
研 究 業 績 日 録

1994.4-1995.3

1.本業績日録は各教官より提出されたものを収録 したo

2.収録期間は1994年4月-1995年3月であるo

3.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-著者が短大外の場合は ( )_に入れて先頭



研究業績日銀編集要綱

1.本研究業績日額は,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0

2)論 文 等 :原著,総説,評論,短報,症例報告｡

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C

4)講 演 :学会における特別講演,団体からの依頼講演｡

2.収轟期間,収録範囲

1)収録期間は本誌発行の前年度 (4月1日-3月31日)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.業績日銀記載方法

1)著書および論文等

著者 :本学教官以外の著者名は筆頭のみ ( )で記し,それ以外は省略する｡

その他は紀要の論文記載要領に準じる｡

2)学会発表等

発表者 ((3.1)に準じて記載)),題名,発表学会,学会年月を記載する｡

3)講演

講演者,題名,講演集合名,講演年月,講演都市名を記載する｡



I.著 書

著 者 名

1.川崎祥二

(分担執筆)

書 名

癌放射線療法

(大川智彦編)

放射線防護剤 とその応用 P179-185

2.小原ルリ子,大井伸子 母性看護技術

3.太田にわ,他

(分担執筆)

4.虜田和弘

(単著)

5.中田安成,他

(分担執筆)

Ⅰ.論 文 等

著 者 名

図説 臨床看護医学 NewEdition 7巻

感染/免疫 ･アレルギー

(木村郁郎編)

看護行動に共通する行為 P16-23

医療技術者のための図解基礎生化学

今 日の治療指針1995

(日野原重明,阿部正和監修)

勝原病肺 P284-285

論 題

発 行 者 発行年

篠原出版 1995

(東京)

西 日本法規出版 1994

(岡山)

同朋舎出版 1994

(京都)

大学教育出版 1995

(岡山)

医学書院 1995

(東京)

雑 誌 名 発行年

1.(木本 真),杉田勝彦, 上腹部造影 CTにおける低濃度造影剤の有用性 INNERVISION 1994

他

2.山本剛繕

3.(Jun-ichAsaumi),

ShojiKawasaki,

etal,

4.(Jun-ichAsaumi),

ShojiKawasaki,

etal.

について 9･9:6ト67

二価鉄の培養3T3細胞の生存率に及ぼす影響 岡大医短紀要 1994

5:91-94

Effectsofamiloridederivativesonthether-AnticancerRes 1994

mosensitivityofadriamycln-resistantstrain 14:805-808
0fEhrlichascitestumorcells

Effectsofhyperthermiaandcepharan也inon lntJHyperthermia 1994

adriamycinaccumulationwithchangesin ll:27-35

extracellularpH
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5.(AkioTanaka), Anewcapasitiveheatingapplicatorforthe ActaMedica

ShojiKawasaki, simultaneousradio-hyperthermotherapy of Okayama

etal. superficialandshallow-seatedtumors 48:211-216

1994

6.(黒田昌宏),川崎祥二, 表在性浅在性腫癌に対する同時放射線温熱療法 日本-イパーサー ミ 1994

他 のための誘電加温用アプリケ-タの開発 ア学 会 誌

10:189-197

7.(黒田昌宏),川崎祥二, 外部誘電加温装置の同時放射線温熱療法への応 臨床放射線 1994

他 用 39:1209-1211

8.(Jun-ichAsaumi), hfluenceofextracellularpH,aninhibitorof AnticancerRes 1994

ShojiKawasaki, Na+/班+exchangerandaninhibitorofCIソ 15:71-76

etal. HCO 3~exchangeronadriamycinaccumula-

tion

9.川崎祥二,他 ア ドリアマイシン耐性細胞の酸素呼吸 岡大医短紀要 1994

5:95-98

10.(大野誠一郎),中桐義息,自動現像機の濃度管理におけるコダックシステ 日放技学岡山支部会 1994

他 ムと当院における従来法との比較 誌

4:5-9

ll.(高田義明),中桐義息, Ⅹ線撮影領域での体内線量分布の測定 日本放射線技師会雑 1994

東 義晴,渋谷光一,

後藤佐知子,杉田勝彦,

他

12.東 義晴,後藤佐知子, 画像処理による顎関節の解析

中桐義忠,渋谷光一, -開口制限-

杉田勝彦,他

誌

41:524-529

日放技学岡山支部会 1994

誌

4:10-17

13.(丹谷延義),渋谷光一, 高濃度 ･低粘性バ リウム試作製剤の基礎実験に 日放捜学岡山支部会 1994

他 ついて 誌

4:36-40

14.(丹谷延義),中桐義忠, 高濃度 ･低粘性バ リウム試作製剤の臨床評価に 日放技学岡山支部会 1994

渋谷光一,杉田勝彦,他 ついて 誌

4:41-48
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15.渋谷光一,中桐義忠, 清涼飲料入 り日Ⅹ線検査用造影剤 同大医短紀要 1994

東 義晴,後藤佐知子, 5:111-114

杉田勝彦,他

16.中桐義息,束 義時, リニアック(東芝 LMR-15A)の故障の統計 と分 岡大医短紀要 1994

渋谷光一,後藤佐知子, 析 5:99-103

杉田勝彦,他

17.(本田 責),東 義晴, 迅速処理用フイルム新 SRシリーズの画質特性 日放捜学誌 1994

他 50:716-721

18.東 義時,後藤佐知子, 他画像処理による顎関節の解析 日放捜学岡山支部会 1994

中桐義息,渋谷光一, 一開口制限一 誌

杉田勝彦,他 4:10-17

19.(竹内知行),東 義晴, コダックセンシトメトリーシステムの基本特性 日放技学岡山支部会 1994

後藤佐知子,杉田勝彦, 誌

他 4:49-53

20.(皿井孝明),東 義晴, 画像処理による顎関節の形態評価 と診断支援 日本機械学会論文集 1994

他 60:194-198

21.東 義晴,後藤佐知子, 顎関節断層Ⅹ線写真の画像診断支援システム 岡山歯誌 1994

中桐義息,杉田勝彦,他 一最大開口時の下顎頭移動量の定量化- 13:223-231

22.(武並康史),東 義晴, 顎関節断層エックス線写真の自動二値化処理に 顎頭蓋誌 1994

他 よる画像解析の再現性 7:47-56

23.(本田 貢),束 義晴 非対称増感紙フイルム系の粒状性 岡大医短紀要 1995

杉田勝彦,他 5:105-110

24.三村 久,他 膜切除術 外科 1994

56:849-855

25.(HiromuTsuge), Rightportalembolizationbeforeextended SurgicalLaparos-1994

HisashiMimura,etal.righthepatectomyusinglaparoscopiccath-copy&Endoscopy

eterizationoftheileocolicvein:Aprospec-4:258-263

tivestudy

26.三村 久,他 豚胃吻合一勝管胃吻合法 と豚蔵人法一 手術 1994

特集 :弊頭部切除後の勝 ･消化管吻合のこつ 48:1974-1980
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27.(三村卓司),三村 久, 肝外発育型肝細胞癌の 4症例

他

肝胆牒

29:735-740

28.H･Mimura,etal, Isolated pencreatectomy for ductalcar-Hepato-

cinomaof也eheadofthepancreas Gastroentero1

41:483-488

29.(三村卓司),三村 久, stageIV腰痛(豚管癌)とstageI腎細胞癌の同 胆と勝

地 時性重複癌の 1治験例 15:697-701

1994

1994

1994

30.(森 雅信),三村 久, セルレインによる堂内神経を介するOddi括約 JSmoothMuscle 1994

他 筋運動調節 Res

30:430-432

31.(河野良寛),三村 久, MRI用造影剤 superparamagneticironoxide 日磁医誌

他

32.(ShuichiSakumoto),

HisashiMimura,etal.

33.(K.Hamazaki),

HMimura,etal.

34.(K.Hamazaki),

HMimura,etal.

35.太田武夫,下石靖昭,

東 義晴,遠藤 浩,

岡崎愉加

の肝腫癌性疾患における臨床的有用性の検討 14:78-87

Measurementofhepaticbloodflowusinglll ActaMed

lncolloid Okayama

49:91-95

ChangesinIL-6andIL-8afterhepatectomy Hepato-

inpatientswithlivercirrhosis Gastroentero1

42:13-17

Extracorporealcirculationandhypothermic Hepato-

perfusionforcavaltumorthrombuscom-Gastroenterol

plicatinghepatocellularcarcinoma:A case 42:282-285

report

学部シラバス作成に関する教官の意見 岡大医短紀要

5:1-8

36.(渡辺憲子),近藤益子, 効果的な臨地実習を考える(第 2報) 看護教育

他 実態調査からみた臨地実習に関わる諸経費と教 36:144-149

育上の課題

37.太田にわ,近藤益子,他 新卒看護婦の リアリティショックに関する研究 看護教育

大学病院に就職後の 1年 4か月間について 36:168-173
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38.(市地敏支),太田にわ, 的確に看護診断するための看護過程を考える- 岡山県看護教育研究 1994

平成 5年度 :4-9

39.太田にわ,近藤益子,他 新卒看護婦のリア リティショックに関する研究 看護教育

一大学病院に就職後 1年 4か月間について- 36:168-173

1995

40.太田にわ,他 病児に付き添う母親の ｢気がか り｣からみた家 千葉大学看護実践研 1994

族アセスメン ト 究指導センター年報

No.12二31

41.(尾方美智子),猪下 光,不登校児-の行動療法的援助 日本小児心身医学会 1994

他 一箱庭療法,自律訓練法を併用して一 雑誌

3,二卜2:44-51

42.(内田雅代),猪下 光, 骨髄移植をうけた患児,家族の体験について 千大看紀要 1995

他 17:41-54

43.池田敏子,他

44.池田敏子,近藤益子,

太田にわ,猪下 光,

中西代志子,他

45.中西代志子,近藤益子,

太田にわ,猪下 光,

池田敏子,他

46.大井伸子,近藤益子,

池田敏子,中西代志子,

前田真紀子,高畑晴美,

ノ胞

47.池田敏子

入院中の90歳以上の老人の特徴 岡山県看護教育研究 1994

-本人のモラールと看護婦のイメージから一 会誌

平成 6年度 10-16

高齢者の自宅退院における問題点及びニーズの 岡大医短紀要 1994

分析 5:23-27

-退院時の実態調査から一

高齢者の自宅退院における健康及び日常生活上 同大医短紀要 1994

の問題 5:17-21

学生の基礎看護技術 自己評価についての一考察 岡大医短紀要 1994

-2回の実技試験の結果より- 5:29-35

モラル ･エデュケーション QualityNursing 1995

3:49

48.前田真紀子,高畑晴美, 看護課程志望高校生の看護職に対するイメージ 同大医短紀要 1994

近藤益子,太田武夫, に関する研究 5:37-45

喜多鴫康一
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49.高畑晴美,前田真紀子, 進路指導を行 う高校教師がもつ今後の看護課程 岡大医短紀要

太田武夫,喜多嶋康一, についての認識 5:47-52

近藤益子

50.大井伸子,近藤益子, 学生の基礎看護技術自己評価についての一考察 同大医短紀要

池田敏子,徳永順子, -2回の実技試験の結果より- 5:29-35

中西代志子,前田真紀子,

高畑晴美,高田節子

51.小野ツルコ,太田武夫, 看護基礎教育における地域看護実習の検討

前田真紀子,高畑晴美 一実習記録による分析-

52.大井伸子,小原ルリ子, 中学生の男女交際

他

53.大井伸子,小原ルリ子, 中学生の性意識と性知識

他

岡大医短紀要

5:9-15

母性衛生

36:165-172

母性衛生

36:156-164

1994

1994

1994

1995

1995

54.KazuhiroHirota,etal.ProductionofHematinicacidbytheReac-BioIPharmBull 1994

tionofHemoglobinwithPhenylhydrazine:17:856-858

EvidencefortheOxidativeCleavageofHeme

55.(HitoshiTsuruta),

KanjiMiyamoto,etal.

56.(KazuhikoHayashi),

KanjiMiyamoto,etal.

Detection of也eproductsofpolymerase Journalof

chainbyanELISAsystembasedonanion immunological

sensitivefieldeffecttransistor methods

176:45-52

1994

HTLV-ⅠI non-integrated malignantlym-Jpn∫CancerRes 1994

phomainductioninJapanesewhiterabbits 85:808-818

followingintravenousinoculationofHTLV-

ⅠⅠ-infectedsimianleukocytecellline(Si-ⅠI

A)

57.宮本寛治,喜多嶋康一, 合胞体形成能を用いた抗エイズウイルス治療剤 岡山医学会雑誌 1994

他 スクリーニング法の開発 106:1095

58.(NobuyaOhara), ImmunoelectronmicroscopicstudyofHTLV ArchViroI

KanjiMiyamoto,etal.1トproducingcellswithan anti-envelope 140:1291-1295

gp46monoclonalantibody
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59.HiroshiNagata

60.HiroshiNagata

Faultyrationalesforthetwofactors仇at BehavBrainSci 1994

dissociatelearningsystems. 17:412-413

On-linereflexiveresolutioninJapanesecaus-Percept.Mot

ativegardenpathsentences Skills

80:167-176

61.永田 博,近藤益子,他 看護教育従事者が看護婦や看護学生に求める対 看護教育

人関係価値 35:534-538

62.永田 博,近藤益子,他 看護学生における看護関連諸概念の情緒的意味 看護展望

一対人関係価値 との関係- 20:376-383

63.(KentarouTakagi),

YasuakiShimoishi,

etal.

64.YasuakiShimoishi,

etal.

65.中田安成,他

66.中田安成

67.中田安成,他

Ortho-phenylenedizinc(II)Compounds. ChemLett

Ultrasound-promoted synthesis from 0- 1994:2055-2058

diiodobenzeneandzincpowderanditssyn-

theticapplication

1995

1994

1995

1994

Simultaneous determination of sodium Fresenius ∫ Anal 1995

dodecyl sulphate and sodium linear･Chem

dodecylbenzenesulphonatewithトsteary1-4- 351:241-245

(4-aminonaphthylazoトpyridinium bromide

byspectrophotometry

サルコイ ドーシス :プロビオニバクテリウム 日本臨床

(Propionibacteriumacnes) 53:641-650

1994

サルコイドーシスの肉芽腫形成の機序について 日本胸部臨床 1994

-サイトカインネットワークー 53:64二卜650

Propionibacterium acnes感作肺肉芽腫モルモ 岡大医短紀要 1994

ットの特異抗体の測定 5:65-70

68.(平松順一),中田安成, MRIにて髄膜浸潤が認められた中枢神経サル アレルギーの領域 1994

他 コイ ド-シスの1例 2:80-84
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69.HirokoTohge, CorrelationbetweenlgG classof BullSchHealth

Mitsukolchimura, rheumatoidfactors,immunecom-SciOkayama

JunkoSakiyama, plexesand C-reactiveprotein in Univ

ShujiMori,

YasunariNakata,

HiroshiEndo

70.崎山順子,森 秀治,

一村光子,唐下博子,

岡本 基,遠藤 浩

71.MotoiOkamoto,

ShujiMori,

humanseracontainingRF. 5二7ト77

ラット再生肝組織におけるProlifer-同大医短紀要

ating Cell Nuclear Antigenと 5:79-85

Bromodeoxyuridineの染色性につい

ての比較研究

一固定条件の影響について-

Chondroitin sulfate proteoglycans NeurosciLetts

protectculturedrat'scorticaland 172:5ト54

Mitsukolchimura, hippocampalneuronsfrom delayed

HiroshiEndo celldeath inducedby excitatory

aminoacids

72.岡本 基,他

73.岡本 基

74.ShujiMori,

PatternVEPの記録方法に関する臨 医学検査

床的研究 43:1343-1347

第 1報 仝視野刺激

1994

1994

1994

1994

脳のプロテオグリカンとその生理機能 脳と精神の医学 1995

6:87-94

PurificationofrabbitC-reactivepro-ProteinExpression 1994

YasunariNakata, teinbyaffinityprecipitaionwim andPurification

HiroshiEndo thermosensitivepolymer. 5:153-156

75.森 秀治,遠藤 浩 温度感受性ポリマーを利用した反復利 同大医短紀要

用が可能な酵素試薬の開発 5:87-89

班.学会発表等

演 者

1994

演 題 学 会 名 開催年月 開催場所

1.(森本真美),杉田勝彦,MRIによる膝屈伸運動後の大腿部筋 第53回日本医学放射 1994.4 神戸

他 肉疲労の検討(HeatingとIcing効果) 線学会学術発表会

2.(巻幡栄一),杉田勝彦,巨大額部腫癌を呈した高齢者悪性 リン 第82回日本医学放射 1994.6 松山

他 パ艦の治療経験 線学会 中国 ･四国

地方会
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3.仲 川富夫),杉田勝彦,中枢神姪原発悪性 リンパ腫の放射線治 第83回日本医学放射 1994.12 高知

他 療成績の検討 線学会 中国 ･四国

地方会

4,(高 献書),川崎祥二,痛遺伝子導入細胞のAdriamaycinの 第83回日本医学放射 1994.12 高知

杉田勝彦,他 取 り込みに対する温熱の影響 線学会 中国 ･四国

地方会

5.(高 献書),川崎祥二,癌関連遺伝子を導入した細胞の 日本医学放射線学会 1994.4 神戸

他 Adriamycinに対する感受性 第33回生物部会

6.川崎祥二,他 癌関連遺伝子を導入した細胞の各種制 日本医学放射線学会 1994.4 神戸

塙剤に対する感受性 第33回生物部会

7.川崎祥二,他 癌関連遺伝子を導入 したNIH3T3細 第11回日本-イパー 1994.9 大阪

胞の制癌剤に対する感受性 サー ミア学会 (ワー

クショップ)

8.川崎祥二,他 痛関連遺伝子導入細胞のAdriamycin 第37回日本放射線影 1994.10 福岡

に対する感受性 響学会

9.(高 献書)川 崎祥二,癌関連遺伝子導入細胞のAdriamycin 第83回日本医学放射 1994.12 高知

杉田勝彦,他 の取り込みに対する温熱の影響 線学会 中国 ･四国

地方会

10.(大野誠一郎), シネフイルムの自現機特性 第35回日本放射線技 1994.8 松山

中桐義忠,他 術学会 中国 ･四国

部会

ll.(田原誠司),中桐義息,不均質部のVolume変化による線量分 第35回日本放射線技 1994.8 松山

他 布への影響 術学会 中国 ･四国

部 会

12.(小林久男),中桐義忠,- I)カルCTによる体積測定に関する 第35回日本放射線技 1994.8 松山

他 基礎的検討 術学会 中国 ･四国

部 会

13.TakaoNakamura, Developmentofdevicemeasuring 1994IEEE Instru-1994.5 浜松

etal. human motion and psychologicalmentationand

activitybasedonbioimpedance Measurement

Technology Con･

ference
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14.中村隆夫,他

15.TakaoNakamura,

etal.

重心動揺に伴 う下腿部電気インピーダ 第33回El本ME学会 1994.5 高松

ンスのスペクトル解析 大会

Fundamentalconsiderationofnor-WorldCongresson 1994.8 リオ･デ･ジ

malizationoflowerlegelectricalMedicalPhysics ヤネイロ

impedanceforbiodynamicanalysis andBiomedical

Engineering

16.(辻 博明),中村隆夫,脈拍メモリーを使用 しての歩行指導に 第53回日本公衆衛生 1994.10 鳥取

他 ついて 学会稔会

17.(井上倫明),中村隆夫,歩行技術の評価方法について 第53回日本公衆衛生 1994.10 鳥取

他 学会給金

18.(塩田直子),中村隆夫,歩行技術の指導法について 第53回日本公衆衛生 1994.10 鳥取

他 学 会 総 会

19.中村隆夫,他 身体運動に伴 う体肢電気インピーダン 平成 6年度電気 ･情 1994.10 岡山

ス変動におけるヒステリシス現象の検 報関連学会中国支部

討 連合大会

20.中村隆夫,他 在宅医療のための生体電気インピーダ 第17回日本ME学会 1994.11 広島

ンスを用いた日常活動の計測システム 中国 ･四国支部大会

21.後藤佐知子,杉田勝彦 新 しい増感紙フイルムの特理特性 第35回日本放射線技 1994.8 愛媛

1.胸部用システム 術学会 中国 ･四国

部 会

22.(吉本静雄),

喜多鴫康一,他

23.(出口静吾),

喜多嶋康一,他

24.(江野村勝弘),

喜多嶋康一,他

25.(谷水洛邦),

喜多嶋康一,他

リンパ節腫脹を初発症状 として健康成 第34回日本血液学会 1995.1 高知

人に発症 したヒトパルボウイルス B19 中国 ･四国地方会

による赤芽球癖の 1例

当科における成人急性 リンパ性白血病 第34回日本血液学会 1995.1 高知

の治療成績 (DCK'91) 中国 ･四国地方会

IFN-α療法によりBCR遺伝子 (PCR 第34回日本血液学会 1995.1 高知

法)の再構成が消失したCMLの 1例 中国 ･四国地方会

急性 リンパ性白血病細胞周期に対する 第34回日本血液学会 1994.1 松山

各種 cytokineとBRMの影響 中国 ･四国地方会
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26.(高場成治),

喜多嶋康一,他

27.(小島研介),

喜多嶋康一,他

28.(高場成治),

喜多嶋康一,他

29.(谷水賂邦),

喜多嶋康一,他

30.(磯川正史),

喜多鴫康一,他

MDSに対するmelphalan少量療法の 第56回日本血液学会 1994.5 新潟

検討(第2報) 捻会

MDSにおけるsideroblastgramの意 第56回日本血液学会 1994.5 新潟

義一当科におけるMDS66例の検討一 級会

治療抵抗性白血病 (ワークショップ) 第36回日本臨床血液 1994.11 東京

一MDS(RAEB,RAEB-t)に対する 学会総会

melphalan少量療法の検討

骨髄異形成症候群における骨髄細胞周 第36回日本臨床血液 1994.11 東京

期に関する検討 学会 総 会

末梢血及び骨髄中に多彩な形態異常を 第71回日本内科学会 1994.11 広島

呈したアルコールによると思われる貧 中国地方全

血の一例

31.(三村卓司),三村 久,アシアロ糖蛋白受容体からみたラット 第30回日本肝臓学会 1994.7 旭川

他 茸痘肝の肝機能評価 給金

32.(三村卓司),三村 久,GSA肝シンチのMatrixROIを用い 第6回日本肝胆豚学 1994.11 宝塚

他 た残存肝機能評価 令

33.(柚木靖弘),三村 久,末梢型胆管細胞癌切除例の臨床病理学 第6回日本肝胆勝学 1994.11 宝塚

他 的検討と癌生物学的悪性度の評価 合

34.(津下 宏),三村 久,膝頭十二指腸切除術後の聯 ドレナージ 第6回日本肝胆停学 1994.11 宝塚

他 方法別の便中キモ トリプシン活性 合

35.(浜崎啓介),三村 久,4区域(PAMC)を占拠 し門脈および 第56回日本臨床外科 1994.11 東京

他 下大静脈内に腫蕩栓がみられた肝細胞 医学会給金

塙に対する肝切除の経験

36.(柚木靖弘),三村 久,豚管癌切除後長期無再発生存の7例 第56回日本臨床外科 1994.11 東京

他 医学会稔会

37.(三村卓司),三村 久,アシアロ糖蛋白受容体からみたラット 第44回日本消化器外 1994.7 富山

他 茸痘肝の肝機能評価 科学会給金

38.(津下 宏),三村 久,門脈合併切除再建に起因して合併症を 第44回日本消化器外 1994.7 富山

他 生じた3症例の検討 科学全線合

- 臼il-



39.(津下 宏),三村 久,肝切除術における開胸開腹経横隔膜経 第44回日本消化器外 1994.7 富山

他 路の検討 科学会総会

40.(森 雅信),三村 久,豚頭部癌切除例におけるリンパ節郭清 第22回日本豚切研究 1995.6 札幌

他 会

41.(浜崎啓介),三村 久,StageII肝細胞癌切除後の長期予後工 第30回日本肝癌研究 1995.7 旭川

他 場をめざして 会

42.(柚木靖弘),三村 久,動注化学療法が奏功 した肝細胞癌の 2 第30回日本肝癌研究 1995.7 旭川

他 例 会

43.(津下 宏),三村 久,胆道癌に対する肝十二指腸間膜合併切 第24回日本胆道外科 1995.5 熊本

他 除術 研究会

44.近藤益子,池田敏子, 便座の温度変化が生体に及ぼす影響 日本看護研究学会 1994.7 東京

高田節子,他 -夏季の温度変化,20歳と60歳-

45.太田にわ,他 病児に付き添う母親の ｢気がか り｣か 第14回日本看護科学 1994.12 宇都宮

らみた家族アセスメント 学 会

46.太田にれ 猪下 光, 自宅退院時における高齢者の生きがい 中国四国地区看護研 1995.1 岡山

他 に関連する要因の分析 究学会

47.(大場好子),池田敏子,看護科学生の老人に対するイメージ 第25回日本看護学会 1994.7 松本

他 一入学時と卒業時の比較-

48.近藤益子,池田敏子, 便座の温度変化が生体に及ぼす影響 日本看護研究学会 1994.7 東京

他 一夏季の温度変化,20歳 と60歳-

49.池田敏子,近藤益子, 便座保温の有無とトイレイメージ 日本看護研究学会 1994.7 東京

他 一環境の温度差による比較-

50.(大場好子),池田敏子,面接技法の教育の影響 とその定着 日本看護研究学会 1994.7 東京

他

51.中西代志子,近藤益子,高齢者の自宅退院における実態調査 第25回日本看護学会 1994.8 金沢

太田にれ 猪下 光, 一健康及び日常生活上の問題一

池田敏子,他
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52.池田敏子,近藤益子,

太田にわ,猪下 光,

中西代志子,他

53.猪下 光,池田敏子,

中西代志子,近藤益子,

太田にわ,他

54.(高田節子),近藤益子,

太田にわ,猪下 光,

池田敏子,中西代志子,

他

高齢者の自宅退院における問題点とこ 第25回日本看護学会 1994.10 山梨

-ズの分析

一退院時の実態調査から-

高齢者の自宅退院の看護的諸問題 日本看護協会岡山県 1994.11 岡山

看護学会

自宅退院後3カ月経過した高齢者の健 日本看護協会岡山県 1994.12 岡山

康と生活上の問題 看護学会

55.太田にわ,猪下 光, 自宅退院時における高齢者の生きがい 中国四国地区看護研 1995.1 岡山

池田敏子,中西代志子,に関連する要因の分析 究学会

近藤益子,他

56.猪下 光

57.猪下 光,他

58.(MasayoUtida),

Hikarilnoshita,

etal.

59.猪下 光,他

病院看護職貞の諸問題について 社会労働研究会 ､1994.7 大阪

問題行動のみられた子供の心理的背景 母性小児看護学会 1994.7 岡山

と看護

一不明熱児Aへの看護介入-

ExpeiencesoりapaneseFamiliesand IBMTNursingAn 1994.8 ミネアポ

ChildrenwithBMT InternationalNurs- リス

ingSimposium (USA)

高齢者の自宅退院時の看護的諸問題 岡山県成人看護ⅠⅠ学 1994.11 岡山
∠ゝこZ三

60.(内田雅代),猪下 光,骨髄移植をうける患児,家族の治療決 日本看護科学会 1994.12 金沢

他 定の状況について

61.猪下 光 短大生の健康管理と不定愁訴との関連 日本看護研究学会 1995.3 京都

性について 近畿･北陸,中国･

Pg国地方会

62.池田敏子,近藤益子, 高齢者の退院時指導のあり方の検討 日本看護研究学会 1995.3 京都

太田にわ,猪下 光, 一退院後の患者の両横調査から一 近畿･北陸,中国･

中西代志子,他 四国地方会
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63.前田真紀子,他

64.前田真紀子,他

母親の乳癌発病がアイデンティティの 日本がん看護学会 1995.2 大宮

確立していない子供に与える影響

一母親の認識に基づいて一

子供を持つ壮年期乳癌患者の役割意識 日本がん看護学会 1995.2 大宮

での病名説明の受けとめと母親役割の

認識

65.岡崎愉加,合田典子, 分娩介助実習における助産婦学生の習 第35回日本母性衛生 1994.10 東京

白井喜代子 熟度について 学会総会

66.(伊野英男),宮本寛治,HTLV-ⅠⅠ 産生サル白血球細胞株培 第53回日本癌学会捻 1994.10 名古屋

他 養上清ペレット静注により誘発される 会

ウサギ悪性 リンパ腫について

67.(林 一彦),宮本寛治,HTLV-ⅠⅠ 産生サル白血球株細胞の 第53回日本癌学会稔 1994.10 名古屋

他 静注により誘発されるウサギ悪性 リン 会

パ腫

68.宮本寛治,喜多嶋康一,合胞体形成能を用いた抗エイズウイル 第93回岡山医学会絵 1994.6 岡山

他 ス治療剤スクリーニング法の開発 会

69.KanjiMiyamoto SequenceinV2andV3regionsof loth International 1994.8 横浜

etal. syncytiuminducingHIV-I Conferenceon

AIDS

70.岡本 基,森 秀治, -バラン硫酸プロテオグリカンの酵素 第67回日本生化学会 1994.9 大阪

遠藤 浩,他 免疫測定法とその特異性 大会

71_岡本 基,森 秀治 コンドロイチン硫酸プロテオグリカン 第37回日本神経化学 1994.10 松本

の神経細胞死防止機能 会大会

72.岡本 基,森 秀治 神経細胞死防止機能をもつコンドロイ プロテオグリカンの 1995.1 岡崎

テン硫酸プロテオグリカン 生理機能研究会

73.岡本 基 コンドロイチン硫酸プロテオグリカン 第17回日本生物学的 1995.3 山形

の大脳皮質および海馬神経細胞に対す 精神医学会

る細胞死防止機能
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74.唐下博子,-村光子, 変形性膝関節炎患者関節液中の炎症マ 第40回日本臨床病理 1994.10 広島

岡本 基,石丸美加, -カーの評価 学会 中国 ･四国地

崎山順子,森 秀治, 万全 組合

中田安成,遠藤 浩

75.-村光子,唐下博子, 高脂質血清のリポ蛋白分画のアポA含 第41回日本臨床病理 1994.10 盛岡

岡本 基,崎山順子, 有 リポ蛋白の分布について 学会捻金

森 秀治,中田安成,

遠藤 浩

76.-村光子,唐下博子, β-シクロデキス トリンを使用 した高 第34回日本臨床化学 1994.11 東京

崎山順子,森 秀治, 脂質血清中のアポA含有 リポ蛋白の分 学会

遠藤 浩 析

77.-村光子,唐下博子, 高脂質血清の電気泳動によるアポリボ 日本臨床化学中国支 1995.3 松江

崎山順子,森 秀治, 蛋白免疫固定分画像について 部 第120回例会

遠藤 浩

78.崎山順子,森 秀治, 温度感受性素材を用いた簡便な細胞収 第40回日本臨床病理 1994.11 広島

岡本 基,中田安成, 集用器材の開発 学会 中国 ･四国地

遠藤 浩 万全 絵会

79.森 秀治,遠藤 浩, ち.stearothermophilusの産生するホ 第67回日本生化学会 1994.9 大阪

岡本 基 スファタ-ゼの精製 と酵素学的性質 大会

80.森 秀治,遠藤 浩, 耐熱性ホスファターゼ及び抗体類似高 第41回日本臨床病理 1994.10 盛岡

中田安成,岡本 基, 分子を導入した微量定量法の開発 学会捻合

一村光子,唐下博子,

崎山順子

Ⅳ.講 演

演 者 論 題 講 演 会 名 講演年月 場所

1.杉田勝彦 近年我が国に於て増加傾向にある,あ 岡山大学公開講座 1994.7 岡山

る種の癌の早期発見と治療 (鹿田地区)

2.中EEl安成 サルコイ ドーシスの成因と対策 第 7回日本アレルギ 1995.3 岡山

一学会春季臨床大会

教育講演
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