 久 肝細胞癌の予後よりみた治癒切除の問題点

他

49.(津下 宏),三村 久 肝予備能評価法としての経口糖負荷試験 (OGTT)

他

第89回日本外科学会総 1989.3
▲′ゝ
.LJL

第89回日本外科学会総 1989.3
.'ゝ
iifl

第89回日本外科学会給 1989.3

.△､.LJ

50. 三村 久 他 停頭部癌手術の工夫-⑭郭清を先行する門脈血流 第89回日本外科学会稔 1989.3

速断下non-touch切除 (フイルムセッション) 会

51.(浜崎菅介),三村 久 (シンポジウム)肝癌の診断,治療と予後 肝細胞癌 第51回日本消化器外科 1989.6

他 予後向上のための治療法の工夫 学会 中国四国地方会

52.(森末正博),三村 久 ブタ同所性肝移植における糖投与の影響について 第26回日本外科代謝栄 1989.7

他 養学会
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53.(猶本良夫),三村 久 進行陣痛に対する肝動脈合併切除と肝動脈再建

他

第34回日本消化器外科 1989.7

学会総会

54.(柚木正行),三村 久 肝硬変合併肝細胞癌に対する肝切除後の早期合併症 第34回日本消化器外科 1989.7

他 学会総会

55.(森 雅信),三村 久 迷走神経切断の胆嚢 oddi括約筋機能に及ぼす影響 第34回日本消化器外科 1989.7

他 学会 総会

56.(浜崎啓介),三村 久 肝腫痕のMRI診断と治療効果判定-の応用 第34回日本消化器外科 1989.7

他 学会総 会

57.(津下 宏),三村 久 門脈ダブルバイパス法 と使用 した肝十二指腸間膜切 第34回日本消化器外科 1989.7

他 除術後の肝機能障害 学会給 会

58.(森 光樹),三村 久 上下腸間膜静脈一左腎静脈短絡による猪瀬型肝脳症 第34回日本消化器外科 1989.7

他 の-症例

59.(井上文之),三村 久 気管支動脈 ･肺動脈濠の 1例

他

60. HisashiMIMURA Surgeryforprimaryhepatocellularcarcinomainclr-

rhoticliver,Prof.BLaunoIS(フランス)の講演に対

する指定コメンテイター

61. HisashiMIMURA HepatollgamenteCtOmyforcarclnOmaOfhllarbile

duct(video)

学会総 会

第 4回日本胸部疾患学 1989.7

会 中国四国地方会

IstJointMeetingofln- 1989,8

ternationalGastro-Sur一

glCalClub(ア ム ス テ

ルダム)

IsりointMeetingofln- 1989.8

ternationalGastro-Sur-

gicalClub(ア ム ス テ

ルダム)

62.(相野博正),三村 久 陣頭部痛根治手術におけるT)ンパ節郭清の範囲とそ 第51回日本臨床外科医 1989.10

他 の意義 (シンポジウム) 学会捻会

63.(相野博正),三村 久 門脈下大静脈短絡による猪瀬型肝性脳症の3例 第51回日本臨床外科医 1989.10

他 学会 総会

64.(猶本良夫),三村 久 肝右葉に狭窄部位の原発性硬化性胆管炎の 1例 第51回日本臨床外科医 1989.10

他 学会総会
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65.(柚木正行),三村 久 肝硬変肝細胞癌に対する肝切除術後の早期合併症 第51回日本臨床外科医 1989.10

他 学 会 給 会

66.(森 隆),三村 久 中下部胆管癌切除におけるリンパ節郭清 と神経切除 第51回日本臨床外科医 1989.10

他 後の必要性の対比 学 会 総 会

67.(見市 昇),三村 久 肝細胞癌切除後無再発例 と再発例の比較 第24回日本肝臓学会西 1989.ll

他 部会

68.(猶本良夫),三村 久 Bh,Brに狭窄部位が限局 していた原発性硬化性胆 第24回日本肝臓学会西 1989.ll

他 管炎の 1例 部会

69. 三村 久 他 揮癌に対するIsolatedPancreatectomyとリンパ節郭 第36回日本消化器外科 1990.2

清 (シンポジウム) 学 会 総 会

70.(浜崎啓介),三村 久 肝切除術後の類粒球エラスターゼ,フイブロネクチ 第35回日本消化器外科 1990.2

他 ン,エ ンドトキシン及び TNFの変動 (ワークシヨ 学会総会

ツプ)

71.(柚木正行),三村 久 肝血流門脈シャント率 と肝機能 第35回日本消化器外科 1990.2

他 学 会 稔 会

72.(相野博正),三村 久 陣痛長期生存例の臨床病理学的検討 第35回日本消化器外科 1990.2

他 学会稔会

73.(加藤倫裕),三村 久 術前 に porto-Cavalshuntを確認 した猪瀬型肝性脳 第35回日本消化器外科 1990.2

他 症 5例に対する外科的治療効果 学 会 総 会

74.(森 隆),三村 久 肝門部肝血流遮断時の肝補助循環に関する基礎的研 第35回日本消化器外科 1990.2

他 究 学会総会

75. 宮本寛治,喜多鴫康一 AIDSウイルスに高感受性 を示 した成人T細胞自血 第86回岡山医学会総会 1987.6

病由来株 とその応用について

76.(鈴木千恵子),宮本寛治 HAM患者の血清学的反応について 第11回日本血液事業学 1987.9

他 会総会

77.(冨田徳子),宮本寛治 HAM患者由来 HTLV-Ⅰ陽性株について 第11回日本血液事業学 1987.9

他 会 総 会
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78.宮本寛治,喜多嶋康一 HIVに高感受性を示 した成人T細胞性白血病患者 エイズ研究会第 1回学 1987.12

他 由来株とその応用 術集会

79.(鈴木千恵子),宮本寛治,抗 HTLV-Ⅰ抗体確認試験の問題点 第36回日本輸血学会総 1988.5

喜多鴫康一 他 会

80.(小松文夫),宮本寛治 ATL株化細胞のLAK(lymphokineactivatedkiller) 第36回日本輸血学会総 1988.5

他 細胞による破壊 会

81.(冨田徳子),宮本寛治 抗 ATLA抗体陽性血祭由来分画製剤の感染実験に 第12回日本血液事業学 1988.9

他 ついて - 1nVitro一 会 総 会

82.(渡辺日析子),宮本寛治 エイズウイルス (HIV)構成蛋白質のモノクローナ 第47回日本癌学会総会 1988.9

他 ル抗体を用いた免疫電顕的局在

83.宮本寛治 他 成人T細胞白血病ウイルス (HTLV-I)の感染メカ 第 1回厚生省 成人T 1989.2

ニズムの解明 細胞 白血病 (ATL)

の母子感染防止に関す

る研究班総会

84.宮本寛治 他 アイソ トープを用いない酵素的遺伝子増幅法 と 第 2回厚生省 成人T 1990.2

Dig-ELISA法を用いたATLウイルス遺伝子検査法 細胞 白血病 (ATL)

の開発 の母子感染防止に関す

る研究班総会

85.(三宅英昭),中桐義忠, 撮影領域X線のMODULEXへのデータ入力 (第 3 ㈱ 日本放射線技術学会 1988.10

山田俊治 他 報)

86.(稲村圭司),三宅英昭, 鉛の背後散乱線を利用した頬粘膜癌の電子線治療

中桐義忠,杉田勝彦

87.(三宅英昭),中桐義忠, phantom内の散乱線寄与について

吉田 彰 他

88.(三村誠一),中桐義忠, Dentalmetalの線量分布に及ぼす影響について

杉田勝彦 他 一10MVX線-

第29回中国四国部会

第45回㈱ 日本放射線技 1989.4

術学会絵会

㈲ 日本放射線技術学会 1989.9

第30回中国四国部会

㈱ 日本放射線技術学会 1989.9

第30回中国四国部会

89. 中田安成 シンポジウム ｢サルコイドーシスとプロビオニバク 第 8回 日本サルコイ 1988.ll

テリウム｣サルコイドーシス肺胞リンパ球の異常と ド-シス学会総会

プロビオニバクテリウム
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90.(森 由弘),中田安成 サルコイ ドーシス患者 における血清及び BALF中 第28回日本胸部疾患学 1988.4

他 抗 propionibacteriumacnes抗体価の測定 会 総会

91.(飛岡 徹),中田安成 サルコイ ドーシス肺胞 リンパ球及びマクロファージ 第28回日本胸部疾患学 1988.4

他 の各種細菌に対する反応性の検討 会 総会

92.(前田 剛),中田安成 サルコイ ドーシスの肺胞 リンパ球の異常 第16回日本臨床免疫学 1988.6

他 全線会

93.(飛岡 徹),中田安成 サルコイ ドーシス患者マクロファージの IL-1産生 第38回日本アレルギー 1988.9

他 能の検討 学会総会

94.(森 由弘),中田安成 サルコイ ドーシス肺局所における抗 propionibacter- 第38回日本アレルギー 1988.9

他 iumacnes抗体の測定 学会 総 会

95.(森 由弘),中田安成 サルコイ ドーシス患者のホルター心電図の検討 第 8回 日本サ ル コイ 1988.ll

他 ド-シス学会総会

96.(飛岡 徹),中田安成 サルコイ ドーシスの経過中に Luschaka孔,Magen一 第 8回 日本サ ル コイ 1988.ll

他 die孔の閉塞 とでんかん発作を認めた一例 ド-シス学会総会

97.(片岡幹男),中田安成 悪性腫癌を合併 したサルコイ ドーシスの検討 第 8匝相 本サ ル コイ 1988.ll

他 ド-シス学会総会

98.(細谷茂衛),中田安成 サルコイ ドーシスと慢性 リンパ球性白血病を合併 し 第 8回 日本サ ル コイ 1988.ll

他 た一例 ド-シス学会総会

99.(片岡幹男),中田安成 シンポジウム ｢マクロファージの基礎 と臨床｣間質 第17回日本臨床免疫学 1989.6

性肺疾患の巣球 ･マクロファージの動態 と活性化 会総会

100.(細谷茂衛),中田安成 間質性肺疾患における肺胞マクロファージの機能に 第29回日本胸部疾患学 1989.4

他 関する検討 会総会

101.(前田 剛),中田安成 肺サルコイ ドーシスの 133Xeシンチグラフィ 第29回日本胸部疾患学 1989.4

他 会総会

102. 中田安成 他 シンポジウム ｢ヒト肺胞マクロファージにおける最 第29回日本網内系学会 1989.6

近の知見｣Sarcoidosisにおける肺マクロファージ 絶会

の機能
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103.(前田 剛),中田安成 サルコイドーシスの肺胞リンパ球の異常

他 -p.acnes刺激幼若化反応と臨床的意義-

第17回日本臨床免疫学 1989.6

会 総 会

104.(細谷茂衛),中田安成 間質性肺疾患における肺胞マクロファージのライソ 第17回日本臨床免疫学 1989.6

他 ゾ-ム酵素活性

105.(前田 剛),中田安成 サルコイドーシスにおける腺腫の検討

他

106.(片岡幹男),中田安成 発症1年以内サルコイドーシス症例の臨床的検討

他

107.(西崎 浩),中田安成 家族性サルコイドーシス3家系

他

会 総 会

第29回日本網内系学会 1989.6

総 会

第 9回日本サルコイ 1989.9

ド-シス学会総会

第 9回日本サルコイ 1989.9

ドーシス学会総会

108.(前田 剛),中田安成 サルコイドーシスにおける骨病変一日験例4例の検 第 9回日本サルコイ 1989.9

他 討 ド-シス学会総会

109.(飛岡 徹),中田安成 サルコイ ドーシス患者の肺胞マクロファージの 第 9回日本サルコイ 1989.9

他 IL-1β産生能の検討 ド-シス学会総会

110.(細谷茂衛),中田安成 サルコイドーシスにおける肺胞マクロファージの機 第39回日本アレルギー 1989.9

他 能 学会総会

111. MotoiOKAMOTO, TheroleofhlppOCampalsystem intheeplleptic Ⅳth lnternatiomal 1989.6

etal. transpherencephenomenonofKindling KindlingSymposlum

112.(MitsumotoSATO), Kindlingandexcitatoryaminoacid Ⅳth International 1989.6

MotoiOkamoto, KindlingSymposium

etal.

113,(片山かほる),岡本 基 てんかん発作におけるNMDA受容体の役割 第27回岡山てんかん懇 1989.6

他 -キンドリングモデルを用いた実験的研究一 語 会

114.(平安良雄),岡本 基 局桃核キンドリングにおけるグアニジノ化合物の脳 第23回日本てんかん学 1989.10

他 内変化一電気ショックけいれんとの比較一 会

115.(片山かほる),岡本 基 てんかん発作におけるNMDA受容体の役割-Ⅰ.競 第23回日本てんかん学 1989.10

他 合性および非競合性 NMDA受容体阻害莱(CPPお 会

よびMK-801)の届桃核キンドリングに対する効果
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116.(森本 清),岡本 基 てんかん発作におけるNMDA受容体の役割一m 第23回日本てんかん学 1989.10

117. 岡本 基

競合性および非競合性 NMDA受容体阻害薬 (cpp 会

およびMK-801)の海馬長期増強 (LTP)に対する

抑制効果

キンドリング現象-てんかんにみられる諸現象との 第26回日本脳波筋電図 1989.ll

関係一 技術講習会

118.(実井俊典),岡本 基 GABA作動薬 (SKF89976-A,γ-vinylGABA)の 第19回日本脳波 ･筋電 1989.ll

他 抗けいれん効果 図学会学術大会

119. 岡本 基 脳梁離断により発作が軽減したLennox-Gastaut症 第28回岡山てんかん懇 1989.12

候群の-例 話会

120.(実井俊典),岡本 基 GABA作動薬の抗けいれん効果 第28回岡山てんかん懇 1989.12

他 話会

121.(森本 清),岡本 基 キンドリングモデルにおけるNMDA受容体の役割 平成元年度厚生省精 1989.12

他 神 ･神経疾患研究委託

費 ｢難治てんかんの病

態 と治療に関する研

究｣平成元年度研究報
』二ノ△､
Lj⊥(

122. 小野ツルコ 他

123. 小野ツルコ 他

124. 小野ツルコ 他

125. 太田にわ 他

サマーキャンプにおける糖尿病児の低血糖について 第19回日本看護学会小 1988.8

児看護分科会

患者一看護婦対話場面における看護婦の発言および 第20回日本看護学会 1989.7

態度の特徴-ロールプレイ場面の分析を通して一 一看護総会分科会一

患者の話を聴くことを目的として対話場面における 第15回日本看護研究学 1989,8

看護学生の発言の傾向-ロールプレイ場面の分析を 会

通して一

小児看護実習終了後の小児に対する学生の認識と課 第20回日本看護学会 1989.8

選 一看護教育分科会-

126.(清水光晴),杉田勝彦 悪性リンパ腫の診断におけるMRIの有用性と問題 第46回E]本医学放射線 1987.4

他 点 学 会 総 会
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127.(上者郁夫),杉田勝彦 卵巣癌の診断におけるMRIの有用性と問題点

他

第46回日本医学放射線 1987.4

学会総会

128.(山本博通),杉田勝彦 中枢神経系におけるGd-DTPAの造影効果について 第46回日本医学放射線 1987.4

他

129.(柏谷尚子),杉田勝彦 後腹膜腔より発生したcysticmesotheliomaの1例

他

130.(西原 忍),杉田勝彦 造影MRIで興味ある画像を呈した脊索腫の1例

他

131.(水田昭文),杉田勝彦 腎疾患に対するGd-DTPAの応用

他

132.(水田昭文),杉田勝彦 腎腫癌に対するGd-DTPAの応用

他

133.(新屋晴孝),杉田勝彦 勝原病肺病変一剖検症例の検討一

他

134.(則安俊昭),杉田勝彦 肺原発のPseudoLymphomaの1例

他

135.(上着郁夫),杉田勝彦 MRIによる婦人骨盤部病変の診断におけるPltfall

他

学会稔会

第68回日本医学放射線 1987.6

学会 中四国地方会

第68回日本医学放射線 1987.6

学会 中四国地方会

第68回日本医学放射線 1987.6

学会 中四国地方会

第10回日本磁気共鳴医 1987.9

学会大会

第69回日本医学放射線 1987.ll

学会 中四国部会

第69回日本医学放射線 1987.ll

学会 中四国部会

第7回日本画像医学会 1988.1

136.(上者郁夫),杉田勝彦 MRIによる子宮体癌の診断における有用性 と問題 第47回日本医学放射線 1988.3

他 点について 学会稔会

137.(黒田昌宏),杉田勝彦 放射線併用加温療法臨床例の検討 第47回日本医学放射線 1988.3

他 学会総会

138.(橋本啓二),杉田勝彦 同大放射線科における肺癌の放射線治療成績と問題 第70回日本医学放射線 1988.6

他 点について 学会 中四国部会

139.(安井光太郎),杉田勝彦 転移性骨腫癌のMRI 第70回日本医学放射線 1988.6

他 学会 中四国部会

140.(三谷政彦),杉田勝彦 us,cTにて術前診断可能であった勝尿膜管壕の1 第70回日本医学放射線 1988.6

他 例 学会 中四国部会
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141. 杉田勝彦,中桐義忠 当院に於ける乳癌に対する放射線治療の変遷

他

142.(山本淑雄),杉田勝彦 婦人科疾患へのGd-DTPAの臨床応用

他

第 1回中国四国乳腺研 1988.9

究会

第12回日本磁気共鳴医 1988..9

学会 大 会

143.(橋本啓二),杉田勝彦 勝耽鏡にて謄耽腫癌 と診断された尿管乳頭腫症の 第17回断層映像研究会 1988.ll

他 cT像

144.(橋本啓二),杉田勝彦 側頭骨CT検査時の水晶体被曝線量について

他

145.(戸上 泉),杉田勝彦 腎腫癌性病変に対する造影MRIの臨床応用

他

146.(橋本啓二),杉田勝彦 上腸間膜静脈血栓症の1例

他

147.(栄 勝美),杉田勝彦 肺小細胞癌治療における放射線治療の検討

他 -1lmiteddisease症例について-

148. 高橋泰嗣 他 uniformmeasuresonllnearSpaces

149.(岡崎悦明),高橋泰嗣 線形空間における合成績FE*リのエルゴード性

第72回日本医学放射線 1989.6

学会 中四国部会

第72回日本医学放射線 1989.6

学会 中四国部会

第73回日本医学放射線 1989.12

学会 中四国部会

第73回日本医学放射線 1989.12

学会 中四国部会

日本数学会秋季総合分 1987.10

科会

日本数学会秋季総合分 1987.10

科会

150. 高橋泰嗣 他 characterizationofBanachspacesoftype2and 日本数学会秋季総合分 1987.10

cotypeq(2≦q<∞) 科会

151. 高橋泰嗣 他 p-GaussianS-topologiesonBanachspaces 日本数学会秋季総合分 1988.10

科会

152. 高橋泰嗣 他 Bochner'Stheoremonalocallyconvexspaceoftypep 日本数学会秋季総合分 1988.10

科会

153. 高橋泰嗣 probabilitymeasureonBanachspaces

154.(岡崎悦明),高橋泰嗣 γ-trivialBanachspaces

- 28-

Stochastic functional1988.ll

analysis(研究集会)

日本数学会秋季総合分 1989.9

科会



155. 高橋泰嗣 他 TranslationdichotomyofgenerallZedwhitenoise

156.(岡崎悦明),高橋泰嗣 Minlosの定理の逆問題

157. 高田節子 他 臨終に関する看護婦の調査から

日本数学会秋季総合分 1989.9

科会

日本数学会九州支部会 1990.3

第11回死の臨床研究会 1987.ll

158. 高田節子 臨終における看護婦の調査から一看護婦と家族の言 第12回死の臨床研究会 1988.12

葉について-

159.(劉 姦),頓宮廉正 下顎皮下に好酸性肉芽腫形成 した幼若線虫移行症 第43回日本寄生虫学会 1987.10

他 (犬糸状虫症)の一例 西日本支部大会

160.(松岡裕之),頓首廉正 原発性横紋筋肉腫を合併した脳肺吸虫症の1例 第43回日本寄生虫学会 1987.10

他 西日本支部大会

161.(村主節雄),頓宮廉正 児島湖周辺におけるユスリカ類の発生状況 第42回衛生動物学会西 1987.10

他 日本支部大会

162.(福田富男),頓宮廉正 人工胃液中で培養したアニサキス幼虫の胃,腸およ 第57回日本寄生虫学会 1988.4

他 び排壮器官の微細構造の変化 大会

163.(ジュリエッタ･ユリ･内田), 倉敷市で発生した椋鳥住血吸虫セルカリアによる水 第87回岡山医学会総会 1989.6

頓首廉正 他 田皮膚炎

164.(OscarNOYA), Nuevosaspectosb1016gicosyepidemiologicosdela Asociaci6nVenezolana 1989.ll

YasumasaTONGU, paraqonimiasisenVenezuela paraelAvancedela

etal. CienciaXXXIX

165. 山本秀樹 他

166. 山本秀樹 他

167. 山本秀樹 他

168. 山本秀樹 他

MRI画像からの浮腫領域の検出 第27回日本ME学会大 1988.4

会

MRI画像データベースシステム 電子情報通信学会技術 1988.7

研究会

MRI画像データベースシステムの開発とその応用 第12回日本磁気共鳴医 1988.9

学会大会

MRI画像のデータ管理について
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電気関係学会中国支部 1988.10

連合大会



169.(住本管宏),山本秀樹 輪郭追跡による領域分割法とその応用

他

170. 山本秀樹 他 和裁用CADシステムの開発

171. 山本秀樹 他 MRI画像データベースシステムの臨床応用

172. 山本秀樹 他 MRI画像データベースシステムについて

173.(神崎典子),山本秀樹 Ⅴフィルタによる頭部MRI画像の画質改善について

他

174, 山本秀樹 他 MRI画像データベースシステムについて

175. 山本秀樹 他 MRIによる心臓血流の解析

電気関係学会中国支部 1988.10

連合大会

電気関係学会中国支部 1988.10

連合大会

第13回日本磁気共鳴医 1989.2

学 会 大 会

第48回日本医学放射線 1989.2

学会学術発表会

第48回日本医学放射線 1989.2

学会学術発表会

第28回日本ME学会大 1989.5
･<､
エて

電子情報通信学会技術 1989.7

研究会

176. 山本秀樹 他 MRI画像データベースシステムの開発とその病理 電子情報通信学会技術 1989.7

管理への応用

177. 山本秀樹 他 MRI画像からの心臓血流パターンの解析

178. 山本秀樹 他 MRI画像からの心臓血流パターンの画像解析

179. 山本秀樹,高橋泰嗣, 医療情報処理教育のためのCAI教材の開発

書田嶋康一,遠藤 浩

他

180. 山本秀樹 他 MRI心臓血流パターンの画像解析

181. 山本秀樹 他 MR画像データベースシステムの開発

- 30-

研究会

計測自動制御学会中国 1989.9

支部 第6回研究討論

会

第14回日本磁気共鳴医 1989.9

学 会 大 会

日本教育工学会第5回 1989.10

大会

第12回ME学会中国四 1989.ll

国支部大会

第12回ME学会中国四 1989.ll

国支部大会



182.(森川由幸),山本秀樹 文書作成のためのCAI教材の開発 電気関係学会中国支部 1989.10

他 連合大会

183. 山本秀樹 他 MRIからの心臓血流の画像解析 電気関係学会中国支部 1989.10

連合大会

184. 山本秀樹 他 vLSIグラフィックスプロセッサを用いた高速画像 電気関係学会中国支部 1989.10

表示システムの開発とその応用 連合大会

185. 山本秀樹 他 MRIにおける僧帽弁逆流パターンの画像解析 第15回日本磁気共鳴医 1990.2

学 会 大 会

186. 山本秀樹,山田俊治, MRI画像データベースシステムの開発 電子情報通信学会春季 1990.3

杉田勝彦 他 全国大会

187.(吉田和夫),吉田 影 遺伝子染色体地図データベース構築,検索用ソフト 第4回ソフトウェアコ 1988.4

GENMAPの開発とデータベースの試作 ンファレンス

188.(守屋雅光),吉EEl 影 ModifiedStepwedgeBootstrap法によるDSAの特性 第29回日本放射線技術 1988.9

他 曲線の測定 学会中国 ･四国部会

189.(本田 貢),吉田 影 ウイナースペクトル測定におけるマイクロデンシト 第29回日本放射線技術 1988.9

他 メータのスリット長の影響 学会中国 ･四国部会

190. 吉田 影,中桐義忠, MTF測定用スリット像撮影装置 第29回日本放射線技術 1988.9

山田俊治,杉田勝彦 学会中国 ･四国部会

191.(藤原伸枝),吉田 影 スリット法と矩形波チャート法によるMTF測定の 第29回日本放射線技術 1988.9

他 比較 学会中国 ･四国部会

192.(本田 貢),吉田 影 低周波ウイナースペクトルに及ぼすマイクロデンシ 第45回日本放射線技術 1989.4

他 トメータのスリット長の影響 学会総会

193. 吉田 影 他 MTF測定におけるスリット法と矩形波チャート法 第45回El本放射線技術 1989.4

の比較 (1.スリット法) 学会 総 会

194.(中村伸枝),吉田 影 MTF測定におけるスリット法と矩形波チャート法 第45回日本放射線技術 1989.4

他 の比較 (2.チャート法) 学会総会

195.(朝原正喜),吉田 影 信号独立型バーガーフアントムの試作 第17回日本放射線技術 1989.10

他 学会秋季学術大会
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196.(朝原正喜),吉田 影 バーガーファントム信号順位性が視覚評価に及ぼす 第30回日本放射線技術 1989.ll

他 影響の検討 学会中国 ･四国部会

197.(大川義弘),三宅英昭, モンテカルロ法による散乱線の解析 第30回日本放射線技術 1989.ll

吉田 影,中桐義忠 学会中国 ･四国部会

他
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