
研 究 業 績 日 録

1990.4-1991.3

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.業績は, Ⅰ.著書.ⅠⅠ.論文等,ⅠⅠⅠ.学会発表等に分け

てまとめた

3.収録期間は1990年 4月～1991年 3月である○

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l)収録するo

(1) 論 文 :原著論文,絶説,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,'1.1的な抄録集が発行されているものとする0

2.収録期間,収録範囲

(1) 収録期間は各年度とするo

(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,収録期間は1990.4-1991.3とするo



I.著 書

著 者 名

1.(小島操子),近藤益子

他

2.三村 久

(分担執筆)

3. 宮本寛治 他

(分担執筆)

4.(ToshikiAji),

YasumasaTongu,

etal.

5. YasumasaTongu,

etal.

Ⅱ.論 文 等

著 者 名

1. 荒川靖子,難波 純

2.(KenjiSASAKI),

KazuhiroHIROTA,

etal,

書 名

標準看護学講座28

老人看護学

芸,;芸言編

発 行 者 発行年月

金原出版 1991.3

7章

老人の廃用症候群の予防と看護P199-216

1.番癒

2.失禁

最新消化器外科シリーズ 8 胆道(Ⅰ) 金原出版KK東京 1990.7

非定型的胆嚢摘除術 P40-44

総胆管切石術 P45-49

21世紀に向けての免疫学

AnisakinaeintheSetinlandSea

｢intestinalanisakiasisinJapan｣

editedbylshikuraandkikuchi

社団法人日本臨床衛 1990.4

生検査技師会

Springer-Verlag 1990

SurfaceultrastructureofAnisakidaelarvae Springer-Verlag 1990

｢IntestinalanisakiasisinJapan｣

editedbylshikuraandKikuchi

論 題 雑 誌 名 発行年月

悪性 リンパ腫患者の看護過程のポイント クリニカルスタデ ィ 1991.2

12(2)ニ14-20

PolycyclicN-HeteroCompounds.XL.Reac一 岡山大学医療技術短 1990

tion of Cyclic Ketones with Trisfor一 期大学部紀要

mylaminomethane. 1:69176
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3. 庚田和弘 他

4.(人見裕江),伊東久恵,

池田敏子,近藤益子

他

5.(S.MAKINO),

J.KAGEYAMA

etal.

6.(K.HASHIMOTO),

J.KAGEYAMA,

etal.

7.(S.MAKINO),

J.KAGEYAMA,

etal.

8.(S,SUEMARU),

J.KAGEYAMA,

etal.

9.(田中一成),川崎祥二

他

10. ShojiKAWASAKI,

etal.

ll.(MasahiroKURODA),

ShojiKAWASAKI,

etal.

12. 喜多嶋康一

13. 喜多嶋康一,福田俊一,

松崎敏明

赤血球中の-モグロビン-ムの酸化開裂物質- 岡山大学医療技術短 1990

マナン酸の定量 期大学部紀要

1:77-82

老人に対するイメージとその形成に影響する因 岡山県看護教育研究 1990.7

子 会誌 P31-36

Centralinteractionbetweenendothelinand Brain Research,1990.6

brainnatriureticpeptideonpressorandnor-534,117-121

nonereSpOnSe･

EffectsofhypertonicSalineoncorticotropin-Endocrinol.Japon, 1990.10

releasinghormoneandarginineVasopressin 37(5),599-606

contentoftheratpituitaryneurointermediate

lobe.

Centrallnteractionbetweenendothelinand TherapeutiC 1990.12

brainnatriureticpeptideonpressorresponse,Research,

andcatecholamineandACTHsecretion ll(12),3919-3923

Cerebrospinalfluidandplasmacorticotropin-LifeSciences, 1991.3

releasinghormoneinseniledementia 48(19),187ト1879

肝細胞癌におけるhuman EGF receptorと フローサイ トメトリ 1988.12

DNAの同時測定 - 8巻,58-60

Enhancement of cellkilling effects of Hyperthermic On-1989

adriamycinbyhyperthermiaonadriamycin cologyinJapan'89,
resistantcellsofEhrlichascitestumorcells 344-345

Thermotolerancedevelopmentandmodifica-Hyperthermic On-1989

tioninNIH3T3cells cologyinJapan

'89,388-389

慢性骨髄性白血病 とその急性転化の診断基準 ･ 内科 1990.6

病型分類 65:1393-1395

慢性骨髄増殖症候群 に対 す るRanimustine 臨 床 と研 究 67: 1990.10

(MCNU)の治療効果 3259-3263
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14.合田典子,白井喜代子 妊産婦の自覚症状に関する継続調査

他 一妊娠中から産裾1カ月まで｣

15.合田典子,白井喜代子 卒業生の動向について

16.(竹橋知美),合田典子, 分娩施設の選択について

白井喜代子 他

母性衛生 3:344- 1990.9

351

岡山県母性衛生 1991.3

8:28-32

岡山県母性衛生 1991.3

8:41-45

17.(人見裕江),伊東久恵, 老人に対するイメージとその形成に影響する因 岡山県看護教育研究 1990.7

池田敏子,近藤益子 他 子 会誌 P3ト36

18. 三村 久 他

19.(浜崎啓介),三村 久

他

20.(Keisuke Hamazaki),

HisashiMimura,etal

21.(浜崎啓介),三村 久

他

22.(森 雅信),三村 久

他

23.(浜崎啓介),三村 久

他

24.(森 雅信),三村 久

他

25.(TakuoNODA),

HisashiMIMURA,

etal

肝外胆管癌の診断と治療をめぐって (特集) 胆 と勝 11:40ト 1990

手術療法一拡大手術 406

肝細胞癌のAFP分泌能に対する抗癌剤の影響 医学のあゆみ 1990

153:201

A caseofnecrosisofhepatocellularcar-ActaMed 1990

Cinomaandtumorthrombusintheportal0kayama

vein induced by transcatheter arterial 44:155-159

1ipiodolchemoembolization

肝腫癌に対するMRI診断の有用性 肝 胆 豚 20:881- 1990

887

セルレインによるOddi括約筋運動の抑制機構 胆勝の生理機能 1990

6:89-95

肝切除後の願粒球エラスターゼ､エンドトキシ 腫 癌 と感 染 3: 1990

ンの変動の意義 547-552

胃切除により起こるヒトOddi括約筋のセルレ 日本平滑筋誌 1990

インに対する異常反応 26:379-381

Assessmentofkupffercellfunctioninrats Hepatogastroenter11990

withchronicliverinjurycausedbyCC14 0137:319-323
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26.(HitoshiKIM),

HisashiMIMURA,

eta1

27.(近藤秀則),三村 久

他

28. 三村 久

29.(猶本良夫),三村 久

他

30.三村 久 他

31.(山元 勇),三村 久

他

32. HidekiYAMAMOTO,

HideakiMIYAKE,

YasujiTAKAHASHI,

etal.

Carbohydratemetabolismofratswithbiliary ActaMed

obstruction Okayama

44:171-186

1990

術後局在診断にboluscomputedtomography 臨床外科 45:921- 1990

の有効であったインスリノーマの 1例 924

消化器手術における術中緊急事態に対する対応 手術 44:481-486 1990

と処置

3.肝胆道手術における血管損傷

肝動脈合併切除 ･左右肝動脈再建により治癒切 胆 と豚 12:207- 1991

除となった腰痛の 1例 211

豚頭部癌に対するIsolatedPancreatectomy 胆 と豚 12:793- 1991

-その手技と成績- 798

Focalnodularhyperplasiaと肝細胞癌が併存 日精外科誌 1991

し診断が困難であった1例 24:890-894

ImageProcessingTechniquesforFlowPat一 問大医短紀要 1990

ternsintheSetoinlandSeaHydraulicModel 1:83-89

33. 宮本寛治,粟木原修治, 酵素的遺伝子増幅法とジゴキンゲニン･ELISA ウイルス,40(1),47 1990

冨田徳子 法によるhepatitisCvirusゲノムの検出法

34,(Kazuhiko HAYA-Ultrastrucral and immunohistochemical∫.Clin.Electron 1990

SHI),

KanjiMIYAMOTO,

eta1

35.KanjiMIYAMOTO,

Ko-ichiKITAJIMA,

etal

36.KanjiMIYAMOTO,

etal

studyonasimianlymphoidcelllineproduc-Microscopy23,5-6

inghumanT-1ymphotropicvimstypeIⅠ.

DetectionofprovirusinanHTLV-ⅠIpro-Jpn.J.CancerRes 1990

ducerCD8+T-celllinebypolymerasechain 81,313-316

reactioncombinedwithDigoxigenin-ELISA

method

Transformationofanimalcellswithhuman Jpn.∫.CancerRes 1990

T-cellleukemiavirustypeII 81,720-722
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37. 宮本寛治 他

38. ShujiMORI,etal.

39. 中桐義息,三宅英昭,

杉田勝彦 他

ATLウイルス感染の判定困難な検体の種々の 厚生省心身障害研究 1991.3

検査法の比較検討 成人T細胞 白血病

(AT-L)の母子感染

防止に関する研究班

班員研究報告書

P183-P185

Characterization of detergent dispersed SecondMessengers 1990

cytidylatecyclaseofratbrain Phosphoproteins

13:1-12

頬粘膜癌に対する電子線治療の検討 岡山医学会雑誌 1990.10

102-9,10:1167-

1173

40. HidekiYAMAMOTO,ComputerApplicationsinDesignoHapanese Rep.Researchand 1990.ll

YoshitadaNAKAGIR-Kimono

i,etal.

41. 中桐義忠,三宅英昭,

山田俊治,杉田勝彦 他

42. HiroshiNAGATA

43. HiroshiNAGATA

電子線全身照射法の検討

Development,Oka-

yamaUniv.Comp.

Center3-2:35-41

岡山大学医療技術短 1991.3

期大学紀要 1:1-

6

On-linejudgmentsofgrammaticalityofsen-Percept. Mot. 1990

tences, Skills,70,987-994.

Speaker'ssensitivitytoruleviolationsin Psychologia,33, 1990

sentences. 179-184.

44. 永田 博,近藤益子 他 看護学生における対人関係価値の学年変化 とそ 看 護 教 育,31,484- 1990

の教育的意義 490.

45.(小川紀雄),永田 博 ニューロトランスミッターのはたらき :知的機 Clin.Neurosci.,8, 1990

能 110ト1103.

46.(木村郁郎),中田安成 実験的肺肉芽腫症における喫煙の影響 第 4 平成元年度喫煙科学 1990.4

他 報 :気管支肺胞洗浄液中細胞に対する長期喫煙 研究財 団研究年報

の影響 255-260

- 5-



47.(木村郁郎),中田安成

他

48.(細谷茂衛),中田安成

他

49.(片岡幹男),中田安成

他

50.(木村郁郎),中田安成

51. 中田安成

52. 岡本 基 他

53.(馬場啓至),岡本 基

他

54. 岡本 基

55. 岡本 基 他

56.(Kaoru KATAYA-

MA),

MotoiOKAMOTO,

eta1

57. 岡本 基 他

58.MotoiOKAMOTO,

etal

サルコイ ドーシスにおける肺胞マクロファージ 厚生省特定疾患びま 1990.4

機能 ん性肺疾患調査研究

班 平成元年度研究

報告書 155-157

間質性肺疾患における肺胞マクロファージの機 日本網内系学会雑誌 1990.5

能 30:443-448

サルコイドーシスにおける腺腫の検討 日本胸部疾患学会雑 1990.5

-超音波診断法による一 誌 28:750-755

サルコイドーシス 日本 臨床48,1990年 1990.8

増刊号 :36ト367

サルコイ ドーシス患者肺マクロファージの免疫 同大医短紀要 1991.3

学的異常 1:39-50

閃光刺激VEPの記銀方法に関する臨床的研究 岡山衛生検査 1990

27(1):7-10

脳梁前半部離断術 の有効 であったLennox- てんかん研究 1990.4

Gastaut症候群の 1例 8(1):54-60

抗てんかん薬 診断と治療 1990.5

78(5):1361-1367

前頭葉症候群 と考えられる進行性人格変化 と精 臨床精神医学 1990.5

神病棟状態を来した側頭葉てんかんの 1例 19(5):649-659

TheroleofNMDAreceptorsinepilepsy:Ⅰ.Jpn ∫ Psychiat 1990

EffectsofNMDAreceptorantagonists(CPP Neurol, 44:451-

andMK-801)onamygdalakindlinginrats 452

てんかんの中心脳性機序 脳 と精神の医学 1990.10

1(1):235-237

Theroleofthehippocampalsystem inthe ln:Kindling4,Ed∴ 1990-

epileptictransferencephenomenonofkin-∫.A.Wada

dling pp.37ト381
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59.(M ITSUM OTO

SATO),

MotoiOKAMOTO,

eta1

60. 岡本 基

61.(宅間範雄),太田武夫

他

62. 唐下博子,-村光子,

崎山順子,大井治昭

63.(MoriyasuTSUJI)

etal

64. 頓宮廉正 他

65.YasumasaTONGU,

eta1

66. YasumasaTONGU,

etal

67. 山本剛示喜

Kindlingandexcitatoryaminoacids ln:Kindling4,Ed∴ 1990

J.A.Wada

pp.24ト251

キンドリング現象 検査 と技術 1990.12

18:1610-1611

高知県における環境放射能調査(第4報) 高知衛研報 1990

36:111-123

マイクロプレー ト･ポリプレン法による不完全 衛 生検査 :39巻,12 1990.12

抗体の検出について 号 1871-1875

PathobiologlCalstudiesonParagonimiasisin Report of the 1990

Venezuela Results of the

Research SupporL

edbyGranLin-Aid

for Monbusho

lnternational Sci-

entific Research

Programin1988

1989年の岡山県下における蚊の出現状況 岡山医学会雑誌 1990.6

102巻5,6号別巻 23

-28

Morphologicalfeaturesoflarvalstagesof Jpn.∫.Parasitol. 1990.8

VenezuelanPa71qOm-mus 39:356-364

A rarecaseofSchistosoma mansoniova Bull.Sch.Health 1990

foundintheurineofaSudanese S°i. Okayama

Univ.

1:7-9

放射線全身照射に伴 うマウス血清と痛部局所照 岡大医短紀要 1991.3

射に伴う胆痛マウス血清の脂質過酸化物(TBA 1:29-37

反応陽性物質)並びに脂肪酸組成の変動
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68. AkiraYOSHIDA,

Katsuhiko SUGITA,

etal.

EffectsofGridsonCRImages ∫ JART(English 1990.9

issue):69-73

69. 吉EEt 彰,東 義時, ブー トス トラップセンシトメトリー用ステップ 同大医短紀要 1991.3

山田俊治,杉田勝彦 他 ウェッジの開発 1:19-27

Ⅱ.学会発表等

演 者

1. 荒川靖子

2.鹿田和弘 他

3.MitukoICHIMURA,

HirokoTOHGE,

JyunkoSAKIYAMA

4.-村光子,唐下博子,

崎山順子,大井治昭

5.(人見裕江),伊東久恵,

池田敏子,近藤益子 他

6.(橋本浩三),景山甚郷

他

7.(末九修三),景山甚郷

他

8.(小笠貴司),景山甚郷

他

演 題 学 会 名 開催年月

内科系実習の受け持ち患者が学生に示した不安 第21回日本看護学会 1990.8

と学生の対応 (看護教育)

～学生の会話記銀の分析～

-モグロビンの-ム酸化が契機 となる血液毒の 第29回日本薬学会 1990.10

溶血機構 中国四国支部大会

ImmunoglobulinlsoelectrofocusingPattern WorldCongressof 1990.8

0fHumanseracontainingRheumatoidFac-MedicalTechnol-

tor ogy

リュウマ トイド因子陽性血清の等電点電気泳動 日本臨床病理学全紙 1990.10

によるIg免疫固定像について 会

老人に対するイメージとその形成に影響する因 中国Eg国地区看護研 1990.ll

子(第一報) 究学会

一医療系学生の入学時現状分析一

髄液中又は血中CRHと髄液中ACTH,血中 第63回日本内分泌学 1990.5

ACTH及びCortisolとの相関 全学衝総会

老年期痴呆の脳内CRH活性に関する研究(第 第63回日本内分泌学 1990.5

1報)疾患別,重症度による髄液及び血薬CRH 会学術絵会

の検討

絶水及び飢餓ス トレスの視床下部一下垂体一副 第63回日本内分泌学 1990.5

腎系及びAVPの産生,分泌に及ぼす影響 会学術給金
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9.(小笠貴司),景山甚郷

他

10.(牧野晋也),景山甚郷

他

ll.(末丸修三),景山甚郷

他

12.(橋本浩三),景山甚郷

他

13.(小笠貴司),景山甚郷

他

14.･景山甚郷 他

15.(黒田昌宏),川崎祥二

他

16.(井上信浩),川崎祥二

他

17.(岡崎良夫),川崎祥二,

杉田勝彦 他

18. 川崎祥二 他

19.(黒田昌宏),川崎祥二

他

20. 川崎祥二 他

21, ShojiKWASAKI,

etal.

オペプ リム(0,P'-DDD)によるCushing病の治 第62回日本内科学会 1990.5

療 中国地方会

血圧及びホルモン分泌に及ぼすェンドセリン並 第17回日本内分泌学 1990.10

びにBNPの中枢内相互作用 会神経内分泌分科会

神経変性疾患における髄液CRHの検討 :パー 第17回日本内分泌学 1990.10

キンソン病 と脊髄小脳変性での対照的差異 会神経内分泌分科会

Pre-Cushing症候群を呈した副腎機能性腺腫の 第63回日本内分泌学 1990.ll

1例 会秋季学術大会

Cushing病患者の下垂体-副腎系に及ぼすオペ 第63回日本内分泌学 1990.ll

プ リム(Op'-DDD)の比較的少量投与の影響一 会秋季学術大会

CRH-AVP負荷試験による検討-

IRMA法による血奨レニン直接測定法の検討 第4回臨床核医学研 1991.2

究合

NIH3T3細胞の熟耐性に対するセファランナン,第49回日本医学放射 1990.4

グリテロリテンの抑制効果 線学会

温熱によるADR耐性細胞の耐性克服の試み 第49回日本医学放射 1990.4

線学会

Ehrlich腹水癌細胞及びAdriamycin耐性細胞 第74回日本医学放射 1990.6

の細胞内ミトコンドリア 線学会

中国 ･四国地方会

ADR耐性細胞のRhodamine123の取 り込みに 第16回アルカロイ ド 1990.6

対するセファランテンの修飾 研究会

温熱耐性に対するセファランテンの抑制効果 第16回アルカロイド 1990.6

研究会

薬剤耐性細胞の温熱によるADRに対する感受 第15回中国地方放射 1990.7

性増感 とそのミトコンドリア活性 線影響研究会

EnhancementofkillingeffectofADR by 15也 International 1990.8

hyperthermiaandmodifieronADRresistant Corlgr鰐 SOfCzmcer

cellsofEhrlichascitestumorcells R6eardl(Harnl)urg)
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22.(MasahiroKURO-DA),Modificationofthermotolerancebycephar-15也 International 1990.8

ShojiKWASAKI, anthineandglycyrrhizininNIH3T3cells G)r】gr【s ofCan∝r

etal. R銭ealdl(Hamburd

23. 川崎祥二 他 ADR耐 性 細 胞 に お け る 温 熱 感 受 性 と 第8回北陸-イパー 1990.9

Rhodamine123の取 り込み サー ミア研究会

24. 川崎祥二 -イパーサー ミアの生物学的基礎 日本-イパーサー ミ 1990.10

ア学会第2回-イパ

ーサー ミア講習会

(教育講演)

25. 川崎祥二 他 温熱による制癌剤耐性細胞の増感とその修飾 第7回日本-イパー 1990.10

サー ミア学会(シン

ポジウム)

26.(黒田昌宏),川崎祥二 塩化ベンジルコニウムによる熟耐性の誘導 第 7回日本-イパー 1990.10

他 サー ミア学会

27. 川崎祥二 他 ADR耐性細胞におけるRhodamine123の取 り 第33回日本放射線影 1990.10

込みと酸素消費 響学会

28.(清 哲朗),川崎祥二 塩化ベルザルコニウムによる熟耐性の誘導 第75回日本医学放射 1990.12

他 線学会

中国 ･四国地方会

29.(井上信治),川崎祥二 抗癌剤耐性細胞の耐性克服と温熱による修飾 第9回岡山癌免疫外 1991.1

他 科研究会

30.(大本英次郎),喜多鳴康 Melphalan少量療法により完全寛解に導入 し 第32回日本臨床血液 1990.9

得たRAEB-Tの 1例 学会給金

他

31.(福田俊一),喜多鳴康一 骨髄線維化を伴ったMDSの検討 第32回日本臨床血液 1990.9

他 学会 絵 会

32.(松崎敏明),喜多鳴康一 骨髄間質細胞に関する検討一各種血液疾患にお 第30回日本臨床血液 1991.1

飽 ける増殖動態,細胞構成および増殖動態に及ぼ 学会中国四国地方会

す抗白血病剤の影響
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33. HisashiMIMURA

34,(河田憲幸),三村 久

他

35.(相野博正),三村 久

他

36.(山元 勇),三村 久

他

37.(古口契児),三村 久

他

38.(岡林孝弘),三村 久

他

39.(森 隆),三村 久

他

40.(相野博正),三村 久

他

41.(加藤倫裕),三村 久

他

42.(柚木正行),三村 久

他

43. HisashiMIMURA,

etal

Isolated Pancreatectomy for Pancreatic Symposium of 1990.5

HeadCancer Regional Pan-

Createctomy for

Pancreatic and

Peripancreatic

Cancer(NY)

肝門部胆管癌に対する肝十二指腸間膜切除術の 第19回日本胆道外科 1990.5

成績 と問題点 研究会

Tl,T2豚頭部癌に対する術式の選択 第13回EI本豚切研究 1990.5

-標準術式か拡大手術か- 会

肝切除後の合併症 と頼粒球エラスターゼ,エン 第90回日本外科学会 1990.5

ドトキシン及びTNFの変動 給金

抗癌剤の肝癌細胞AFP分泌能に及ぼす影響 第90回日本外科学会 1990.5

総会

IL-2持続牌動注によるinvivoLAK誘導療法 第90回日本外科学会 1990.5

-切除不能肝癌に対する臨床応用一 級合

肝門部肝血流遮断にともなう肝阻血防止法 とし 第90回日本外科学会 1990.5

ての門脈内動脈血迷血量に関する研究 総合

降頭部癌に対するIsolatedPancreatectomyの 第90回日本外科学会 1990.5

工夫 とその意義 総会

肝細胞堰の悪性度 とPloidypattern 第26回日本肝癌研究 1990.6
.∠ゝ
I;

FNHの診断及び治療について示唆に富んだ 2 第26回日本肝癌研究 1990.6

例の経験 会

Isolated pancreatectomy for ductalcar-3rd World Con-1990.6

cinomaoftheheadof也epancreas(Film) gresson Hepato･

pancreato･biliary

Surgery(London)
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44.(Kouichi NAKAG-

AWA),

HisashiMIMURA,

eta1

45.(Keisuke HAMAZA-

KI),

HisashiMIMURA,

eta1

46.(M.NINOMIYA),

HisashiMIMURA,

etal

47.(MasanobuMORI),

HisashiMIMURA,

etal

48.(加藤倫裕),三村 久

他

49.(津下 宏),三村 久

他

50.(靭持雅一),三村 久

他

51.(黒河達雄),三村 久

他

52.(津下 宏),三村 久

他

53.(三宅 純),三村 久

他

Squamouscellcarcinomaof也ecommonbile 3rd World Con-1990.6

duct-acasereport- gresson Hepato-

pancreato-biliary

Surgery(London)

Associationbetweengranulocyteelastase,3rd World Con-1990.6

endotoxin andpostoperativecomplication gresson Hepato-

afterhepatectomy pancreato-biliary

Surgery(London)

Themanagemcrntofacutecholecytitisinthe 3rd World Con-1990.6

elderly gresson Hepato-

pancreato-biliary

Surgery(London)

ThedysfunctionofcaninesphincterofOddi3rd World Con-1990.6

aftergastrectomy gresson Hepato-

pancreato-biliary

Surgery(London)

肝切除術後の合併症と頼粒球エラスターゼ,エ 第26回日本肝臓学会 1990.6

ン ドトキシン及びTNFの変動 総会

肝硬変の肝障害程度と耐糖能異常程度の関係 第27回日本外科代謝 1990.7

栄養学全

勝胆道癌の神経浸潤 とリンパ節転移 (ワー クシ 第36回日本消化器外 1990.7

ヨッブ) 科学会総会

腰痛の神経浸潤と神経特異抗原および神経接着

分子(NCAM)との関係

胃全摘後のGraham型吻合の改良変法 (ビデ 第36回日本消化器外 1990.7

オ) 科学会絵全

勝頭十二指腸切除後の豚胃吻合法 (ビデオ) 第36回日本消化器外 1990.7

科学会絵会

十二指腸運動へのセルレインの効果に対する胃 第36回日本消化器外 1990.7

切除の影響 科学会給金
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54.(朝持雅一),三村 久

他

55.(相野博正),三村 久

他

56.(TakuoNODA),

HisashiMIMURA,

etal

57. HisashiMIMURA

58. HisashiMIMURA

(Discussant)

59.(森 雅信),三村 久

他

60.(森 隆),三村 久

他

61.(柚木正行),三村 久

他

62.(浜崎啓介),三村 久

他

63.(河田憲章),三村 久

他

豚癌の神経浸潤 と神経特異抗撮および神経郭清 日本豚痛学会第21回 1990.7

分子(NCAN)との関係 年次大会

繊維性被膜を有 し悪性度の低い豚腺房細胞癌の 日本腰痛学会第21回 1990.7

1切除例 年次大会

Portal-systemicshuntandendotoxemiain 2md International 1990.ll

patientswithmajorhepatectomy(OralSes-JointMeeting of

sion) SurgeonsandGas-

troenterologists

(A也ens)

IsolatedPancreatectomy(VideoForum) 2nd lnternational 1990.ll

JointMeeting of

SurgeonsandGas-

troenterologists

(Athens)

Panereaticcancer(Workshop) 2nd lnternational 1990.ll

JointMeeting of

SurgeonsandGas-

troenterologists

(Athens)

豚胃吻合を行った膝頭十二指腸切除術後の短期 第14回日本豚切研究 1990.ll

および長期成績 会

肝門部血流遮断時の補助循環としての門脈二重 第 2回日本肝胆豚7 1990.ll

バイパス法の基礎的研究 :肝内門脈への動脈血 オーラム

送血量について

FNHとHCCの鑑別診断および治療について示 第25回日本肝臓学会 1990.ll

唆に富んだ2例の経験 西部会

肝細胞癌に対する治療法の選択 第25回日本肝臓学会 1990.ll

-とくに3cm以下の小肝細胞癌 と肝細胞癌多発 西部会

例について-

肝腫癌15例の検討

- 13-
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64.(浜崎啓介),三村 久

他

65.(森 雅信),三村 久

地

66.(猶本良夫),三村 久

他

67.(加藤倫裕),三村 久

他

68.(MasayukiYUNOKI),

HisashiMIMURA

肝細胞癌非治癒因子に対する切除療法の意義 第37回日本消化器外 1991.2

科学会稔会

ヒトOddi括約筋運動に及ぼす胃切除および幹 第37回日本消化器外 1991.2

迷切の効果 科学会稔会

ヒト肝細胞増殖因子(hHGF)の肝切除後血中動 第37回日本消化器外 1991.2

態の検討 科学会給金

猪瀬型肝脳症 6例の手術前後の循環動態の推移 第37回日本消化器外 1991.2

科学会稔会

Experimentalstudyonfunctionalactivityof 8thCongressAsian 1991.3

kupffercellafterpartialhepatectomyinrats Sugical Associa-

by99m-TCmillimicrospheredalbumin(HSA.tion(Fukuoka)

MM)scintigraphy

69.(Keisuke HAMAZA-Selectionoftherapyforsmallhepatocellular 8thCongressAsian 1991.3

KI), carcinoma(3cmorlessindiameter) Sugical Associa-

HisashiMIMURA, tion(Fukuoka)

eta1

70.(keisuke HAMAZA-DNAploidyand也eprognosisofhepatoce1-8thCongressAsian 1991.3

KI), lularcarcinoma Sugical Associa-

HisashiMIMURA, tion(Fukuoka)

eta1

71. HisashiMIMURA, Isolated pancreatectomy for ductalcar-8thCongressAsian 1991.3

etal cinomaoftheheadofthepancreas Sugical Associa-

tion(Fukuoka)

72.(大川義弘),三宅英昭, 診断領域における散乱線のモンテカルロシミュ 第46回日本放射線技 1990.4

吉田 彰,中桐義忠 他 レーション 術学会総会

73.三宅英昭,青田 彰, FocalSpotCameraによるⅩ線管焦点の測定 第31回日本放射線技 1990.ll

杉田勝彦 他 衝学会 中国 ･四国

部会

74.(冨田徳子),宮本寛治 酵素的遺伝子増幅法 とDig-ELISA法を用いた 第38回日本輸血学会 1990.5

他 AIDSウイルスの遺伝子検査 捻会
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75. 宮本寛治 他 酵素的遺伝子増幅法とジゴキシゲニン･ELISA 第 8回中国 .四国ウ 1990.5

法によるhepatitisCvirusゲノムの検出法 イルス研究会

76.(粟木原修治),宮本寛治 HCV･CuLoff値近辺の抗体値を持つ検体のり 第14回日本血液事業 1990.9

他

77.(林 一彦),宮本寛治

他

78. 宮本寛治 他

79. 森 秀治,遠藤 浩

80.森 秀治,遠藤 浩

81.(三村誠一),中桐義息,

杉田勝彦 他

82.(田原誠司),中桐義忠,

杉田勝彦 他

83.(稲村圭司),中桐義忠,

杉田勝彦 他

84.(三村誠一),中桐義忠,

杉田勝彦 他

85.(片岡幹男),中田安成

他

86.(飛岡 徹),中田安成

他

イルス遺伝子検出 学 会

HTLV-Ⅰl型ウイルス産生サルリンパ球細胞株 第22回日本臨床電子 1990.9

の免疫組織学的並びに超微形態学的研究 顕微鏡学会

ATLウイルス感染の判定困難な検体の種々の 厚生省,成人T細胞 1991.2

検査法の比較検討 白血病(ATL)の母

子感染防止に関する

研究社

平成 2年度絵会

C反応性蛋白の炎症部位-の選択的沈着機構 第63回日本生化学会 1990.9

大会

蛋白鷺-イブリッドとしてのPEG修飾ベルオ 第36回日本臨床病理 1990.12

キンダーゼ 学会 中国四国地方

紙会

10MVX線線量分布におけるDentalmetalの 第46回日本放射線紋 1990.4

影響 術学会捻会

不均質部のVolume変化による線量分布の影 日本放射線技術学会 1990.ll

響 第31回中国四国部会

Dentalmetalの線量分布に及ぼす影響について 日本放射線技術学会 1990.ll

- 60Coy線一 第31回中国四国部会

ステンレス素材の線量分布に及ぼす影響につい 日本放射線技術学会 1990.ll

て 第31回中国四国部会

間質性肺疾患における肺胞マクロファージ機能 第87回日本内科学会 1990.4

講演会

サルコイドーシスにおける胸部Ⅹ線所見の経時 第30回日本胸部疾患 1990.4

的変化の検討 学 会稔 会
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87.(西崎 浩),中田安成

他

88.(細谷茂衛),中田安成

他

89.(西崎 浩),中田安成

他

90.(西崎 浩),中田安成

他

91.(塩見勝彦),中田安成

他

92.(飛岡 徹),中田安成

他

93.(片岡幹男),中田安成

他

94.(西崎 浩),中田安成

他

95.(塩見勝彦),中田安成

他

96. 岡本 基

97. 岡本 基,(佐藤光源)

他

98. 太田にわ 他

99. 太田にわ,小野ツルコ

他

モルモット肺胞マクロファージ機能に及ぼす喫 第30回日本胸部疾患 1990.4

煙の影響 学会総会

サルコイ ドーシスにおける肺胞マクロファージ 第18回日本臨床免疫 1990.6

機能の臨床的意義 学会絵会

サル コイ ドー シスにおけ る血 中β2-microg一 第18回日本臨床免疫 1990.6

lobulinの臨床的意義 学 会総会

発病初期サルコイ ドーシス症例の検討 第25回日本胸部疾患 1990.7

学会中国四国地方会

サルコイ ドーシス患者肺胞マ クロファー ジの 第40回日本アレルギ 1990.ll

interleukin-6産生について - 学会 給金

肺サルコイ ドーシス観察中に発症 した心病変の 第10回日本サルコイ 1990.ll

検討 ド-シス学会稔会

サルコイ ドーシス患者血清中および気管支肺胞 第10回日本サルコイ 1990.ll

洗浄液中β2ミクログロブ リン値の検討 ド-シス学会捻会

サル コイ ドー シス患者肺胞 リンパ球の Inter-第10回日本サルコイ 1990.ll

1euin-2receptorα (IL-2R)mRNAの発現 ド-シス学会絵会

サルコイ ドーシス患者におけるInterleukin-6 第10回日本サルコイ 1990.ll

について ド-シス学会総会

てんかんをめ ぐる社会的諸問題 日本てんかん協会岡 1990.7

山県支吉相lj立記念講

演

側頭部皮質 と辺縁系発作における発作波の左右 第24回日本てんかん 1990.ll

半球間伝播について-ネコのキン ドリングモデ 学会

ルを用いた研究一

母親付 き添いの長期入院が家族に及ぼす影響 第37回日本小児保健 1990.10

一家に残こされた同胞への影響一 学 会

小児看護実習前における小児に対する学生の認 岡山県看護教育研究 1990.7

識 会
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100.(粟井佐知夫),杉田勝彦 肝ダイナ ミックCTによる門脈血流の基礎的検 第74回日本医学放射 1990.6

他 討 線学会中国 ･Pg団地

一正常人40例の検討一 方会

101.(渋谷 修),杉田勝彦 肝ダイナ ミックCTにおける慢性肝炎,肝硬変 第74回日本医学放射 1990.6

他 の門脈血流の検討 線学会中国 ･四国地

方合

102.(浅川 徹),杉田勝彦 肝細胞癌に対する経皮的エタノール注入後の 第75回日本医学放射 1990.12

他 MRI 線学会中国 ･内国地

方合

103.(黒木寿美代),杉田勝彦 中枢神系原発の悪性 リンパ腫の治療経験 第75回日本医学放射 1990.12

他 線学会中国 ･四国地

方会

104. HirokoTOHGE

MitukoICHIMURA

JyunkoSAKIYAMA

105.唐下博子,-村光子,

崎山順子,大井治昭

106. 頓宮廉正 他

107.(肥合康弘),富田 彰

他

108.(朝原正喜),吉田 彰

他

109.(逸見典子),吉田 彰

他

110.(石井里枝),吉田 彰

他

TheMeasurementoflgM,IgG andlgA WorldCongressof 1990.8

RheumatoidFactorusing anELISA and MedicalTechnoト

RelatointolgGsubclasses ogy

リュウマ トイ ド因子陽性血清中のIL-6億につ 日本臨床病理学会稔 1990.10

いて 会

ヴェネズエラ塵肺吸虫の形態的特徴 第59回日本寄生虫学 1990.4

会大会

国内の施設におけ る増感紙- フイルム系の 第46回日本放射線技 1990.4

MTFの測定精度の比較(第2報) 術学会総会

同一信号 を用いたC-Dダイアグラム と18- 第46回日-本放射線技 1990.4

AFCの比較 術学会捻会

乳房Ⅹ線撮影装置セノグラフ600Tの諸特性 第31回日本放射線技 1990.ll

術学会中国 ･四国戟

会大会

CRにおける小児胸部撮影の被曝低減の検討 第31回日本放射線技 1990.ll

術学会中国 ･四国部

会大会
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111. 東 義時,吉田 彰 CRTの基本的特性の検討

杉田勝彦 他

112.(本田 責),吉田 彰 Konica新 SRフイルムの画質特性

杉田勝彦 他

- 18-

第31回日本放射線技 1990.ll

術学会中国 ･四国部

会大会

第31回日本放射線技 1990.ll

術学会中国 ･四国部

会 大 会




