
研 究 業 績 日 録

1993.4-1994.3

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.収録期間は1993年 4月-1994年 3月であ.る○

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



研究集積日銀編集要綱

1.本研究業績日食は,以下の分業削こより収録する0

1)著 書 :共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡

2)論 文 等 :原著,稔説,評論,短報,報告｡

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

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0

3.業績目録記載方法

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0

2)学会発表等

発表者 ((3. 1)に準じて記戴)),題名,発表学会,学会年月,学会開催地を記載する｡

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.喜多嶋康一,高橋 功

(分担執筆)

2,(相野博正),

三村 久

(分担執筆)

3.太田武夫 他

(分担執筆)

4.小原ルリ子

(分担執筆)

5.永田 博

(分担執筆)

6.永田 博

(分担執筆)

7.永田 博

(翻訳)

書 名

白血柄 ･悪性 リンパ腫

(高久史磨編)

慢性白血病の治療(急性転化を含む)

P113-122

降職外科の実際

(斉藤洋一,中山和通,高田忠敬編)

豚臓外科の術前管理 P169-173

公衆衛生学

(青山英康,酒井恒美編)

環境衛生学 P80-100

基礎看護学

(菊井和子,渡過ふみ子)

理論編 第4章 看護の基礎理論

ライフサイクルと看護 P21-34

心理学

(笹野完二編著)

第 7章 ｢記憶｣

P94-108

心理学

(笹野完二編著)

第 8章 ｢思考｣ P109-123

原因帰属と行動変容

(細田和雅,古市裕一 監訳)

Totman,R.%

｢第3章 :帰属療法の哲学的基礎｣ P57-75
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発 行 者 発行年

南江堂 1993

(東京)

医学書院 1993

(東京)

医学書院 1994

(東京)

西 日本法規 1994

(岡山)

ナカニシャ出版 1993

(京都)

ナカニシャ出版 1993

(京都)

ナカニシャ出版 1993

(京都)



8.遠藤 浩,中田安成, 平成 4年度文部省特定研究費報告書

喜多嶋康一,太田武夫, バイオテクノロジー技術の進歩に伴 う新 しい個

広田和弘,頓宮廉正, 別化臨床検査法の開発並びにそのシステム化に

川崎秤二,赤塚和也,

岡本 基,宮本寛治,

森 秀治 他

9.中田安成 他

10.岡本 基 他

(分担執筆)

ll.岡本 基 他

(分担執筆)

12.岡本 基,森 秀治

13.吉田 彰 他

(分担執筆)

I.論 文 等

著 者 名

関する研究

最近のサルコイ ドーシス

(日本サルコイ ドーシス学会 編)

特発性血小板減少性紫斑病 を呈 した症例

P150-151

てんかんの神経機構

-キン ドリングによる研究-

(JuhnA.Wada,佐藤光源,森本 清 編)

発作の全般化機序 P101-111

最新臨床脳波学

(佐藤光源,松岡洋夫 編)

成人の正常脳波 P85-108

平成 4年度科学研究費補助金 (一般研究C)

研究成果報告書

ラット中枢神経初代培養細胞に対する興奮性ア

ミノ酸の毒性 とその予防に関する研究

新 ･フイルムの常識

増感紙-フイルム系の特性 と

画像に与える効果 ･影響 P33-38

論 題

1.(柚木靖弘),三村 久 肝奇形腫の 1切除例

他

2.(柚木靖弘),三村 久 興味ある経過をたどった胆管細胞癌の 1例

他

- 2-

1993

現代医療社 1993

(東京)

世界保健通信社 1993

(大阪)

朝倉書店 1993

(東京)

1993

医療科学社 1994

(東京)

雑 誌 名 発行年

日臨外会誌 1993

54:2144-2149

肝臓 1993

34:831-836



3.(KeisukeHamazaki), Per-rectal portal scintigraphy with Hiroshima∫.Med.1993

HisashiMimura,etal.technetium-99mpertechnetateforesophagealS°i.

VarlCeS 42:143-146

4.(津下 宏),三村 久 腹腔鏡下胆嚢摘出100例の経験 日臨外会誌

他 一適応,安全性および術式の指導について- 55:42-49

5.(高須伸治),三村 久 リビオ ドールCTにて肝細胞癌 と鑑別 しえた肝 胆と豚

他 内胆管癌の 1例 14:881-885

6.(猶本良夫),三村 久 勝石の急速な出現 と進展のみられた慢性輝炎の 胆と犀

他 1例 14:97ト975

7･(浜崎啓介),三村 久 トロスラろ ト沈着症に併発した嚢胞形成を伴っ 臨床放射線

他 た胆管細胞癌の1例 38:933-936

8.(高須伸治),三村 久 日本住血吸虫症に併存した肝細胞癌 と鑑別困難 日消外会誌

他 であった肝血管腫の 1例 46:2208-2211

9.(KeisukeHamazaki), The significance of post-hepatectomy Hepato-

HisashiMimura,etal.changesinpolymorphonuclearelastaseand Gastroenterology

endotoxinLevels 40:352-355

10.(KeisukeHamazaki), AnanalysisofDNAploidypatternofhe-ActaMed

HisashiMimura,etal.patocellularcarcinoma Okayama

47:143-146

ll.(岡林孝弘),三村 久 肝門部胆管癌に対するExpandable Metallic 手術

他 Stentを用いた胆道内擾術 47:1299-1306

12.(南 和光),三村 久 門脈ダブルバイパス法を用い肝尾状葉-肝動脈 胆と腰

他 門脈一勝頭十二指腸合併切除術にて長期生存の 14:1145-1149

得られたBsmrlc胆管癌の 1例

13.(浜崎啓介),三村 久 Biopumpと肝冷却 を用 い たtotalvascular 手術

他 exclusionで切除した肝細胞癌の 1例 48:111-116

14.(森 雅信),三村 久 胃切除とOddi括約筋運動

他
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胆 と膝

15:757-763

1994

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1994

1994



15.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 看護研究

高田節子 (第2報)便座の温度変化が生体に及ぼす影響 26(5):52-56

16.近藤益子,太田にわ, 看護学生の老人イメージ調査のための尺度項目 岡大医短紀要

池田敏子,前田真紀子, の構成 4:83-87

永田 博,太田武夫

17.近藤益子,高田節子,

太田にわ,猪下 光,

池田敏子,中西代志子,

太田武夫,平井康子

18.(渡辺都貴子),

小野ツルコ 他

19.太田にわ,(古米照恵)

1993

1993

高齢者の自宅退院時における薬物 ･食事指導の 笹川医学医療研究財 1993

あり方の検討一退院後の実態調査から- 団看護職月等研究報

告書

1:42-43

思春期 ･成人期ア トピー性皮膚炎患者の看護診 看護技術 1993

断 ･標準看護計画 576:37-45

障害者の闘病記の読書を通じての看護学生の忠 岡大医短紀要 1993

者理解 4:89-97

20.太田にわ,(草刈淳子) 病児に付き添う母親の気がかりからみた家族ア 千葉大学看護学部附 1994

セスメント 属看護実践研究指導

センター

平成 5年度 二P35

21.猪下 光 他

22.猪下 光 他

大学生の心理的傾向と皮膚電気反射 岡大医短紀要 1993

-STAトSDSとの関係 4:99-103

看護婦の疲労感 ･ス トレス ･生活時間と 岡大医短紀要 1993

-STAトSDSとの関係 4:105-110

23.(多田敏子),猪下 光 成人看護学(内科系)実習の問題点と今後の課題 徳島大医短紀要 1993

他 3:95-105

24.(大古真由美),猪下 光 母乳晴育推進のための保健研究(2) 小児看護

他 16:1768-1772

25.池田敏子,近藤益子, 身体に接触する器具の温度に関する研究 看護研究

高田節子 (第1報)便座保温の有無とトイレ ･イメージの 26(5):47-51

変化
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1993

1993



26.池田敏子,近藤益子 他 90オ以上の老人の特徴についての質問紙作成の 岡山県看護教育研究 1993

研究

27.(徳永順子),池田敏子, 精神科実習における看護学生の偏見-の影響

中西代志子

28.池田敏子,徳永順子, 基礎看護技術における採血実習の不安

29.中西代志子,近藤益子, 基礎看護技術学内実習における発見学習方法の

池田敏子,徳永順子,大 試み-食事 ･排雅の援助一

井伸子,前田真紀子,高

田節子

会誌

平成4年度 10-14

岡山医短紀要

4:117-120

同大医短紀要

4:111-115

岡大医短紀要

4:121-124

30.(難波 純),大臣=こわ, 短期大学看護科卒業生のRealityshockの要因 日本看護学会誌

近藤益子 他 分析 3二1ト19

31.合田典子,岡崎愉加, 分娩介助技術について 岡大医短紀要

白井喜代子 4:ト9

32.白井喜代子,合田典子 助産婦養成課程受験者の実態 同大医短紀要

4:ll-17

33.鹿田和弘 - ミンの酸化的開裂から生成するプロペントダ 岡大医短紀要

イオベントの反応性と安定性 4:3ト36

34.YasumasaTONGU AsurveyonPartqonimusnidisintheRio Jpn.J.Parasitol.

etal. Guapore,Brazi1 42:438-439

35.(斎藤哲郎),頓首廉正 飼い猫に寄生 した有線条虫Mesocestoidessp.同大医短紀要

他 の1症例 4:19-21

36.(下江俊光),頓首廉正 大から吐出された- リガネムシGoydiussp.の 岡大医短紀要

他 日本における第 1例 4:23-25

37.頓首廉正 1992年の岡山市における園児,児童,生徒間の 衛生動物

アンケー ト調査によるシラミ蔓延状況 45:93-96
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1993

1994



38.YasuakiSHIMOISHI,

etal.

39.(MichioZENKI),

YasuakiSHIMOISHI,

etal.

SomeN-alkyl一maphthylazopyridinium salts Fresenius∫.Anal. 1993

asnewreagentsforthespectrophotometric Chem.

determinationofanionicsurfactants 345:456-461

Ion-exclusion chromatographic determina-Analyst

tionofhydrogencarbonateinnaturalwaters 118:273-276

using unmodified silica gel and con-

ductimetricdetection

1993

40.(野瀬和子),下石靖昭 アゾメテンHを用いる吸光光度検出フローイン 分析化学 1993

他

41.HiroshiNAGATA

42.HiroshiNAGATA

43.永田 博,近藤益子

他

44.永田 博,近藤益子

他

45.(NobuyaOHARA),

KanjiMIYAMOTO,

etal.

46.(栗木原修治),宮本寛治

他

47.(HoJongJeon),

KanjiMIYAMOTO,

etal.

48.田中克己

ジェタンョン法によるホウ素の定量 42:351-355

UnimmediateconstructionofsyntacticstrucIJ.Psycholing.Res. 1993

tureforgardenpathsentencesinJapanese. 22:365-381

Verb-controlinformationinparsingJapanese Percept.Mot.

reflexivesentences Skills

77:207-215

看護学生における対人関係価値の学年変化 看護展望

-CASに不安の程度と構造との関連- 19:382-387

看護学生における対人関係価値の学年変化 看護研究

一縦断的研究法による内的妥当性の検討- 27:4ト48

1993

1994

1994

A novelmonoclonalantibodyspecifically lnt.∫.Cancer 1993

reactivewithhumanT lymphotroplCVirus 54:858-861

typeII(HTLV一ⅠⅠ)envelopeprotein

献血者のHVC抗体スクリーニング法における 日本輸血学会誌 1993

第 1世代 と第 2世代検査法の比較評価 :検出率 39:550-556

に及ぼす献血者の年齢,GPT値及び輸血歴の影

響

Aberrantexpressionof也emonocyte/macro-Acta pathological 1994

phagephenotypeinahumanT-celllineim-Japonica

mortalizedbyHTLVIIandanadultTcell44:39-48

leukemia/lymphomacellline

安定群の上の位相について
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岡大医短紀要 1993

4:27-29



49.(木村郁郎),中田安成 サルコイ ドーシス患者肺胞マクロファージの 厚生省特定疾患びま 1993

他 TNF産生 ん性肺疾患調査研究

班

平成 4年度研究報告

書

69-71

50.(飛岡 徹),中田安成 心室癌を形成した心サルコイ ドーシス4症例の 日本胸部臨床

他 検討 53:241-248

51.MotoiOKAMOTO, Excitotoxicdeathofculturedcorticalneur-Neurosciences

MitsukoICHIMURA, ons:developmentalchangesandprophylactic 19:163-172

ShujiMORI

52.MotoiOKAMOTO,

ShujiMORI,

HiroshiENDO

53.MotoiOKAMOTO,

ShujiMORI,etal.

54.ShujiMORI,

YasunariNAKATA,

HiroshiENDO

55.森 秀治,中田安成,

遠藤 浩

56.崎山順子,-村光子,

唐下博子,中田安成,

遠藤 浩

57.-村光子,唐下博子,

崎山順子,大井治昭

他

58.-村光子,唐下博子

崎山順子,中田安成,

遠藤 浩

effectchondroitinsulfateproteoglycans.

A protectiveactionofchondroitinsulfate BrainResearch

proteoglycansagainstneuronalcelldeath 637二57-67

inducedbyglutamate.

1994

1993

1994

Utilizationofaserum-freeprimarycultureof 岡大医短紀要 1994

Corticalneuronsbyusingcyclodextrinsin 4:37-45

meurobiologlCalresearch.

InhibitoryeffectofC-reactiveproteinon LifeSciences 1993

phospholipaseDactivity. 53:425-429

ポリエチレングリコール修飾によるコレステロ 岡大医短紀要 1993

-ルエステル分解酵素の体内挙動変化 4:53-55

再生肝における各種細胞動態解析マーカーの比 日本臨床病理学会 1993

較検討 中国四国支部会誌

8:30

IgG型M蛋白のサブクラスの型判定について一 医学検査

アガ ロースゲル電気泳動 とモノクローナル抗体 42:1374-1377

を用いて-

ヒト血清M蛋白のIgGH鎖サブクラスの型判 岡大医短紀要

走について-高分解能アガロースゲル等電点電 4:47-51

気泳動法の分離と検出のための条件設定-

- 7-
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1993



59.唐下博子,-村光子, ヒト血清中IgA-,IgM-,IgGリウマチ因子の 医学検査 ･

崎山順子,大井治昭 健常値について 42:1894-1897

他

1993

60.杉田勝彦 MRの弁膜疾患一造影検査をどの程度除けるか 断層影像研究会雑誌 1993

20:105-107

61.(MasahiroKURODA), Reportofastudyusingphantom materials,ActaMedica

ShojiKAWASAKI, andclinicalexperiencewi仇 simultaneous Okayama

etal. radio-hyper也ermo也erapy 46:417-426

62.(浅海淳一),川崎祥二 ア ドリアマイシンの細胞内取 り込み及び排浬に 医学のあゆみ

他 対する細胞外 pH,およびamilorideの影響 164:583-584

63.(黒田昌宏),川崎祥二 塩化ベンザルコニウムによる温熱耐性の誘導

他

64.(黒田昌宏),川崎祥二 陰茎癌原発巣および転移巣に対する温熱療法

他

65.(黒田昌宏),川崎祥二 癌温熱療法中にみられるCEA放出現象

他

岡山医学会誌

105:43-48

臨床放射線

38:467-472

KARKINOS

6:669-673

66.(MasahiroKURODA), Hyperthermotherapyaddedtothemultidisci-ActaMedica

ShojiKAWASAKI, plinarytherapyforpenilecancer Okayama

etal. 47:169-174

67.(MasahiroKURODA), Hyperthermo仇erapyforpostoperatiivelocalActaMedica

ShojiKAWASAKI, recurrencesofrectalcancer Okayama

etal. 47:249-254

1992

1993

1993

1993

1993

1993

1993

68.(黒田昌宏),川崎祥二 直腸痛術後再発に対する温熱療法の治療成績 日本-イパーサー ミ 1993

他 ア学会誌

9:281-285

69.(JunichiASAUMI), EnhancementEffectofAmiloridederivative Jpn ∫ Hyperther-1993

ShojiKAWASAKI, MH 12-43on仇ermosensitivityofEhrlich micOncol.

etal. ascitestumorcells 9:310-317
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70.中桐義忠,後藤佐知子, Ⅹ線撮影領域における線量測定 岡大医短紀要 1993

東 義晴,渋谷光一, -撮影条件と臓器の被曝- 4:69-73

山田俊治,杉田勝彦 他

71.渋谷光一,中桐義息, 高濃度低粘性硫酸バ リウム製剤の評価 岡大医短紀要 1993

東 義時,杉田勝彦 他 4:57-60

72.東 義晴,後藤佐知子, 画像処理による顎関節の解析 岡大医短紀要 1993

中桐義忠,渋谷光一, 一下顎頭位の判別- 4:75-82

山田俊治,杉田勝彦 他

73.(丹谷延義),中飼養息, 立位少量バ リウムでの撮影意義について 日放捜学岡山支部会 1993

渋谷光一 他 誌

3:22-31

74.(勝田 昇),吉田 彰 乳房撮影における両面増感紙一両面乳剤フィル 日放技学誌 1993

他 ム系の画像特性と微小石灰化の検出能 49:691-695

75.(羽出村昌宏),吉田 彰 東芝製 TOタイプ増感紙の画像特性 日放技学誌 1993

他 49:701-706

76.(大倉保彦),吉田 彰 乳房Ⅹ線撮影装置を用いた3次元立体生検装置 日放技学岡山支部会 1993

他 (ステレオテックス)の精度測定 誌

3:8-ll

77.(大野誠一郎),吉田 彰 迅速自動現像機 SRXIOOlの濃度管理(管理用フ 日放技学岡山支部会 1993

他 イルムの保存方法と使用期間について) 誌

3:1215

78.(東田善治),吉田 彰 スリット法を用いた増感紙 日放技学請

他 -フイルム系のMTFの相互比較 49:1879-1887

1993

79.(東田善治),吉田 彰 わが国おける増感紙-フイルム系のMTFの測 医画情誌 1994

他 走精度の比較(スキャニング過程における相互 11:22-29

比較)

80.(東田善治),吉田 彰 AsymmetricScreen-FilmSystemの7画像特性 熊本大医短紀要 1994

他 と臨床評価 4:49-56

81.(東田善治),吉田 彰 胸部Ⅹ線撮影における非相称増感紙 日本医放会誌 1994

他 -フイルム系の臨床応用 54:171-179
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82.(森 泰胤),山本剛繕 ニカラベンの放射線防護剤 としての有用性の検 岡山医学会雑誌

他 討-マウス生存率,牌コロニー,末梢血液像, 105:673-680

脂質過酸化について-

83_(森 泰胤),山本剛而喜 ニカラベンの放射線防護剤 としての有用性の検 日本医放会誌

他

84.山本剛宿

Ⅱ.学会発表等

演 者

1.(竹内 誠),

喜多嶋康一 他

2.(大本免次郎),

喜多嶋康一 他

3.(出口静吾),

喜多嶋康一 他

4.(福田俊一),

喜多鳴康一 他

5.(谷水将邦),

喜多嶋康⊥ 他

6.(岩垣博巳),三村 久

他

討-フリーラジカル消去能,細胞成長阻害抑制 53:704-712

について一

細胞培養における二価鉄誘導脂質過酸化反応に 岡大医短紀要

関する研究 :細胞生残率 と血清脂質過酸化物に 4:61-68

対する二価鉄 と三価鉄の影響

1993

1993

1993

演 題 学 会 名 開催年月 開催場所

急性白血病寛解導入における白血病減 第32回日本血液学会 1993.1 松山

少動態の解析 中国四国地方会

MyelodysplasticSyndromeにおける 第90回日本内科学会 1993.4 岡山

赤芽球内可染鉄顛粒数の検討-Sider一 講演会

Oblastgramによる検討を中心に一

細胞に及ぼす加令の影響一 緒会

初診時より慢性骨髄増殖性疾患類似の 第35回日本臨床血液 1993.11 広島

病態を呈 し,興味ある経過 を辿った 学会総合

RAEBの 1例

MyelodysplasticSyndromeにおける 第35回日本臨床血液 1993.11 広島

細胞周期の検討 学会給会

99mTC-MAAを用 い たPerfusion 第93回日本外科学会 1993.4 仙台

scintigraphyによる大腸癌肝転移腫蕩 総会

の肝内薬剤分布の評価 と化学療法への

展開

7.(野中泰幸),三村 久 OK-432の活性酵素消去作用 と癌浸 第93回日本外科学会 1993.4 仙台

他 潤 ･肝再生 総会
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8.(河田憲幸),三村 久 ラットにおける肝 ･勝同時大量切除後 第93回日本外科学会 1993.4 仙台

他 の糖負荷 と肝細胞変性 総会

9.(津下 宏),三村 久 肝門部胆管癌に対する集学的治療 第93回日本外科学会 1993.4 仙台

他 総会

10.(森 雅信),三村 久 勝疾患に対するDynamicMRIの応用 第93回日本外科学会 1993.4 仙台

他 総会

ll.(津下 宏),三村 久 肝門部胆管癌の集学的治療 第81回日本外科系連 1993.6 大宮

他 合 学会

12.(河田憲章),三村 久 ラットにおける肝 ･豚同時大量切除後 第29回日本肝臓学会 1993.7 奈良

他 の糖負荷 と肝細胞変性 総会

13.(古口契児),三村 久 アシアロ糖蛋白受容体からみたラット 第29回日本肝臓学会 1993.7 奈良

他 部分肝切除後の肝予備能の評価 捻会

14.(加藤倫裕),三村 久 ラット肝切除後エンドトキシン投与に 第29回日本肝臓学会 1993.7 奈良

他 よ る急性 肝 不 全 モデ ル に対 す る 総会

OP2507の効果

15.(三村卓司),三村 久 細小肝癌における術式と再発に関する 第42回日本消化器外 1993.7 大阪

他 検討 科学全線会

他 存胃切除術 vs通常の胃切除術 科学会給金

17.(加藤倫裕),三村 久 ラット肝切除後エンドトキシン投与に 第42回日本消化器外 1993.7 大阪

他 よ る急 性 肝 不 全 モ デ ル に対 す る 科学会総会

OP2507の投与時期 と効果

18.(浜崎啓介),三村 久 肝細胞癌におけるEGFR,核 DNA量 第31回日本癌治療学 1993.11 大阪

他 及び癌遺伝子発現について 会総会

19.(岩垣博巳),三村 久 大腸癌肝転移腫癌の血流支配の検討 第55回日本臨床外科 1993.11 東京

他 医学会捻会

20.(三村卓司),三村 久 肝外発育型肝細胞清の 4例 第55回日本臨床外科 1993.11 東京

他 医学会総会
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21.(枝贋 徹),三村 久 肝細胞癌患者における腫癌マーカーの 第55回日本臨床外科 1993.11 東京

他 検討 医学会捻会

22.(津下 宏),三村 久 Yd-YAGレーザー とZ-ステン トを用 第55回日本臨床外科 1993.11 東京

他 いての悪性胆道閉塞に対する治療 医学会総会

23.(柚木靖弘),三村 久 術前生検にて診断しえた腸腺京平上皮 第55回日本臨床外科 1993.11 東京

他 癌の 1例 医学会総会

24.(加藤倫裕),三村 久 ラット肝切除後エン ドトキシン投与に 第43回日本消化器外 1994.2 東京

他 よ る急性 肝 不 全 モ デ ル に対 す る 科学合総会

OP2507の効果 とフリーラジカルの変

動

25.(三村卓司),三村 久 99MTC-GSA肝シンチグラフィーによ 第43回日本消化器外 1994.2 東京

他 る肝予備能評価 科学会総会

26.(柚木靖弘),三村 久 食道癌術後胆嚢機能の検討 第43回日本消化器外 1994.2 東京

他 科学会給金

27.(津下 宏),三村 久 腹腔鏡下胆嚢摘出術の安全性に関する 第43回日本消化器外 1994.2 東京

他 多施設における検討 科学会給会

28.(中川浩一),三村 久 豚腸吻合および豚胃吻合部の創傷治癒 第43回日本消化器外 1994.2 東京

他 過程に関する実験的検討 科学会総会

29.三村 久 IsolatedpancreatectomyforductalThe2ndCongress 1993.12 タイペイ

Carcinomaofthepancreas ofAsian Hepato- (タイワン)

biliary-pancreatic

Surgery

30_猪下 光 看護婦の疲労感-尿中VMAの動態 日本看護研究学会第 1994.3 松山

と疲労自覚症状の推移- 8回地方会学術集会

31.太田にわ,近藤益子, 新卒看護婦のリアリティショックに関 第24回看護学会 1993.8 沖縄

月後について一

32.池田敏子,近藤益子, 身体に接触する器具の温度に関する研 日本看護研究学会 1993.7 熊本

高田節子 究一挺座保温の有無とトイレイメージー
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33.中西代志子,近藤益子,基礎看護技術の授業における発見学習 日本看護学教育学会 1993.7 千葉県

池田敏子,徳永順子, 方式の試み-食事 ･排滑の援助一 浦安市

大井伸子,前田真紀子,

高田節子

34.大井伸子,小原ルリ子,新入女子短大生の実態調査 日本思春期学会 1993.8 福岡

大井治昭 - 1.生活時間,健康状態を中心に-

35.大井伸子,小原ル リ子,中学生の性に関する調査 (第 1報) 日本母性衛生学会 1993.10 山形

大井治昭 他

36.大井伸子,小原ルリ子,中学生の性に関する調査(第 2報) 日本母性衛生学会 1993.10 山形

大井治昭 他

37.(砂田正子), 看護学生の自我の発達の度合いと小児 第24回日本看護学会 1993.8 沖縄

小野ツルコ に対する親和度及び小児看護実習の充 看護教育分科会

実度 との関連

38. 岡崎愉加,合田典子, 助産婦学生の分娩介助技術について 岡山県母性衛生学会 1994.3 岡山

白井喜代子

39. 下石靖昭 他 ドデシル硫酸エステル塩 とドデシルベ 日本分析化学会 1993.10 広島

ンゼンスルホン酸塩の同時吸光光度定

量

40.(粟木原修治), ダイナポットPHAキットによる献血 第41回日本輸血学会 1993.5 東京

宮本寛治 他 者の HCV抗体検査の検討(2)

～特に低力価の陽性例について～

41.(大熊垂則), CMV活性化状態の指標 としてのIE 第38回日本輸血学会 1993.10 香川

宮本寛治 他 領域 PCRの有用性 ･中国,四国地方会

42.(大原信哉),宮本寛治 HTLV-ⅠIenV領域の合成ペプチ ド 第52回日本癌学会稔 1993.10 仙台

他 を用いたHTLV一ⅠⅠ特異マウスモノク 合

口ナ-ル抗体の作成

43.(大熊重則),宮本寛治 献常人末梢血からの CMVDNA検出 第17回日本血液事業 1993.9 札幌

他 法の検討 学会

44.(莱木原修治), 献血者の HCV抗体陽性低力価群の性 第17回日本血液事業 1993.9 札幌

宮本寛治 他 質 と通知基準に関する検討 学会
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45.田中克己 ベキ指数有限な可解安定群について 日本数学会 1994.3 神戸

46.(守都常時),杉田勝彦 LocalizedNon-Hodgkin'slymphoma 第52回日本医学放射 1993.4 神奈川

他 における化学療法先行後,放射線療法 線学会

の治療成績

47.(野口尚美),杉田勝彦 腹部CT時の造影剤至適濃度の検討 第80回日本医学放射 1993.6 岡山

他 線学会 中国 ･四国

部会

48.(黒田昌宏),杉田勝彦,癌温熱療法中にみられたCEA放出現 第80回日本医学放射 1993.6 岡山

川崎祥二 他 象の検討 線学会 中国 ･四国

部会

49.(木本 真),杉田勝彦 MRIによる膝屈伸運動後の大腿筋疲 第81回日本医学放射 1993.11 島根

他 労の評価 線学会 中国 ･四国

一運動後 icing効果について一 部会

50.(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 第81回日本医学放射 1993.11 島根

杉田勝彦 他 法-の応用 線学会 中国 ･四国

部会

51.(西川光治),川崎祥二 InVivoにおけるア ドリアマイシンの 日本医学放射線学会 1993.4 横浜市

他 正常肝,停職細胞-の取 り込みに対す ･第32全生物部会

るセファランテンの影響

52.川崎祥二 他 Ehrlich腹水癌細胞におけるア ドリア 第55回日本医学放射 1993.4 横浜市

マイシンの細胞内-の取 り込み,排継 線学会

に及ぼすpH,温熱の影響

53.(黒田昌宏),Jll崎祥二 Synovialsarcomaに対する放射線化 第55回日本医学放射 1993.4 横浜市

他 学温熱療法 線学会

54.ShojiKAWASAKI Changesofintracellularuptakeand 8th International 1993.6 Kyoto

etal, NK2280 into ADR-resistantcells Conference on

withhyperthermiaandcefiharanthin Chemical Modi-

under various intra and extra-fiers of Cancer

cellularpH Treatment
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55.川崎祥二 他 アドリアマイシンの細胞内流入,流出 第19回アルカロイ ド 1993.6 大阪市

に対するセファランテンの修飾 研究会 (シンポジウ

ム)

56.(MasahiroKURODA), Hyperthermotherapyforpostoper-InternationalCon-1993.6 Kyoto

ShojiKAWASAKI ativerecurrentrectalcancer gressofRadiation

etal. Oncology,93

57.川崎祥二 他 制癌剤の細胞内流入に関する一考察 第18回中国地区放射 1993.8 広島市

線影響研究会

58.川崎祥二 他 ADRの細胞内流入,流出に対する温 第10回日本-イパー 1993.10 神戸市

熟の影響 サー ミア学会

59.(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 第10回日本-イパー 1993.10 神戸市

他 温熱療法のための誘電加温用アプリケ サー ミア学会

-タの開発

60.(黒田昌宏),川崎祥二 軟部悪性腫癌に対する術後放射線化学 第10回日本-イパー 1993.10 神戸市

他 温熱療法の経験 サー ミア学会

61.川崎祥二 他 温熱処理に伴うADRの細胞内流入, 第36回日本放射線影 1993.10 広島市

流出と細胞膜電位 響学会

62.(黒田昌宏),川崎祥二 外部誘導加温装置の同時放射線温熱療 第81回日本医学放射 1993.11 出雲市

他 法への応用 線学会中国 ･四国地

方会

63.(勝田 昇),吉田 彰 胸部撮影における非対称増感紙 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

他 -フイルム系の画像特性と臨床応用 循学会総会

64.(三村誠一),吉田 彰 微小焦点Ⅹ線管の焦点サイズにおける 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

他 バイアス電圧の影響 術学会総合

65.(中村伸枝),吉田 彰 非対称増感紙 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

他 -フイルム系のMTF測定法 術学会総会

66.(羽手村昌宏), 骨疾患におけるdigitalradiography 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

吉田 彰 他 の画像評価 循学会総合
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67.(羽手村昌宏), 2Kマ トリックスI.I.-TVディジタル 第49回日本放射線技 .1993.4 横浜

吉田 彰 他 システムによる胸部の低線量撮影 術学会総会

68.(朝原正喜),吉田 彰 増感紙-フイルム系の基本的画質特性 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

他 (1.過去 との比較) 術学会総会

69.吉田 彰 他 増感紙-フイルム系の基本的画質特性 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

(2.現状) 術学会稔会

70.(隅田博臣),吉田 彰 増感紙による画質特性 とⅩ線吸収率の 第49回日本放射線技 1993.4 横浜

他 検討 (第 2報) 術学会総会

71.(YoshieKodera), A Correlation between Visual 2nd Asian/Pacific 1993.8 西安

AkiraYoshida, ImpressionandPhysicalEvaluation lnternationalSym-

etal. for∫mageQualitiesofMedicalX-ray posium on lnstru-

Images mentation, Mea-

surementandAuto一

maticControl

72.(中村伸枝),吉田 彰 非対称増感紙 ･フイルムシステムの頭 第34回日本歯科放射 1993.9 新潟

他 部規格撮影への応用 線学会総会

73.(竹内知行),吉田 彰 コダックセンシ トメ トリーシステムの 第34回日本歯科放射 1993.9 新潟

他 基本特性 線学会総会

74.吉田 彰 他 非対称増感紙-フイルム系の視覚評価 第21回日本放射線技 1993.10 広島

の定量化 循学会秋季学術大会

75.(守屋雅光),吉田 彰 FcR-7000における画像サイズ効果 第21回日本放射線技 1993.10 広島

他 術学会秋季学術大会

76.(勝田 昇),吉田 彰 増感紙-フイルム系の画質特性 第21回日本放射線技 1993.10 広島

他 術学会秋季学術大会

77.(朝原正喜),吉田 彰 増感紙フイルム系の物理特性 と視覚評 第21回日本放射線技 1993.10 広島

他 価の相関 術学会秋季学術大会

78.(小寺書衛),吉田 彰 非線形非対称増感紙フイルム系の信号 第44回電気 ･情報関 1993.10 広島

他 伝達特性 と鮮鋭度 連学会中国支部連合

大会
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79.(宇野弘文),中桐義忠 シャ ドウ トレイの線量分布に及ぼす影 第21回日本放射線技 1993.10 広島

響 とその補正について 術学会秋季学術大会

80.(本田 貢),吉田 彰 非対称システムの粒状性 第34回日本放射線技 1993.11 鳥取

他 術学会中国 ･四国部
.′ゝ
コ三

81.(YoshiharuHigashida), AsymmetricScreen-Film Systems:18th International1994.1 シンガポール

AkiraYoshida, BasiclmaglngPropertiesandPre-CongressofRadioト

etal. liminaryClinicalApplications ogy

82.AkiraYoshida, BasiclmagingPropertiesofAsym-18th lnternational 1994.1 シンガポール

etal. metricScreen-FilmSystem CongressofRadio1-

Ogy

83.(MasakiAsahara),A Correlation between Visual 18th International 1994.1 シンガポール

AkiraYoshida, ImpressionandPhysicalEvaluation CongressofRadiol-

etal, ofScreen-FilmSystems ogy

84.中田安成 シンポジウム サルコイ ドーシスは自 第13回日本サルコイ 1993.10 浜松

己免疫疾患なのか ;P.acnesとサイ ト ド-シス学会

カイン

85.(平松順一),中田安成 サルコイ ドーシス患者気管支肺胞洗浄 第34回日本胸部疾患 1993.4 横浜

液 中のnaive及 びmemoryT-cellの 学会

検討

86.岡本 基,石丸美加, ウシリボプロテインリパーゼの酵素免 第66回日本生化学会 1993.10 東京

森 秀治,遠藤 浩 疫測定法の開発 大会

87.岡本 基 脳可溶性コン ドロイチン硫酸プロテオ 第16回日本生物学的 1994.3 神戸

グリカンの遅発性神経細胞死防止効果 精神医学会

88.森 秀治,遠藤 浩 polyN-isopropylacrylamide誘 導 体 第33回日本臨床化学 1993.10 神戸

の物性 と生体内微量物質分離法-の応 会年会

用

89.森 秀治,遠藤 浩 温度感受性ポリマーによるウサギ炎症 第66回日本生化学会 1993.10 東京

血からのC反応性蛋白質の新規精製法 大全
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90.森 秀治,中田安成, リサイクル可能な検査用酵素開発のた 第40回日本臨床病理 1993.10 広島

遠藤 浩 めの温度感受性ポリマーの応用 学会絵会

91.森 秀治,中田安成, 臨床検査用酵素試薬 としての好熟細菌 日本臨床病理学会第 1993.11 高松

遠藤 浩 由来ホスファターゼの酵素学的性状 39回中国四国地方会

総会

92.崎山順子,-村光子, 再生肝におけるPCNA BrdUの染色 第40回日本臨床病理 1993.10 広島

唐下博子,中田安成, 性について 学会総会

遠藤 浩

Ⅳ.講 演

演 者

1.近藤益子

2.小原ルリ子

3.小原ルリ子

4.小原ルリ子

5.宮本寛治

6.宮本寛治

7.宮本寛治

論 題

老人の日常生活の援助

-排椎を中心に-

愛育委員 と母子問題

女性の自己健康管理

すこやかな母子の環境づ くり

エイズの予防について

エイズウイルスの病態について

エイズの正 しい知識と予防
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講 演 会 名 講演年月 場所

平成 5年度岡山大学 1993.7 岡山

公開講座 ｢岡山健康

講座1993｣

赤坂町愛育委員会研 1993.4 岡山県

修会 赤坂町

婦人学級幹部研修会 1993.8 岡山県

和気町

愛育委貞合研修会 1993.9 岡山県

瀬戸町

平成 5年度岡山大学 1993.7 岡山

公開講座 ｢岡山健康

講座1993｣

日本放射線技術学会 1993.10 岡山

岡山県エイズ出前講 1993.11 岡山

座 (旭川荘厚生専門

学院)



8.宮本寛治

9.宮本寛治

10.宮本寛治

ll.森 秀治

12.杉田勝彦

13.吉田 彰

14.吉田 彰

エイズの正しい知識と予防について 岡山県エイズ出前講 1993.11 岡山

座(岡山県建設労働

,阻合)

エイズの正しい知識 と予防 岡山県エイズ出前講 1994.2 岡山

座 (岡山市立岡山商

業高等学校)

エイズウイルスのおはなし 公民館講座(早島中 1994.3 倉敷

央公民館)

機能性高分子素材 としての温度感受性 第51回岡山バイオ懇 1993.6 岡山

ポリマー 話合

最近我国において増加傾向にある大腸 岡山大学医学部付属 1994.2 鳥取

癌の早期発見と早期治療について ′病院三朝分院特別講

演(谷崎勝朗教授招

曙)

H&D曲線,MTFおよびウィナースペ 第 8回日本放射線技 1993.8 川崎

クトル測定用装置 ･機器 術学会画像 リフレシ

ャースクール講演

X線画像の画質 とその評価 第34回日本放射線技 1993.11 鳥取

術学会中国 ･四国部

会講演
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