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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

3.収録期間は1991年 4月～1992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



研究業績日銀編集要綱

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o

(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O

(3) ただし,収録期間は1991.4-1992.3とする｡



i.著 書

著 者 名

1. 遠藤 浩

(共訳)

2. 遠藤 浩

(分担執筆)

3. 中田安成

(分担執筆)

4. 岡本 基

(分担執筆)

5. 小野ツルコ

(分担執筆)

6. 小野ツルコ

(単著)

Ⅱ.論 文 等

著 者 名

書 名

臨床検査情報システム入門

-コンピュータ導入の実際一

肝腫癌生検 と画像第3巻

発 行 者 発行年

医歯薬出版 1991

東京

国際医書出版 1990

高エコー像を呈し,初期の生検でadenomatous 東京

hyperplasiaが疑われた肝細胞癌の1症例

p.104-110

今 日の治療指針1992,肺胞蛋白症 p.289-290 医学書院 1992

精神医学の進歩と動向

第 4章 てんかん 2.最近の診断学の進歩

p.14ト148

最新看護婦国家試験対策

状況設定問題 と解説

血小板減少性紫斑病患児の看護 p.112-125

文光堂 1992

日給研出版 1991

図解-臨床実習のすべて 5.小児看護学 メヂカルフレンド社 1991

論 題 雑 誌 名 発行年

1. 荒川靖子,小野ツルコ, 短大看護学科への進路決定に影響する要因の研 岡山大学医療技術短 1992

小原ル リ子,伊東久恵, 究 期大学部紀要

喜多嶋康- 2:97-104

2.(日野直紀),遠藤 浩 肝硬変症における食道静脈癌の進展に関しての Gastroenter0- 1991

他 検討 loglCalEndoscopy

33:2211-2219

- 1-



3.康田和弘

4. -村光子,唐下博子,

崎山順子,大井治昭

5. 伊東久恵,池田敏子,

近藤益子 他

6. 川崎祥二

7.(黒田昌宏),川崎祥二

他

8. ShojiKAWASAKI,

etal.

- ミンの酸化的開裂によるプロペン トダイオペ 岡山大学医療技術短 1991

ントの合成 期大学部紀要

2:39-43

1gG型 ミエローマ血清等電点電気泳動分離後の 生物物理化学 1991

モノクロナール抗体によるサブクラス型 35:376

判定について

老人看護教育の導入に関する一考察 岡山県看護教育研究 1991

会誌

平成 2年度 :23-28

-イパーサー ミアの生物学的基礎 第 2回 -イパーサ 1990

- ミア講習会 テキ

ス ト (日本-イパー

サー ミア学会)

:1-6

NIH3T3細胞の熟耐性に対す るケルセテンの 岡山医学会雑誌 1991

作用 (第 1編)細胞の生存率からみたケルセチ 103:973-981

ンの作用

Modification ofcellkilling effectswith Hyperthermic On-1991

hyperthermiaonmultidrugresistantcells cologyinJapan'90

:59-62

9.(MasahiroKURODA),Thermotoleranceinducedbybenzalconium Hyperthermic On-1991

ShojiKAWASAKI, chrolideinNIH3T3cells cologyinJapan'90

etal. :389-390

10. 川崎祥二 他 温熱に対する細胞の感受性 とその修飾 日本-イパーサー ミ 1992

ア学会誌(教育講座)

8:1-18

ll.(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 胆と豚 1991

他 性胆管炎の 1例 12:793-798

12.(猶本良夫),三村 久 (研究速報)肝切除術前後におけるヒト肝細胞 日消外誌 1991

他 増殖因子の血中動態の検討 24:2097
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13.(柚木正行),三村 久

地

14.(森 雅信),三村 久

他

15. 三村 久 他

16.(種木滋雄),三村 久

他

17.(津下 宏),三村 久

他

18.(Keisuke HAMAZA-

KI),HisashiMIMU-

RA,etal.

19.(浜崎啓介),三村 久

他

20.(SeijiAKAGI),

HisashiMIMURA,

etal.

21. HisashiMIMURA,

etal.

22.(松原長秀),三村 久

他

23.(山里晃弘),三村 久

他

24.(山里晃弘),三村 久

他

肝硬変合併肝細胞癌に対する肝切除後早期の肝 日臨外医会誌

不全に影響する因子 82:1474-1478

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

インに対する異常反応 26:379-381

1991

1991

胆道癌に対する肝十二指腸間膜合併切除術 外科 1991

特集 "肝 ･胆 ･犀の外科 一最近の動向一" 53:132111328

大腸癌同時性肝転移症例の臨床病理学的検討 日本大腸肛門病会誌 1991

44:1107-1112

十二指腸乳頭部癌のリンパ節転移 と予後 との関 KARKINOS 1991

係 特集 "痛の リンパ節転移程度 と予後" 4:1129-1134

Malignantfibroushistiocytomaoftheliver GastroenteroIJpn 1991

-Acasereport 26:666-673

肝細胞癌に対するPEIT後の病理組織学的検 臨床 と研究

討 68:3704-3709

1991

Fibr0-OsseousLesionoftheRib 岡山外科病理研究会 1991

-Reportofacase一 雑誌

28:41-46

Blockresectionofthehepatoduodenalliga-Hepato一

mentforcarcinomaofthebileductand Gastroenterol

gallbladder.Surgicaltechniqueandreportof 38:56ト567

llcases.

(研究速報)肝癌および正常肝組織における括 日外会誌

性酵素 と脂質過酸化の検討 92:1723

1991

1991

正常犬および胃切除犬の胆嚢,Oddi括約筋,十 J.SmoothMuscle 1991

二脂腸に対するgabexatemesilate(FOY⑧)の Res.

効果 27:87-96

胆道系および十二指腸運動へのFOYc7)効果 J.SmoothMuscle 1991

Res.

27:285-287
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25.(浜崎啓介),三村 久

他

26.(HiromuTSUGE),

HisashiMIMURA,

etal.

27.(黒河達雄),三村 久

他

28.(浜崎啓介),三村 久

他

29.(浜崎啓介),三村 久

他

30. 三宅英昭,中桐義息,

東 義時,山田俊治,

杉田勝彦 他

31. KanjiMIYAMOTO,

etal.

32.(Kazuhiko HAYA-

SHI),

KanjiMIYAMOTO,

etal.

33.(NanaoKAMADA),

KanjiMIYAMOTO,

etal.

34.(Kazuhiko HAYA-

SHI),

KanjiMIYAMOTO,

etal.

(研究速報)Phase-Contrast法を用いたMRIに 日外会誌 1991

よる門脈本幹 ･右枝の血流測定の試み 96:660

Evaluationofpreoperativeandpostoperative Hepat0- 1991

Sodiumandwaterloadinginpatientsunder-Gastroenterol

goinghepatectomyforlivercirrhosiscompli-38:56-62

Catedbyhepatocellularcarcinoma.

十二指腸球部に異所開口した重複胆管の 1例 胆 と豚 1992

13:1015-1018

肝切除術症例に対するサリナスタテンの使用経 臨床 と研究 1992

験 69:1629-1633

肝臓損傷 MedicalPostgradu-1992

ates

30:386-390

撮影Ⅹ線領域での線量分布 岡山大学医療技術短 1992

期大学部紀要

2:63-71

TransformationofCD8+T-cellsproducinga Jpn.∫.CancerRes,1991

strong cytopa也ic effecton CD4+T-cells 82:1178-1183

throughsyncytiumformationbyHTLV-ⅠI

Ultrastructuraland immunohistochemicalJ.Clin.Electron 1991

studyonhumanhelperT-celllineestablished Microsopy

bycocultivatingnormalhumancordleuk0-24:5-6

cyteswithanHTLV-ⅠIinfectedrabbitcell

line

ChromosomeabnormalitiesinadultT-cellCancerResearch 1992

leukemia/lymphoma:A karyotypereview 52:148ト1493

committeereport

HumanhelperT celllinesestablishedby Acta Pathologica 1992

cocultureofnormalhumancordleukocytes Japonica

withanHTLV-ⅠⅠ-infectedrabbitleukocyte 42:347-352

cellline(Ra-ⅠIA)
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35.ShujiMORI, Involvementsoffibronectin andlysophos-Cell.Mol.Biol.1991

Yasunari NAKATA phatidylcholineforselectivebindingofC-37:421-431

andHiroshiENDO reactiveprotein

36. 森 秀治

37.(木村郁郎),中田安成

他

38. 中田安成 他

39.(ShigaiHOSOYA),

YasunariNAKATA,

etal.

40.(片岡幹男),

中田安成 他

41. 永田 博,近藤益子

他

42. HiroshiNAGATA

43. HiroshiNAGATA

44.(三村誠一),中桐義忠,

杉田勝彦 他

C反応性蛋白質の酵素免疫測定法の開発 岡山大学医療技術短 1991

期大学部紀要

2:23-28

サルコイ ドーシス患者におけるInterleukin-6 厚生省特定疾患びま 1991

について ん性肺疾患調査研究

斑 平成 2年度研究

報告 213-216

臨床検査成績によるサルコイ ドーシス診断基準 日本胸部臨床 1991

の検討 50:924-930

Clinicalfeaturesof125patientswithsar-Acta Medica 1991

coidosis:Okayama university hospital Okayama

reviewofarecent10-yearperiod, 46:31-36

サル コイ ドー シス肺 胞マ クロフ ァー ジの 日本胸部疾患学会雑 1992

1nterleukin-6産生 誌

30:412-417

看護学生における対人関係価値の学年変化 看護展望

一自己像およびナースの理想像の比較における 16:1168-1174

検討-｢一

On-linejudgmentsofgrammaticalityofsen-Psychologia

tencesinvolvingruleviolations. 34:171-176

1991

1991

Temporalcourseofactivationoftheanteced-∫.Psycholing.Res. 1991

entbythereflexiveinsyntacticallyambigu-20二501-520

0ussentencesinJapanese.

10MV-Ⅹ線線量分布におけるDentalMetalの 日本放射線技術学会 1991

影響 雑 誌

47二728-733
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45.(田原誠司),中桐義息

46.(円谷延義),中桐義忠,

杉田勝彦 他

47.(SeiichiMIMURA),

YoshitadaNAKAGI-

RI,Katsuhiko

SUGITA,etal.

48. 難波 純,小野ツルコ,

荒川靖子,太田にわ,

太田武夫 他

49. MotoiOKAMOTO

50.(ToshimoriSANEI),

MotoiOKAMOTO

etal.

51. 岡本 基 他

52.(森本 清),岡本 基

他

53. 岡崎愉加,合田典子,

白井喜代子

電子線エネルギー変動の要因 日本放射線技術学会 1991

岡山支部会誌

1:24-29

ドック検診における上部消化管検査時のペンェ 日本放射線技師会雑 1991

ントケア 誌

38:680-688

Effectofdentalmetalin10MVX-raybeam JpnJRadioITech-1ggl

therapy no1

47:728-733

独居老人の宴たきり療養形態決定要因と保健二 岡山県公衆衛生学会 1992

-ズ 雑誌

3:84-91

Theroleofinterhemisphericpathwaysin Japanese Journal 1991

generalizationofkindledseizuresincatsand ofPsychiatryand

subhumanprimates. Neurology.

45:257-260

Changesoftheafterdischargethresholdin Japanese Journal 1991

theprimaryandsecondarysitesduringkin-ofPsychiatryand

dlingofcats.Ⅰ.Astudyinlimbickindling. Neurology

45:493-494

妊娠初期に激しい心因性の腹痛をきたした 1症 産婦人科の実際 1991

例 40:1427-1430

難治てんかんにおけるNMDA受容体の役割 厚生省精神神経疾患 1991

-キン ドリングを用いた実験的研究一 研究委託費 ｢難治て

んかんの病態 と治痩

に関する研究｣

平成 2年度報告書

岡山大学医学部付属助産婦学校卒業生の動向 第22回日本看護学会 1991

(看護教育)

:339-342
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54.小野ツルコ

55.小野ツルコ

56.小野ツルコ 他

57.(平野かよ子),

小野ツルコ 他

ロールプレイングによる患者一看護婦関係の学 こころの看護

習 2二34-46

グループ体験からの学び ENCOUNTER 1992

14:2-4

看護学生の対話場面における発言内容の検討 岡山大学医療技術短 1992

-ロールプレイング場面の分析を通して- 期大学部紀要

2:105-109

セルフケア意識の構成要素 日本保健医療行動科 1991

学会年報 1991

6二134-149

58.(越智真金),大井治昭 ホルター心電図による心拍数の再現性と健常男 医学検査 1991

他 性の日内変動について 40:1772-1777

59.(大井伸子),大井治昭 月経に関する調査(1) 思春期学 1991

他 (中学生,高校生,短大生の実態) 9:254-260

60.(吐山ムツコ),大井治昭 月経に関する調査(2) 思春期学

他

61. 大乱こわ,近藤益子,

池田敏子,徳永順子,

中西代志子,難波 純,

高田節子

62.太田にわ 他

63.太田にわ 他

64.太田武夫,近藤益子

1991

(月経時のセルフケア) 9:26ト268

基礎看護技術教育へのビデオ教材利用の効果 岡山大学医療技術短 1992

-剥製の無菌操作時の録画テープ活用一 期大学部紀要

2:89-95

小児の母親付き添いによる長期入院が家庭に及 看護展望

ぼす影響 17:494-498

第1報 家に残された同胞への影響

1992

看護における家族援助における研究 看護実践研究指導年 1992

報

平成 3年度 :36

教室の温度熟環境と学生の温度感覚 岡山大学医療技術短 1992

-第一報 4月～7月調査一 期大学部紀要

2:45-49
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65.(Hideki

YAMAMOTO),

YasujiTAKAHASHI

etal.

66. 高橋泰嗣

High SpeedDisplay ofDynamicMotion Proceedingsofthe 1991

ImagesUsingaVLSIGraphicsProcessor 1991Asia/Pacific

Symposium on

lnstrumentation,

Measurement and

AutomaticControl,

Shanghai, China

(InternationalAca-

demicPublishers)

:473-478

数学 と数学教育 岡山大学医療技術短 1991

期大学部紀要

2:111-119

67.(YoshiakiOKAZAKI), Thestructureofthequasi-invariantsetofa Publ.RIMS,Kyoto 1991

YasujiTAKAHASHI linearmeasure Univ.

27:141-148

68. 頓首廉正 他

69. 頓宮廉正 他

70.(OscarNoyaG.),

YasumasaTONGU

etal,

71. 唐下博子,-村光子,

崎山順子,大井治昭

他

72.唐下博子,-村光子,

崎山順子,大井治昭

他

1990年の岡山県下における蚊の出現状況 岡山医学会雑誌 1991

103(5,6)別 巻 :35-

40

福山地方の猫におけるツボガタ吸虫 岡山大学医療技術短 1991

Pha7yngOStOmumCOYdatumの感染率 期大学部紀要

2:35-37

MorphologyofPwagonimusadultworms Jpn.J.Parasitol. 1992

fromVenezuela 41:1-9

抗原抗体 ･RAテス ト･RF 総合臨床 1991

40:1554-1557

酵素標識抗体法による人血清中lgM,lgA,lgG 岡山大学医療技術短 1992

リウマチ因子の測定値について 期大学部紀要

2:29-33
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73. 山本剛宿 チオバルビツール酸法による血清過酸化脂質の 岡山大学医療技術短 1992

測定 :比色法 と蛍光法の比較並びに二価鉄の影 期大学部紀要

響 2:51-62

74.(朝原正喜),吉田 彰 視覚評価用多目的ファン トムの開発 日本放射線技術学会 1991

他 雑誌

47:797-803

75.(石井理枝),富田 彰 コンビュ-テッドラジオグラフィー (CR)にお 日本放射線技術学会 1991

他 ける小児胸部撮影の被曝線量低減 岡山支部会誌

1:7-13

76.(逸見典子),吉田 彰 乳房Ⅹ線撮影装置セノグラフ600Tの諸特性 日本放射線技術学会 1991

他 岡山支部会誌

1:14-19

77.吉田 彰 一対比較法について

78.(竹内知行),吉田 彰, CRTモニタの解像特性

東 義晴,杉田勝彦

他

Ⅱ.学会発表等

演 者 演 題

日本放射線技術学会 1991

岡山支部会誌

1:47-58

岡山大学医療技術短 1991

期大学部紀要

2:81-88

学 会 名 開催年月

1. 荒川靖子,小野ツル コ, 看護職-の進路決定に影響する要因の研究 第22回日本看護学会 1991.8

小原ル リ子,伊東久恵 一学生 ･保護者 ･高校教師の看護職に対する考 (看護教育)

え方-

2.池田敏子,伊東久恵,

近藤益子 他

3. -村光子,唐下博子,

崎山順子,大井治昭

老人に対するイメージとその形成に影響する因 第22回日本看護学会 1991.8

千 (第 2報) (看護教育)

一医療系学生の入学時現状分析-

1gG型 ミエローマ血清等電点電気泳動分離後 第42回電気泳動学会 1991.10

のモノクロナール抗体によるサブクラス型判定

について
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4.(松原伸一郎),川崎祥二 温熱処理にともなう細胞周期の変動 と熟耐性に 第50回日本医学放射 1991.4

他 関する研究 線学会

5.(黒田昌宏),川崎祥二 NIH3T3細胞における熟耐性のケルセテンによ 第50回日本医学放射 1991.4

他 る抑制 線学会

6.(浅海淳一),川崎祥二 ア ドリアマイシン耐性細胞の温熱に対する感受 第30回日本医学放射 1991.4

他 性とその修飾 線学会生物部会

7.(黒田昌宏),川崎祥二 温熱療法における温熱耐性の発現とその修飾に 第90回岡山医学会稔 1991.6

他 関する基礎的研究 会

8.(松原伸一郎),川崎祥二, 加温による細胞周期の変動とその感受性 第76回日本医学放射 1991.6

杉田勝彦 他 線学会中四国地方会

9. 川崎祥二 他 ア ドリアマイシン耐性細胞のセファランテンに 第17回アルカロイド 1991.6

よる修飾 研究会

10. ShojiKAWASAKI, Modificationofadriamycinkillingeffectby The 9th lnterna-1991.7

etal. cepharanthinwithcombinedhyperthermiaon tionalCongressof

Ehrlichascitestumorcells RadiationResearch

ll.(MasahiroKURODA), Modificationofthermotorelancebycephar-The 9th Interna-1991.7

ShojiKAWASAKI, anthinandquercetininNIH3T3cells tionalCongressof

etal. RadiationResearch

12. 川崎祥二 0Ⅹ関連物質の制癌効果に関する研究 日中学術交流親善 1991.10

講演会

13. 川崎祥二 温熱療法による薬剤耐性細胞の克服 日中学術交流親善 1991.10

講演会

14.(黒田昌宏),川崎祥二 同時放射線温熱療法 (simultaneous radio一 第 8回日本-イパー 1991.10

他 hyperthermo-therapy)の臨床導入-その 1基 サー ミア学会

礎的及び臨床的検討-

15.(稲村圭司),川崎祥二, 同時放射線温熱療法 (simultaneous radio- 第 8回日本-イパー 1991.10

他 hyperthermo-therapy)の臨床導入-その2装 サー ミア学会

置面での検討-
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16. 川崎祥二 他

17, 川崎祥二 他

18. 三村 久 他

19.(河田憲章),三村 久

他

20.(柚木正行),三村 久

他

21.(田頭 尚),三村 久

他

22.(岡本 康),三村 久

他

23.(森 雅信),三村 久

他

24.(加藤倫裕),三村 久

他

25.(浜崎啓介),三村 久

他

26.(柚木正行),三村 久

他

27.(岡本 康),三村 久

他

NIH3T3細胞の熟耐性発現 と細胞周期 第34回日本放射線影 1991.ll

響学会

熟耐性 と細胞周期の関連 とその修飾 長崎大学熱帯医学研 1992.1

究所

熟耐性を修飾する因

子に関する研究集会

シネシンポジウム "肝 ･胆 ･豚癌手術のあり方" 第91回日本外科学会 1991.4

腰 痛 (豚 管 癌)に 対 す るIsolated Pan一 総会

createctomy

門脈二重バイパス法の実際と基礎的研究 第91回日本外科学会 1991.4

絵会

99mTcmillimicrospheredaldumin肝シンチグ 第91回日本外科学会 1991.4

ラフイーによる網内系機能評価 総会

再生肝の肝細胞障害における過酸化脂質フリー 第91回日本外科学会 1991.4

ラジカル検討 (ラット肝切除モデルを用いて) 総会

31p-MRSを用いた保有肝のviabilityの評価 第91回日本外科学会 1991.4

稔合

壁内神経によるOddi括約筋運動調節 第91回日本外科学会 1991.4

総会

肝癌悪性度判定 としてのDNAploidypattern 第91回日本外科学会 1991.4

の意義 総会

3cm以下の小肝細胞癌 と肝細胞癌多発例に対す 第91回日本外科学会 1991.4

る治療法の選択 給金

99mTcmillimicrospheredalbumin肝シンチグ 第27回日本肝臓学会 1991.5

ラフイーによるラット肝切除後網内系機能の研 総会

究

31p-MRSを用いた保存肝のViabilityの検討 第27回日本肝臓学会 1991.5

総会

- ilil-



28.(相野博正),三村 久

他

29.(猶本良夫),三村 久

他

30.(古口契児),三村 久

他

31.(相野博正),三村 久

他

32.(山里晃弘),三村 久

他

33.(森 雅信),三村 久

他

34.(津下 宏),三村 久

他

35.(津下 宏),三村 久

他

36.(古口契児),三村 久

他

37.(中川浩一),三村 久

他

38.(岡本 康),三村 久

他

39.(河田憲幸),三村 久

他

40.(田頭 尚),三村 久

他

豚頭部癌 :stage別にみた外科治療のあり方 第15回日本牒切研究 1991.5
EL
フ三

肝切 除後 におけ るヒ ト肝細 胞癌 増殖 因子 第38回日本消化器外 1991.7

(hHGF)の血中動態 科学会

Smalllivercancerの早期発見および治療法に 第38回日本消化器外 1991.7

ついて 科学会

豚癌におけるLaminin免疫組織学的検討,臨床 第38回日本消化器外 1991.7

病理学的事項との対比 科学会

胆道系および十二指腸運動へのFOYの効果 第33回日本平滑筋学 1991.8

会 総 会

シンポジウム "胃切除後胆石症 と消化器運動" 第33回日本平滑筋学 1991.8

胃切除後月旦石症発病原因としてのOddi括約筋 会総会

運動異常

胆道再建後の吻合部狭窄に対する治療 第14回日本豚管胆道 1991.9

合流異常研究会

胆道癌に対する肝十二指腸間膜切除術の成積 第27回日本胆道学会 1991.9

絵会

シンポジウム "術後肝障害の病態と対策" 第66回中国四国外科 1991.9

肝硬変合併肝癌術後早期肝不全の予測と対策 学会 絵 会

膝頭十二指腸切除術後消化管再建法 としての豚 第53回日本臨床外科 1991.ll

胃吻合 と贋腸吻合 との比較 医学会統合

月重壕との鑑別が困難であった腹腔内線維性異物 第53回日本臨床外科 1991.ll

による肉芽腫の2例 医学会総会

肝外門脈閉塞症の5例 第53回日本臨床外科 1991.ll

医学会捻会

トロトラス ト誘発肝悪性腫癌の 1例 第53回日本臨床外科 1991.ll

医学会絵会
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41.(河田芸事),三村 久

他

42.(中川浩一),三村 久

他

43.(古口契児),三村 久

他

44.(河田憲章),三村 久

他

45.(田頭 尚),三村 久

他

46.(森 雅信),三村 久

他

47.(田頭 尚),三村 久

他

48. 三村 久

49. 三宅英昭,吉田 彰

他

ラットにおける肝 ･豚同時性大量切除後の肝再 第3回肝胆勝フォー 1991.ll

生糖代謝について ラム

転移性肝腫癌切除後再手術例の検討 第39回日本消化器外 1992.2

科学会総会

細小肝癌における超音波所見および病理所見と 第39回日本消化器外 1992.2

組織学的分化度との関連について 科学会絵会

ラットにおける肝腸同時大量切除後の肝再生と 第39回日本消化器外 1992.2

糖代謝について 科学会絵会

MRI位相画像法による門脈血流測定 第39回日本消化器外 1992.2

科学会総会

メシル酸ガベキサー トの胆嚢,Oddi括約筋,十 第92回日本外科学会 1992.3

二指腹弛緩作用機構 総会

MRI位相画像法による門脈血流測定 第92回日本外科学会 1992.3

稔会

(ビデオセッション)肝内胆石症の治療 第92回日本外科学会 1992.3

総会

スリット法,ピンホール法,スターテス トパタ 第19回日本放射線技 1991.10

-ン法によるX線管焦点サイズの比較 術学会秋季学術大会

50.(莱木原修治),宮本寛治 ELISA法 でCut-off値近辺 の抗体値 を持つ 第39回日本輸血学会 1991.4

他 HCVgenome解析 総会

51.(近行iE昭),宮本寛治 アポット社 EIAキットによるHCV抗体検査 第15回日本血液事業 1991_9

他 法の検討 :HCVゲノム検出及びGPT値 との 学会

関係

52.(林 一彦),宮本寛治 HumanT･cellleukemiavirastypeII(HTLV 第50回日本癌学会絵 1991.9

他 -ⅠⅠ)による動物白血球の不死化 合

53.(大原信哉),宮本寛治 HTLV-ⅠⅠ感染動物白血球株 との混合培養によ 第50回日本癌学会捻 1991.9

他 って得られたヒトリンパ球株の性状について 会

- 13-



54. 宮本寛治,喜多嶋康一

他

55.(林 一彦),宮本寛治

他

56.(莱木原修治),宮本寛治

他

57. 森 秀治,遠藤 浩

58. 森 秀治,中田安成,

遠藤 浩

59. 森 秀治,中田安成,

遠藤 浩

60.(三村誠一),中桐義忠,

三宅英昭,杉田勝彦

他

61.(片岡幹男),中田安成

他

62.(塩見勝彦),中田安成

他

63.(西崎 浩),中田安成

他

64.(赤木史郎),中田安成

他

65.(片岡幹男),中田安成

他

HTLV-ⅠⅠ型感染T細胞とのco-culture法によ 第50回日本癌学会捻 1991.9

って生 じた合胞体形成 と細胞変性効果による 会

CD4+T細胞の破壊と感染T細胞の増殖

HTLV一ⅠⅠ感染ウサギ白血球株 との混合培養に 第23回日本臨床電子 1991.9

よって樹立されたヒト-ルパーTリンパ球株の 顕微鏡学会

免疫組織学的並びに超微形態学的研究

ダイナポットPHAキットによる献血者の HC 第36回日本輸血学会 1991.10

V抗体検査について 中四国地方会

C反応性蛋白のホスホリパーゼD抑制作用 第64回日本生化学会 1991.10

大会

蛋白質-イブリッドとしてのコレステロールエ 第38回日本臨床病理 1991.10

ステル合成酵素の開発 学会絵会

蛋白質-イブリッドとしてのコレステロールエ 第37回日本臨床病理 1991.10

ステル合成酵素の開発 (続報) 学会中国四国地方会

総会

電子線エネルギー低減におけるⅩ線混入率の検 日本放射線技術学会 1991.ll

討 第32回中国四国部会

サルコイドーシス患者の肺病巣におけるサイト 第88回日本内科学会 1992.4

カイン 講演会

サルコイ ドーシス患者におけるInterleukin-6 第31回日本胸部疾患 1992.4

について 学会捻会

サルコイ ドーシス患者肺胞 リンパ球のInter一 第31回日本胸部疾患 1992.4

1eukin-2receptorα(IL-2R)mRNAの発現 学 会 総 会

肺サルコイドーシス症に対する肺血流シンナに 第31回日本胸部疾患 1992.4

よる検討一二次元極座標表理法の応用を中心と 学 会 捻 会

して-

サルコイドーシス患者の肺胞マクロファージ産 第31回日本網内系学 1992.5

生サイトカインの検討 会 総 会
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66.(三村誠一),中桐義忠,

杉田勝彦 他

67.(塩見勝彦),中田安成

他

68.(多田敦彦),中田安成

他

69.(IkuroKIMURA),

YasunariNAKATA,

etal.

70. YasunariNAKATA,

etal.

71.(MikioKATAOKA)

YasunariNAKATA,

etal.

放射線外部照射におけるステンレス素材の影響 第47回日本放射線技 1991.4

術学会総会学術大会

サルコイ ドーシス患者肺局所サイ トカインの検 第19回日本臨床免疫 1992.6

討 学 会 稔 会

悪性 リンパ腫に合併 したサルコイ ドーシスの 1 第26回日本胸部疾患 1992.7

例 学会中国Pq団地万全

Responseofalveolarlymphocytesinducedby 12th World Con-1991.9

Propionibacteriumacnesinsarcoidosis 営ressonSarcidosis

andOther

Granulomatous

Disorders(Kyoto)

Abnormalitiesofalveolarmacrophagesin 12仇 World Con-1991.9

patientswi仏sarcoidosis gress on Sar-

coidosisandOther

Granulomatous

Disorders(Kyoto)

Releaseofinterleukin-6byalveolarmacro-12th World Con-1991.9

phagesinpatientswithsarcoidosis gress on Sar-

CoidosisandOther

Granutomatous

Disorders(Kyoto)

72.難波 純,小野ツル コ, 高齢者の在宅ケアに関連する要因の研究 第 3回岡山県公衆衛 1991.8

荒川靖子,太田にわ, -独居老人の療養形態決定要因とニーズ一 生学会

太田武夫 他

73. 岡本 基

74. 岡本 基

てんかん発作発現のメカニズム 第14回てんかん学基 1991.7

礎講座

てんかんの神経機構一発作全般化 第25回日本てんかん 1991.10

学会サテライ トシン

ポジウムーてんかん

の神経機構-
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75.(室井俊典),岡本 基 ネコキンドリング形成に伴う一次及び二次脳部

他 位における後発射誘発関値の変化 ⅠⅠ.新皮質

焦点での検討

76.(大井伸子),大井治昭 中学生の性に関する調査

他 1.性意識と性行動

77.(吐山ムツコ),大井治昭 中学生の性に関する調査

他 2.性教育

78.(皆木里加),大井治昭 月経に関する調査 (第 1報)

他

79.(吐山ムツコ),大井治昭 月経に関する調査 (第2報)

他

第25回日本てんかん 1991.10

学会

第10回日本思春期学 1991.8
∠ゝ
こZ三

第10回日本思春期学 1991.8
ノ∠ゝ
こZ三

第32回日本母性衛生 1991.9

学 会

第32回日本母性衛生 1991.9

学 会

80.(石原逸子),小野ツルコ 慢性病患者のセルフケアの構造と看護の役割に 第2回保健医療行動 1991.9

関する研究 科学国際会議

81.(中新美保子),太田にわ, 小児に否定的感情をもつ学生-の実習指導 第22回日本看護学会 1991.8

小野ツルコ

82. 小野ツルコ 他

83.(ToruITANI),Takeo

OHTA

84.太田武夫,遠藤 浩,

森 秀治 他

85.(甲田茂樹),太田武夫

他

86. 太田にれ 近藤益子,

池田敏子,徳永順子,

中西代志子,難波 純,

高田節子

(看護教育)

慢性病患者の民間療法資源の利用状況 第 6回日本保健医療 1991.6

行動科学大会

OccupationalCerviobrachialdisorderresult-The 13th Asian 1991.ll

ingfromautomatizitionandcomputerization Conference on

atwork Occupational

Health

アルコール系溶剤取扱い者の作業環境 と肝機能 第65回日本産業衛生 1992.3

検査結果 学会

チッピング-ンマ-使用者の振動障害について 第65回日本産業衛生 1992.3

学会

基礎看護技術 ･無菌操作におけるビデオ学習の 第22回日本看護学会 1991.8

効果 (看護教育)

一実技テス トにVTRを活用して-
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87.(井口文明),下石靖昭

他

88. 下石靖昭 他

89.(加地充昌),杉田勝彦

他

90.(粟井佐知夫),杉田勝彦

他

91.(三森天人),杉田勝彦

他

92. 杉田勝彦

93.(巻幡栄一),杉EEl勝彦

他

94.(戸上 泉),杉田勝彦

他

95.(守都常春),杉田勝彦

他

96.(奥野恵子),杉田勝彦

他

97.(中川富夫),杉田勝彦

他

ジア ミン系溶離イオンを用いるアルカリ土類 日本化学会中国四国 1991.10

金属イオンの間接吸光検出イオンクロマ トグラ 支部 ･同九州支部合

フィー 同大会

長鎖アルキル型アゾカチオン染料 と陰イオン界 日本分析化学会第40 1991.ll

両活性剤 との反応 年会

甲状腺原発悪性 リンパ腫の放射線治療の検討 第50回日本医学放射 1991.4

線学会総会

門脈血流測定におけるMRI,CT,ドップラーエ 第76回日本医学放射 1991.6

コ一法の対比検討 線学会中国 ･四国地

方会

肋骨原発悪性 リンパ腫の1例 第76回日本医学放射 1991.6

線学会中国 ･四国地

方会

教育講演 :画像解剖学 (腹部) 日本放射線技術学会 1991.8

岡山県技師会統一講

習会

DynamicMRが診断に有効であったHCCの 第77回日本医学放射 1991.ll

1例 線学会中国 ･四国也

方会

MRPulmonaryAngiographyの検討 第77回日本医学放射 1991.ll

線学会中国 ･四国地

方会

縦隔脹細胞腰 と鑑別を要したfibrosing 第77回日本医学放射 1991.ll

mediastinitisの 1例 線学会中国 ･Eq団地

万全

小型肺癌におけるthinsliceCTの有用性の検 第77回日本医学放射 1991.ll

討 線学会中国 ･四国地

方会

RadiationTherapyofLingualCancerwith RSNA 1991.ll

InterstitialBrachytherapy (北米放射線学会)
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98.杉田勝彦 教育講演 :医療学概論

99.(山本秀樹),高橋泰嗣 画像診断のためのCAI

他

100.(山本秀樹),高橋泰嗣

他

101.高可喬泰嗣

102.唐下博子,-村光子,

崎山順子,大井治昭

他

103.(平田幸徳),吉田 彰

他

104.(隅田博臣),吉田 彰

他

105.(本田 貢),吉田 彰

他

日本放射線技師会 1992.2

第19回臨床実習指導

者養成講習会

電気 ･情報関連学会 1991.10

中国支部連合大会

医療技術者養成のための教育システムについて 教育工学関連学協会 1991.ll

連合

第3回全国大会

ProbabilitymeasuresonBanachspaces 函数解析学研究集会 1992.1

健常人血清中免疫グロブリンクラス別 RF値に 第38回日本臨床病理 1991.10

ついて 学会

高精細ⅠトTVディジタルシステムの基礎的特 第47回日本放射線技 1991.4

性 と臨床応用 術学会総会

片面乳剤フイルム (マンモ用)における特性曲 第47回日本放射線技 1991.4

線の検討 術学会総会

迅速処理フイルムSRシリーズの画質特性 第47回日本放射線技 1991.4

術学会総会

106.(羽出村昌宏),吉田 彰 東芝TO増感紙系の物理特性および画質特性 第47回日本放射線技 1991.4

他 術学会総会

107.(Yoshiharu HIGA-1NVESTIGATION OF BASIC IMAGING The World Con-1991.7

SHIDA),Akira YO-PROPERTIESOFA 2,048Ⅹ2,048IMAGE gress on Medical

SHIDA,etal. INTENSIFIER-TVDIGITALSYSTEM Physics and

Biomedical Engi-

neering

108.(竹内知行),吉田 彰 CRTの解像特性の測定

東 義時 他

第32回日本歯科放射 1991.10

線学会総会

109.(大倉保彦),吉田 彰 乳房Ⅹ線撮影を用いた三次元立体生検装置の精 第32回日本放射線技 1991.ll

他 度測定 術学会中国 ･四国部
.′ゝ
コ三
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110.(大野誠一郎),吉田 彰 自動現像機の濃度管理について 第32回日本放射線技 1991.ll

他 術学会中図 ･四国部
ノ∠ゝ
こZミ

111.(隅田博臣),吉田 彰 NDフィルタを用いた特性曲線の検討 第32回日本放射線技 1991.ll

他 術学会中国 ･Eg国部
/∠ゝ

lA.Jt

112.(朝原正喜),吉田 彰, 平滑化スプライン関数による特性曲線近似 第32回日本放射線技 1991.ll

東 義時 他 術学会中国 ･四国部
∠ゝ
.I.(

113.(守屋雅光),吉田 彰 乳房専用撮影装置における半価層測定について 第32回日本放射線技 1991.ll

他 術学会中国 ･四国部
∠ゝ
=て
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